
平成 30 年 5 月 8 日 

1 

 

理大生へ贈る応援歌 

秋山 仁 

 

～理大の原点は夜間にあり～ 

先生たちは昼、官庁や大学で働き、勤めが終わるやいなや物理学校に息を切らせて駆け

込み、学生と真剣勝負する。先生たちは学生の経済的負担を軽減するため、全員給料を返

上しました。それどころか、先生が止むを得ない事情で、遅刻や休講をすると先生が罰金

を学校に支払った！！ だから、嵐の日も雪の日も先生は欠かさず、講義しました。学生

たちは先生の心意気に真剣に応えました。若冠二十歳余の 21 人の学士の魂が結集した、

こんな大学は世界広しといえど、他に類を見ません。次節でこの奇跡の足跡を辿った理大

の誕生の経緯をもう少し詳しく、諸君へ説明しましょう。 

理科大は開学してから現在に至るまで、136 年間、意欲ある学生のために門戸を開放

し、一度も途絶えさせることなく夜間コースの発展に力を入れ続けて来たのです。 

そんな物理学校の様子が神楽坂界隈に住む多くの文人たちによって描かれています。北

原白秋は『物理学校裏』という詩の中で、 

“C2H2O2N2+NaOH＝CH4+Na2CO3･･････ 

青白い白熱瓦斯の情調（ムード）が曇硝子を通して流れる。角窓のそのひとつの内部

（インテリオル）に光のない青いメタンの焔が燃えてるらしい。肺病院の如（よう）な東

京物理学校の淡（うす）い青灰色の壁にいつしかあるかなきかの月光がしたたる。” 

また、石川啄木は現在の理大敷地内にあった北原白秋の家（今は石碑が建っている）を

訪ねた時の様子を、明治 41 年 10 月 29 日の日記に、 

“北原君の新居を訪ふ。吉井君が先に行ってゐた。二階の書斎の前に物理学校の白い建

物。瓦斯がついて窓といふ窓が蒼白い。それはそれは気持のよい色だ。そして物理の講義

の声が、琴の音や三味線と共に聞える。･･････” のように書いています。 

昔、筆者が夜間コースを担当していたときも、夜になると、芸者衆が爪弾く三味の音色

が“チントンシャン”とどこからともなく漏れ聞えてきました。そんな BGM を背景に、

定数係数線形偏微分方程式のフレシェ空間における解の S-well posedness について、ゼミ

生たちと激論を交わしたことを懐かしく思い出します。 

 

～奇跡の大学、それは理科大～ 

東京理科大学の前身は、夏目漱石が小説「坊っちゃん」で、主人公の坊っちゃんの出身校

として描いた私学の“物理学校”です。一般に私学の建学と言いますと、早稲田は 1882 年に

大隈重信が、慶應は 1858 年に福沢諭吉が、同志社は 1875 年に新島譲が建学したと広く知

られていますが、1881 年の理大・物理学校の建学はそれらと全く異質で、かつあまり知ら

れていません。その経緯は馬場錬成著『物理学校』に詳しく紹介されていますが、ここでは、
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その概略だけを述べさせていただきます。物理学校建学の歴史を語るには、明治 3 年、すな

わち 1870 年に明治政府が掲げた政策に遡らなければなりません。250 年以上も続いた江戸

幕府の体制を倒し開国し、新たな国づくりを始めようとした明治政府は、様々な分野の有能

な人材を渇望していました。欧米に一早く追いつかなければならない、欧米の学問を早急に

受け入れようという目的で明治 3 年（1870 年）に明治政府は全国の藩から学問に特別に優

れた若者を選んで東京で学ばせるよう命じました。この藩推薦の制度によって選ばれた学

生は“貢進生”と呼ばれ、神田の寄宿舎に集められました。貢進生は概して、国の恩に報いる

ため、一身の利害など考えず、卒業後には国のために尽くそうという高い志を持っていまし

た。貢進生のための寄宿舎には当初 310 人の学生がいて、その中から成績の良い 130 人が

東京大学に進学できるという制度でした。 

当時の東大には、招聘したフランス人の物理教師からフランス語で物理学（重力学・聴学・

電気学・熱学・光学・数学）を学ぶ“東京大学理学部仏語物理学科”というコースがありま

した。この学科は、フランスからのお雇い教授が招聘期間を過ぎて帰国してしまう時点で自

然消滅してしまう運命にありました。明治 6, 7 年頃入学し、明治 11 年～13 年の 3 年間に

東京大学仏語物理学科を卒業した 1 期生、2 期生、3 期生は全部で 22 人。2 人は中退し、1

人は卒業直後に亡くなったので実質 19 名の若者が我が国初の理学士となりました。彼らは

卒業後に留学したり、東大や師範学校の教職や官庁に職を得て、仏語物理学科を巣立ってい

くことになりました。しかしながら、この 21 人の若者達の志は極めて高いものでした。「日

本が欧米と肩を並べる国になるためには、我々がフランス人からフランス語で学んだ理学

を日本語で日本に広く普及することが重要だ。我々は自分の職を通してのみならず、広く理

学の普及に貢献し、国から受けた恩に報いることが大切だ。昼はそれぞれ勤めに出て、夜は

理学の教育活動に身を投じよう。」この志を同じくした 21 人の若者達が明治 14 年、1881

年に創設し、その後、幾多の苦難を乗り越えて、彼らが発展させていった東京物理講習所が

東京理科大学の始まりであります。すなわち、理科大は青年達の夢と気概が結実し生み出さ

れた“奇跡の大学”なのです。 

  

～理大生に望むこと～ 

1. 理大イズムを DNA として持ち続けよ。 

理大イズムとは何か？ 前出の『坊っちゃん』にも描かれていますが、理大は建学の当初か

ら進級・卒業が大変難しいことで有名です。年によっては、数百人の新入生のうち卒業でき

たのはたった１人ということもあったそうです。これは「東京理科大学における学びは、本

物の実力を身につけることにある」という“実力第一主義”の考えが根底にあることの現れ

でした。 

今後一層、世界の情勢は変化が激しく、不安が渦巻くことが予想されます。諸君にとって、

確かな実力を付けることが不可欠になることは確実です。確かな実力とは単に科学技術の

知識や技能を習得するだけでなく、科学技術の学びを通して深い思考力や洞察力、発想力を
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身につけ、変化する時代にその都度出会う新しい知識や新たな問題に立ち向かい解決して

いく術を身に付けることです。 

  

英国の詩人、ウィリアム・ブレイクの詩にこんな一節があります。 

“A cistern contains, a fountain overflows ― 水槽は湛え、泉は湧き出す” 

自分の頭を水槽に見立てて、そこに知識という水をいくら注ぎ込んでもその水の用途は限

られ、またいずれは枯渇してしまう。一方、自分の頭にアイディア（思考力や発想力）が湧

き出す泉を掘り起こせば、必要に応じたアイディアを産み出し、問題は解決されるのです。

理大で学ぶ 4 年間に、諸君には、発想の湧き出す泉を諸君の頭の中に掘り起こしていただ

きたいのです。 

 もう一つの理大イズムを紹介しましょう。それは漱石の坊

っちゃんに関係します。坊っちゃんは、あくまでも漱石が生

み出した架空の人物ではありますが、漱石は理科大建学者

21 人の中の 2 人である桜井房記と中村恭平とも親交が深か

ったので、物理学校生の気質をよくご存知だったと思われま

す。彼が描く“坊っちゃん”の気質は、正義感に燃え、正直

で他力本願を嫌い、情実に流されず、自己保身や名利追求第

1 主義をよしとしないものです。 

坊っちゃんと赤シャツのやり取りの中に次のようなくだ

りがあります： 

『赤：学校というものは情実のあるもので、そう書生流に淡白には 

行かないです。」 

坊：「淡白に行かなければどんな風に行くんです？」 

赤：「思わぬところから乗ぜられる（陥れられる）ことがあるんです。」 

坊：「正直にしていれば誰が乗じたって怖くはないです。考えてみると世間の大

部分の人は悪くなることを奨励している様に思う。悪くならなければ社会に成

功はしないものと信じているらしい。たまに正直で純粋な人を見ると、坊っち

ゃんだの小僧だのと難癖をつけて軽蔑する。それじゃあ、小学校や中学校で、

嘘をつくな、正直にしろと倫理の先生が教えない方がいい。いっそ思い切って

学校で嘘をつく法とか、人を信じない術とか、人を乗じる策を教授する方が、

世のためにも当人のためにもなるだろう。単純や真率（真面目で飾り気がないこと）が笑われる世の中じ

ゃ仕様がない。』 

 昨今の大企業などのデータ捏造、中央官庁の公文書の改ざんや隠蔽、忖度、これらは自己

保身と自分の名利追求第一主義がなせる業に他なりません。坊っちゃんなら、こんな世の中

じゃ仕様がないと損得抜きで勇敢に戦うはずです。理大生には、是非、坊っちゃんマインド

を培い、社会で信頼される人間になっていただきたいと願います。 

外堀通り沿いに建つ“坊っちゃんの塔” 

 坊っちゃんは理大のキャラクター 
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2. 青雲の志を貫き通せ！ 

 

 私の好きな詩にアメリカの女流哲学者ウィルコックス（1850－1919）の詩があります。

高尾利数法政大学名誉教授による名訳で紹介しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

理大生には、果てしなく遠く思える目標に向かって魂の帆を張り、決して諦めず努力し続

け、目標を実現させていって欲しいと思います。 

 

3. オリジナリティを追求し続けよ！ 

 

 戦後、バラックやプレハブの小さな工場から始まって、世界的大企業に発展した会社にソ

ニーやホンダ技研があります。仲の良かった創業者の井深大と本田宗一郎の対談集や著作

の中に、 

「世界的大企業になるなんてことを目標にしてたわけじゃない。既存の他の大きな会社と同じことをやっ

たって、向こうの方が効率よくまた、大規模にできるから負けてしまうのは目に見えていた。だから、他

がやらないことをやる、他がやってない新しい技術やモノを生み出そうと常に挑戦し続けてきた。もうダ

メかと思う事も何度かあった困難な道のりだったけど、歯を食いしばり、常にオリジナリティを追求して

やり続けてきた結果がこうなっただけだ」 

という主旨のことが書かれています。 

Ｓ科学技術の世界は、規模が大きいとか伝統が古いとか、どんな場所でやっているかとい

ったことよりも、いかに新しいモノやアイディアを生み出せるか否かが肝腎です。既存の理

論や技術の後追いでは同じ様なものしか生まれてきません。後追いでは大きいところや歴

史あるところに負けてしまいます。面白いことやワクワクするような事にチャレンジして

いる人のいるところに挑戦心と好奇心や探究心に溢れる人材が世界から集まって来ます。

そして、そこが活気溢れるアイディアスクール、アイディア工場となるのです。 

  スティーブ・ジョブズは伝説となったスタンフォード大学の卒業式の講演で、 

ある舟は東に、 

他の舟は同じ風で西に進む 

ゆくべき道を決めるのは 

疾風ではなく 

帆のかけ方 

海の風は運命の風のよう 

生涯という海路を辿るとき 

ゴールを決めるのは 

凪か嵐かではなく 

魂の構えだ 
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“Stay hungry. Stay foolish. ― ハングリーであり続けろ、（常識や既成概念に縛られず、

挑戦し、安全パイで生きていこうとはしない）バカであり続けろ”という言葉を若者達に贈

りました。 

理大生には是非後追いではなく、オリジナリティを追求し続けていただきたいものです。

理大には各学問分野の第一線で大活躍する先生や研究者が沢山います。挑戦し甲斐のある、

ワクワクするテーマをいち早く探し、その研究室の扉をたたいてください。新しいアイディ

アによって、森羅万象の謎を解き明かす神の数式や原理、人々を魅了する定理や理論、応用

溢れる発見・発明を、皆さんにはしていただきたいと思います。 

 

4. 輝く未来を夢見て、挑戦せよ！ 

 

アルベルト・アインシュタインはこう言いました： 

「わたしたちは過去から学び、今日のために（一生懸命）生き、未来に希望を持たなければ

ならない」と。科学者・技術者は真実や現実を直視し、困難に立ち向かいながらも必ず希望

ある可能性を見出していく人間であります。先日亡くなられたスティーブ・ホーキング博士

は 23 才で難病の ALS（筋萎縮性側索硬化症）を発症し、その頃から余命数ヶ月でもおかし

くないと宣告された中で 76 年の人生を生き抜かれました。傑出した研究者としてビッグバ

ンの宇宙論を打ち立てただけでなく、一般の人に難解な宇宙論を分かり易く伝える活動を

したり、SF 映画やパラリンピックの開会式に出演したり、祖国イギリスや科学界のために

論争に果敢に参加したり、無重力浮遊に挑戦して人々を驚かせたり、同時代を生きる人々を

鼓舞し続けた感動の人生でした。ある日、これだけの難病を患い、ままならないことが一杯

あるなかで、なぜこんなに前向きにアクティブな活動を続けることができるのかとインタ

ビュアーに問われたときに博士は、「それは私が科学者だからですよ。科学者というのはチ

ャレンジャーなんですよ。できないことに目を向けて悲嘆に暮れていないで、可能性あるこ

とに目を向けて果敢にチャレンジし未来を開いていくのが科学者だからです」と答えられ

ました。 

“未来を悲観せず、可能性を見出してチャレンジし、希望溢れる未来を夢見て現在を一生懸

命生きる”のが科学・技術を志す人間の生き方であると私は考えています。 

  

最後に、諸君のために昨晩、拙い応援歌を書きました。笑ってください。 

 

理 大 生 応 援 歌 

 

1. 燃えろ、理大生 

人類未到の 真理を求め  

遠い未来の 歓喜を夢見 

ゴールへの道を 切り拓け 

 

2. 続け、理大生 

若き学士の ささげし御霊 

彼らの理想 胸に秘め 

理学の普及に 打ち込まん 
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3. 貫け、理大生 

  質実剛健 独立独歩 

  我らが誇り 坊っちゃんの 

  純心真率 気高き心 

 

4. 築け、理大生 

  人生 たった一度だけ 

  得手に帆あげて 全力疾走 

  我が青春に 悔いはなし 

 

5. 翔け、理大生 

  科学技術に 国境はない 

  発想の海 仁愛の星 

  世界は これを求めている 
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