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1. はじめに

素人科学者とは

素人科学者とは自己申告制の科学者であります。貴方がもしも「今日から自
分は科学者だ」と宣言したなら、その瞬間から貴方は素人科学者になれます。
もちろん、世間から科学者と認定されないかもしれないし、将来そう認知され
るかもしれません。けれど素人科学者とは誰かの認定によってなるものではな
く、貴方自身がそう思う事で始まるものであります。少なくとも、そのように
私がここで宣言したいと思っていますし、このエッセイではそういうものを素
人科学者と呼びたいと考えています。
資格や学歴も性別も年齢も不問です。経験も不問です。草野球の選手になる

が如く、なれるものが素人科学者であります。究極の自由の上にたった科学者
でありますが、素人科学者は通常云われるところの科学者ではありません。社
会から責任もないない代わりに尊敬される事も敬われる事もないのが素人科学
者です。
もちろん、科学を職業としている人は、職業で科学をしているのですから、

素人科学者でないというのが常識的な理解です。
けれど、物理学や生物学を生業としている大学等の研究機関の人が余暇に数

学を始めたなら、それはりっぱな素人科学者です。プロのピアニストが絵が上
手とは限りませんし、絵描きが小説が巧く書けるとは限りません。エンジニア
が純粋数学の勉強をしたり、高校の先生が数学の研究をするのも、立派な素人
科学者です。
生きるための術を別に持って、科学を志すのであれば、それらは総て素人科

学者です。そこには一級、二級や一段、二段の階級や同人とか主宰とかの階級
もありません。どの先生の下を巣立ったとか、どこの大学を出たとか、そうい
う事で分け隔てがあるものではありません。思ったその日から、皆等しい素人
科学者になれるわけです。
従って、危ない科学者も、有能な科学者も、自己申告で科学者と名乗るので

あれば、それは素人科学者であると言えると考えています。
私は二十年に渡って、その素人科学者をやってきました。「自分が危ない素

人科学者と思われない」という事を最低限の目標としてやってきました。お陰
で危ない素人科学者にならないように自分を律し、真実を探求する事に集中で
きたと思っています。多くの職業科学者の援助により、数十の論文を内外の出
版し、幾つかの内外の研究者と議論できるようになっています。

しかしながら、、素人科学者の目的は論文をいくつ書くという事より科学を
まずは楽しむという事にあると考えると、素人科学者というもの自体はもっと
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自由なものであり、そういう努力ももしかしたらどうでも良いものかもしない
かもしれないとも同時に思っています。
もしも、貴方が素人科学者になることで、誰からか尊敬をされたいとか、地

位を得たいとかそういう事を目指すことを望むなら、そもそも、このエッセイ
を読むのをやめ、素人科学者ではなく、もっと権威を得られる道を目指すこと
をお勧めしたいと思います。

素人科学者の楽しみとは、科学をお気軽に楽しむというものであります。つ
まり、誰からの要請も脅迫もなく、科学する事であります。全くの自由意志で
もって科学をする事です。その科学というものも各人の定義、好みで自由自在
に変化する事を前提してある科学です。それを抜きに素人科学の事を語る事は
無理であるし、その現実を否定して素人科学について論じる事も不可能であろ
うと考えます。
従って、UFO研究家も、心霊研究家も、私の定義において、素人科学者と

して排除するつもりはありません。もちろん、私には「彼らとは一緒にしてほ
しくない」という意識が非常に強くありますが、違ったものも受け入れるとい
うのが大人と云うのであれば、他人に迷惑をかけないならそれも良しと考える
広い意味で、素人科学者として受け入れなければならないと思います。
けれど、このエッセイはそういう人を歓迎して、そういう方を元気付けるた

めに書いたものではありません。
「現代科学で解明されていない事は非常に多い」ということは事実であり

ますし、「学会は偏向している」というのもある意味で正しいものです。民族
学のように野辺でしか育たないものもあるのも確かであります。現在書店で並
んでいる意味の「相対論は間違っている」というような論調を真面目に取り上
げるつもりは毛頭ありませんが、素人科学者としての気分の幾つかを理解しな
いわけでもありません。それによって、真面目に相対論を勉強しようとする人
達に悪影響を与えるという意味で好ましくはないと思いますが、内輪でどのよ
うな理解をしようとも自由であると思っていますし、飲み屋でそういう議論に
花咲かせる事が決して悪い事であるとは思いません。社会から責任もないない
代わりに尊敬される事も敬われる事もないのが素人科学者だと思えば、酒の肴
を、あるいは仕事の疲れを癒す余暇を、どのようなものにしようがそれは個々
人の自由だからであります。それが素人科学者の自由に通じるものである事は
否定できないと考えています。
但し、繰り返しになりますが、私はここで述べたい事は決して心霊科学のよ

うな神秘主義を肯定するつもりではありませんし、「相対論は間違っている」
というような感情的なものを奨励するつもりではありません。真面目に科学を
したいと欲する事、「自分は、危ない科学者ではない」事を日々、自己反省し
ながら、科学を真に楽しもうとする人々に勇気を与えたいと思って書きはじめ
たものです。社会的には無意味かもしれないけれど、ある時代、ある場所でこ
ういう研究をしている人がいるという事が長い長い人類の歴史の中で、きっと
意味を持つだろうとか、喧騒の中ではあるけれど、山に篭るつもりで奢ること
なく、勉強をしている人にあるいは、そうしようと思う人に勇気を分かち合い
たいという気分からです。
真面目な科学者というのは真面目に研究を行う科学者の意味です。また、真

面目に科学をするという事は、

1. 過去に蓄積された学問の土台に基づいて理解をし、
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2. 実証されたことを実証されたものと理解し、

3. 自分が努力しないから判らないという視点ではなく、

4. 学問的に批判に耐えうる学問的技能と能力（論理性）をもって、

5. 批判的に学問を行う

というのが、私のいう「真面目に科学をする」という事です。
この視点に立ったとき、真面目でないだろう科学者が、素人科学者に多く含

まれていることは否定できない事実であろうと思っています。けれど、真面目
でない科学者というものは、決して素人科学者のみに存在しているのではな
く、職業科学者にも少なくいるようにも見受けらるのも確かです。
同時に、前期のように定義したところで、「真面目でない科学者」や「真面

目な科学者」というこの言葉自身実に曖昧性が残ります。つまり、「自分が真
面目な科学者か」または「自分は真面目な科学者でない」という事自体、自己
申告性であるからです。これは矛盾に満ちたものであり、致命的な事です。
多くは「自分が不真面目な科学者である」などといいません。、不真面目に

科学をやっていると思われる人程、「自分は真摯に科学をしている」と主張す
るものです。この事をキッチリと区別しよう考えても効果的ではないだろうと
考えています。
職業科学者には、多数の人や人事権を持ったものがその判断をして、場合

によってはスポイルするという最終判断で排除することができます。奇妙なこ
とを言えば、少なくとも、学会や研究会というサロンからは締め出されます。
（学会の年会の会合で特別枠で話しをしていたりする人達の事です。「危ない
人」枠というものです。）研究費もこなくなると思われます。研究者の友人は
極端に減るでしょう。その事で孤立して職業科学者としてはスポイルされるこ
とになります。それが安全弁であると思われます。
ところが、素人科学者にはそのような排除機能がどこにもありませんし、同

時に権利もありません。
素人科学者の胡散臭さはそこにあるわけですが、逆に言えば素人科学者とい

うポジションの良さ、魅惑でもあるわけです。どんなに胡散臭かろうが、スポ
イルされようが、素人科学者は自称という事で始まるわけですから、いつでも
自称を始めることができるのです。その無責任さ、その自由さが素人科学者の
特権であるといえなくありません。

それでも敢えて無定義に使いますが、このエッセイは真面目でない素人科学
者を養護しようと思って書いているわけではありませんし、真面目な素人科学
者を養護し、勇気づけたいと思って書いているのです。

素人科学者の歴史は非常に華々しい歴史です。もちろん、それは海岸の砂
浜の中に数個のダイアモンドが混ざっていたという程度の意味の輝きですが、
個々のダイアモンドに着目してみると実に素晴らしい発見の歴史というものに
なります。学会に認められない中、独力で築き上げる魅力は聞くものに大きな
感動を与えます。フェルマー、グラスマン、ガロア、アーベル、ワイアストラ
ス、ブール代数のブール、アンペール、アインシュタイン等々は大きな発見を
した時、素人科学者であったり、他に仕事を持って研究をしていました。（あの
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ガウスとて、今で言えばコンピュータ・シミュレーションによって天体の運動
を計算したり、観測する事が職業であって、（彼はスーパーコンピュータより
優秀な計算屋でしたので）純粋数学は余暇であったと言えなくもありません。）

例えば、ガロアは１９世紀を代表する素人科学者です。彼のやっている研究
は「狂気に満ちている」と当時の多くの人は感じたと思われますし、真摯に科
学（数学）をしていたと認める人は死の直前まで居なかったといっても過言で
はありません。（もちろん、少数の人は認めていたようですし、死後、偶然の
重なりが不幸を呼んだのだという事になっています。単なる両親との複雑な関
係があっただけで、悲劇的な物語として作られた部分も多いかもしれません。）
けれど、少数の人を除けば、当時のアカデミックが彼と錬金術師を区別でき

たのかと問われれば、無理であったのではないかと思われます。

現在大学でも代数や整数論の教鞭を取っている人の前に第二のガロアがふら
りと論文を送ってきたとして、彼らがその芽を摘まず、育てられるか？と問う
事ができます。私の考えはそれは難しいのではないかと予想しています。
もちろん、大学の整数論や代数の先生であれば、ガロア理論についてはその

正当性を認識しているはずでありますが、ここで言う第二のガロアのする事と
いうのは、決してガロア理論をやる事でありません。ガロアがした事は、その
当時の一般的常識の枠内では評価できない事を提案するという事であります。
それは当然の事ながらその当時の一般的常識の宝庫であり権威である学会で

認められるという事は、少なくとも直ぐには、無理であろうという事をここで
言いたい訳です。
それは学会が形骸化しているなどという学会批判を展開しようとしている

のではありません。学会というものは「胡散臭さを排除する代わりに本当に斬
新なものを受け入れるのに、時間を要するものである」という事です。何重も
のチェック機能が備わっているのが学会というものであり、アカデミックと呼
ばれるものです。誰もが神ではありませんので、斬新と陳腐が明白でない場合
（流石に「相対論は間違っていた」は門前払いですが）、時間が掛かるというの
がアカデミックというものだという意味です。もしも、アカデミックの人であ
れば簡単に判ることであれば、彼らが既にやっているだろうし、そうでなけれ
ば、じっくり考えなければならないからです。
アカデミックには職業的に意味において、その社会的責任がありますから

早々、簡単に何かを認めたり、従来あった学説を否定したりすることはできな
いわけです。

もしも、２１世紀のこの時代に第二のガロアが現れて、斬新な学問をしたと
した場合、ガロアの如き天才のやる事は、「同時代の学会で認められない」よ
うな斬新な事をやる事であるので「同時代の学会では少なくともそんなに簡単
には認められない」のであります。
この事は、同時代の学会に認められている多くの天才がいる事実と矛盾する

わけでも、否定するわけでもありません。けれど、逆にその事実がガロアの如
き天才が一世紀や半世紀に一人、時折存在するという事も否定できないと思っ
ています。
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この事は非常に大切な事であって、そういう天才は少なくとも初期の段階
では職業科学者としてはやっていけないかもしれません。場合によっては、し
ばらくは素人科学者として生きる事を強いられます。世間から狂気に満ちた科
学であると断定されても、それが本当にそうなのかどうなのか、実は斬新なア
イデアであるのか誰にも判断できないかもしれないという事です。もちろん、
多くは斬新なものか陳腐なものかを区別することは容易ですし、当然の事なが
ら、ガロアやアーベルのような素人科学者が１世紀のうちに世界中の中でそう
たくさんいる訳ではありません。数人/世界世紀というところでしょうか。

よって、いわゆる常識によって、確率論的には、目の前に現れた自称ガロア
なる者は、まず、それがガロアやアーベルでなく、危ない科学者になりかかっ
ているあるいはなっていると判断することに間違いはないのです。
唯、このように素人科学者の歴史は華々しいので、素人科学者に「自分が第

二のガロアだ」とか「自分が第二のアインシュタインだ」と称する人が多くい
る事も確かですし、それがまた、問題を複雑にします。私もそういう人と出会
う事が皆無ではありません。そういう人が本当に真摯に科学に対峙しているか
というとやはり多くはそうではありません。「自分に甘く」「他人に厳しい」素
人科学者がたくさんいる事は否めません。
もしかしたら、貴方が第二のガロアかもしれませんが、自分がそうだと思っ

て不遜に研究をしているならば、そうではありませんし、確率論を少しでも勉
強していれば、自分がガロアである可能性を真摯に受けとめる事をまず薦め
ます。
但し、機会に恵まれない優秀な人がいないという保証も全くありません。可

能性は非常に低くとも未来のガロアが目の前にいるかもしれないという事もど
こか片隅にもつべきであるとも思われます。
実際、もしガロアのような人が居たとしたら周辺にいるのではないかとも、

素人科学者ひいきですが、私も期待をしたりしているのも確かです。その根拠
としては、ガロアのような研ぎ澄まされた精神ではあまりに優秀過ぎて、受験
などという制度に適合していないかもしれません。数学はできるが国語がまる
で駄目かもしれません。社会の勉強をするより、高度な物理の問題を解いてい
るかもしれません。生まれもって総てを判っていたりするので、受験生の年齢
には「同時代の学会では認められない事」をやってのけてしまって相手にされ
ていないかもしれません。また、独学で高度な本を読んで理解しているかもし
れまん。そうすると不遜にも、同世代の学者のアラまで見透かすかもしれませ
ん。もしかしたら、優秀な大学にいないかもしれません。
そういう意味で、素人科学者という『制度』は、そういう学者を唯一の受け

皿であるかもしれないと思うのです。
つまり、もしかしたら、貴方は第二のガロアかもしれないことを否定はでき

ないのが素人科学者の醍醐味なのです。

私はここで書きたいのは、そういう諸々の問題を含んでいる「素人科学者」
というものではありますが、それでも敢えて貴方が既に素人科学者であれば、
「これからも、素人科学者として科学を楽しみましょう」という事ですし、ま
だそうでないのならば草野球をはじめることが如く、英会話を始めるが如く、
「貴方に、素人科学者になってみませんか？」とお誘いをしたいと思っている
わけです。
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科学を楽しもう

科学程、人類の知恵と時間とお金を掛けて、作った物語はありません。人類
の英知の結集とは正にこのことです。現実は小説より奇なりであります。どん
な優秀なＳＦ作家が居てもそれは個人の芸当です。ところが科学は天才達の集
まりが完成しようとした一大パロラマスペクトルであります。スリルとサスペ
ンスと驚きに満ちた芸術であるのです。
もしも、貴方が大学や学会からスポイルされたとしても、この一大芸術を堪

能する事をやめる事には値しません。高い山を昇るが如く、少し苦労すれば実
に壮大なものが見えます。それを恵まれた環境にいる一部の人達だけのものに
して良いのでしょうか。人類の財産として、貴方が働いた税金の一部（ほんの
一部）を費やして、建設されているこの芸術を鑑賞する権利を貴方が持ってい
ないはずがありません。新聞の科学欄などという子供騙しに騙されてはいけま
せん。
勇気をもって、素人科学者としての自信をもって、この科学を楽しもうでは

ありませんか。というのが、まず私の云いたい事です。
貴方が微分積分を知っているならば、微分積分を使って眺めて見ましょう。

ガロア理論が判るならば、もう一度、有限体で遊んで見ましょう。複素関数論
が判るならばもう少し難しい関数や代数幾何で遊んでみましょう。

素人科学者の楽しみは科学を味わう事です。

職業科学者の職業としの仕事は解かれていない問題を解くという事であると
考えます。
その意味では職業科学者は問題を解く事でその仕事を終え、同時に問題自身

も、それによって価値を下がるわけです。
誤解を恐れずに述べると（必ずしもそうではないのですが）、職業科学者は

問題を解いてお終いとなるわけですが、素人科学者のなすべき事はそれをまず
は味わう事です。
例えばピカソの絵は完成したらおしまいでしょうか？　鑑賞して感想文な

り、鑑賞文なり、分析なりをしておしまいでしょうか？　いえ違います。気に
入れば、毎日眺めてもよいし、色々な絵と比べてもよいですし、気になった時
に、眺めに行く事もいいものです。素人科学者の科学とは、そういうものです。
ある定理がたとえ自明であっても、その不思議さに触れたいと思えば、毎日毎
日、それに触れ、その不思議さを堪能する事が出来ます。
職業科学者は前に進むことによってそれを職業として、営みを得ています

が、素人科学者にその義務はありません。何日でも、何ヶ月でも、何年でも、
そこに留まって、感動し続けることが可能です。それが素人科学者の特権です。

「○○問題解決！」などという事が起これば、そこから素人科学者の出番で
言っても過言ではないかもしれません。
誤解を恐れず書くと、多くの先端的な学問分野の研究動向というのはバッタ

の大群に見立てると判りやすいかもしれいと思っています。
例えば、素粒子などは、ウィッテンという１９９０年の物理学者で数学のノー

ベル書であるフィールズ賞を受賞した天才がいますが、彼の率いる先頭バッタ
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集団が新たな問題を開拓し、それに従がって有能な全世界の科学者集団がその
草原の草の葉を一斉に食べ尽くす。そして「××問題はもうなにも面白い問題
が無くなった」と称して、次の新たな草原へ映って行くのです。
私の知っている限りの科学者の分野においても、大体そのような研究状況の

ように思えます。up-to-dateの研究というのは、如何にいち早く、今最も重要
な研究内容を把握し、それを吸収し、その問題を世界の多くの優秀な研究者よ
り先に解決することです。
もちろん、競争だけではなく、協力もあり、議論もあり、世界各国で国際会

議があり、優秀であればそういうところに招待され、多くの優秀な人と議論
し、最先端の結果を論文雑誌の記事として活字になる前に知り、そしてそれら
を受けて、また更に新たな研究結果を生むのです。
ノーベル化学賞を取った野崎氏が、ノーベル賞を取るためには研究者の間の

コミュニティの中で役割を果たすことが重要であるというような趣旨の発言を
していましたが、職業科学者はそのようなコミュニティの中で協調して研究を
推進しているものです。
それは、ジャズのセッションのような壮大なパロラマを作るかもしれません。
多くの学者を巻き込んだ壮大なドラマが国際会議等のその場所から生まれ、

その共時的な喜びや歓喜をそこで感じることができます。フェルマーの大定理
の証明や高温超伝導の発見やポアンカレ予想の証明を直に聞くことができるか
もしれません。
発見後の最初の公演に立ち会えるかもしれません。それが研究者の特権であ

り、高揚感です。誤解を恐れずにいうと「ＣＤで聞いた曲もライブで聴くと違
うね」という感覚です。同時に、その場にいるという事は、その研究内容自身
を共有しているわけですから、これから世界を変えてゆくかもしれないという
醍醐味です。とても重要なことであり、それ故、職業科学者は尊敬され、その
地位が保障されるものだと思っています。

けれど、素人科学者には時代についてゆく必要性がありませんし、残念なが
ら、そのような特権も有していません。
作者ではなく、読者ななのかもしれません。同時に、貴方が余程天才でな

い限り、そのような渦中に飛び込んでも、何かをなし得る時間もありませんの
で、ある発見の後に、次々と発展する科学の発展に、全く、乗り遅れることに
なるのも確かかもしれません。
しかしながら、同時にそのような up-to-dateの戦々恐々とした研究も、３年

経てば分厚い報告集になりますし、１０年経てば２巻ほどの１冊の本になり
ますし、あるいは３０年経てば、薄い教科書に収められます。そうして、素人
にも判るような言葉に少しづつこなれてゆきます。例えば、微分を知らなけれ
ば何時まで経っても、理論物理を判らない事には変わりませんから、最低限の
基礎力というものは必要ですが、それにさえ努力すれば、多くのものは簡単に
なってゆくのです。１０年経てば、判り易く理解することが可能となります。
素人科学者の目的が学問を享受することであるならば、はそういうup-to-date

の夢の跡を十年を経て理解してもよいのです。
バッタの大群の残した堅い茎をかじることもできないままに、かじりながら

日々を過ごしてもよいのです。それで一生食いつぶしても誰からも文句を言わ
れる筋合いはないのです。多くの学者を巻き込んだ壮大なドラマは、国際会議
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等のその場所から生まれる共時的な喜びや歓喜によって語られますが、その共
時的な歓喜を取り除いても、十分面白い内容を持っているのです。
学問としては実際にとても面白いのです。従がって、薄い本になろうが、上

下２冊の本であろうが、その発展の経緯を別にしても、その内容は面白いの
です。職業科学者は共時的な興奮を強調して、その事を前面に書いたりします
が、その面白みを楽しむという立場に立てば、共時的な喜びはなくても全く問
題はないのです。

つまり、もしも、学問を純粋に楽しむならば、その共時性は二の次のはずで
す。まして、それで飯代を稼がなければならない職務のない素人科学者には科
学界を前進させる責任も義務もありません。
フェルマーの定理の証明を行った初めての講演に出席するというような喜び

は、「学問の喜び」と言うより、学者の喜びであり、それは人類史上初めで最
後の演劇を見るような喜びでもありますが、誤解を恐れずに書くとそれは学園
際前夜の歓喜の喜びに通じるものであり、学問それ自身の持つ楽しみではない
はずです。
オイラーの研究結果は３００年も前のこととなってしまいました。それ故そ

の共時性はありませんが、その内容は現代でも十分楽しむことができます。そ
の内容の豊富さは驚くべきものがあります。ガウスとて同じです。
そう考えれば、up-to-dateな研究の場所から遠いという素人科学者の立場は

それ程大きく悲観すべきものではないと考えるべきです。少し時間が経てば、
有能な科学者がそれを判りやすい言葉にしてくれます。それから学べば学問の
面白さはわかるのです。もちろん、その内の幾つかの原論文に（読まずとも）
触れることはお勧めしますし、幾つかのエピソードを知ることはその研究の観
劇としての感動を与えてくれますし、生きた人のやった研究だと思う事で、研
究の内容の理解が進んだりします。
楽屋話だけに終始した一般本を読むことも楽しみの一つですが、その研究

の理解にはほど遠いことも確かです。もちろん、素人科学者は何もやってもよ
いので、楽屋話を拾い集めることで生きた現代科学史を自分の頭の中で繰り広
げ、現場には立ち会えなくとも、そのつもりになることをして、研究と称する
ことも非難されることではありません。

けれど、どうせ乗り遅れるならば、落穂拾いを目指す方が楽しいのではない
かとお勧めしたいのです。
判らない定理や論文で一生を終えても、誰からも文句は来ないのが素人科学

者の立場です。一刻の意味が十年だったりすることもありますが、それにして
も幾つかの論文を一刻もはやく消化して、それで新たな問題を解きあかさなけ
れば、職業人としての価値を下げるというような職業科学者とは全く、価値観
も立場も異なります。
薄くなってこなれた本を読むことで、少し前の up-to-dateな研究は努力さ

えすれば手に入ります。当然、もうそれは流行らない研究なので、世界の有能
な競争者のことを意識する必要もありません。目的のはっきりした研究におい
ては目的にそぐわない研究主題が必ず存在して、それらが簡単であればその時
既に誰かがやってしまっているかもしれないけれど、それは時間がかかるもの
であれば、残ってしまっているはずです。一般はできても具体的なことは何一
つ判っていないというような事もあるはずです。「存在することが判ればよい」
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いうようなことにのっかた研究題目においては、その存在の証明はされても、
具体的表記が知られて居なかったりします。

また、現在の（も）主力研究者は大学の院生です。彼らは若さというパワー
を持っていますが、早く業績を上げて、早く就職したいという希望があります
から、期限があります。手っ取り早い研究をしなければならないという締め切
りもあります。
もちろん、一日の時間で言えば彼らの時間は圧倒的に仕事を持つ身よりあ

りますが、５年掛けて成し遂げようとするような研究は彼らにはできないの
です。１年や２年で成果を上げようとするとどうしても研究題目は限られてく
るのです。最も自由のありそうな学生が素人科学者より不自由だったりするの
です。
最近は多くの大学のポストも任期性だったりします。そうすると論文の引用

率を心配し、関連するサロンでの地位も気にしなければなりません。そのサロ
ンの長に認められることが重要だったりします。その事によって、学問が活性
化し、国際競争力を持つようになったりすることはきっと事実であり、重要な
政策の一つだとは思いますが、職業科学者は職業を得た後も色々な気遣いをせ
ねばならない時代となっています。そうなると１０年じっくり考えてなどとい
う事はまずは永久的な職場を得てからという事にもなります。
けれども、学生なんかが着くと、その学生を就職させるためにはやはりサロ

ンの動向が重要だったりするかもしれません。
そう考えれば、上記に述べたような落穂拾いなどは、素人科学者の持ってこ

いの研究題目です。第一素人科学者には前進するという責務もありません。成
果を上げなければならないという強迫観念もないのですから、自由なのです。
ピタゴラスの定理や、微分可能性や、ニュートンの法則や、シャボン玉の形、
そういうものでも結構楽しめます。お気楽に研究しても、誰からも攻められな
いのです。
国際競争力などというものにまみれるのは日常の仕事として既に行っている

わけですがから、その事を気にする必要もありません。

素人科学者は職業科学者に勝てるか？

「素人科学者は職業科学者に勝てるか？」という問いに対して、一言で言え
ば、一生懸命頑張れば、勝てますといいたいです。
それは上に書いたように、職業科学者の世界は「良い論文を出して、有名に

なって何ぼ」の世界で、素人科学者の基準が「どれだけ科学を楽しめたか」で
あるという価値観の違いがあるからです。
素人科学者が職業科学者に勝つという勝ち負けは、つまり「どれだけ科学

を楽しめたか」という主観的な一点に限ります。前者の意味で勝つことはでき
ないかもしれないけれど、後者の意味では勝つ可能性は充分にあると思うの
です。
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どんなに良い結果を出そうとも科学を楽しんでいない職業科学者というのは
少なからずいるように思います。国際会議などに行くと実に熱気を感じます。
職業科学者の一部にはその熱気が好きという方もいるように思えます。それは
科学よりもです。つまり、勿論本人は「その学問をやるために生まれて来たの
だ」という顔をして壇上に立ってはいるけれど、何かの事情でそれが全く別の
研究あるいはビジネスの会議だとしても、彼は同じように「それをやるために
生まれてきたのだ」という顔をして、優秀なためにその世界のトップとなり、
その壇上のパフォーマンスを楽しんでいるだろうなというに思われる人がいる
のも確かです。
もちろん、それにより彼は学問を推進していますから、誰からも文句を言わ

れる筋合いでもありません。
どれだけ早く世界のトップの言っている事を吸収してそれを吐き出すかとい

うそれは一種の競争のゲームと思えなくもありません。Ｆ１レーサーのように
ゲームに勝ったら、国際会議に呼んで貰えるし、論文に名前が載ります。賞賛
もされます。高校文化祭前夜の熱気とよく似た歓喜、快感があるように思われ
ます。
私が体験しているわけではありませんので、間違いがあるかもしれません

が、そういう快感がすべてではないけれど高揚感としてないわけではないと思
います。
その快感が「世界をリードする」というプライドと結びついて、なかなか

純粋に科学を楽しむというような事ができているとは限りません。もちろん、
ここで述べていることは全員が全員ではありません。多くの職業科学者はやは
り、科学オタクであり、科学のためにすべてを投げ打ってという純粋なところ
が、その研究のドライブ源となっていると思っています。

けれど、もしも、誰も相手の居ない牢屋の中で一人孤独に自分を相手に科学
をするというのであれば、彼はその研究を選んだろうか？
誰も振り向かない流行らない分野であったら、自分の興味だけでそれをやっ

ていただろうか？
また、その研究をやることが、ガリレオのような意味でそれがその時代の為

政者から罪であると言われたならばそれでも続けるのだろうか？
と問うたとき、全員が全員残るとも限らないのも事実だろうと思います。

もちろん、そのようなマイナーな研究をやるのは社会的責任を持ったアカデ
ミックな者や職業科学者の役割ではないかもしれません。
社会的な責任を持てば、各時代の各種の問題を解決してゆき、オリンピック

のようにあるいはＦ１レースのように、人類の英知の究極を競うべきなのだと
思うのです。
そう思うと、誰からも誉められもせず研究したいことを研究するという素人

科学者の立場は「どれだけ科学を楽しめたか」という価値判断で判断するわけ
ですから、場合によっては充分職業科学者に勝てるかもしれないのです。
実際、整数論をやっている多くの人は微分幾何でどんなに面白い発見があっ

ても知ろうともしないかもしれないし、その逆も真かもしれません。素粒子を
やっている人は流体力学の話を聞くよりも寝ている方が楽しいかもしれませ
ん。高校時代はどんな数学や物理の話も興味を持っていたとしても、大学を経
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て職業科学者になると、その立場のためにそういう興味を持続するのは難しい
ものかもしれません。
実際、「整数論をやるために」整数論の研究室に入った学生を前に、整数論

は飽きたのでと、微分幾何を教えたり、微分幾何の研究しかしていない先生と
いうのは学生にとって不幸です。微分幾何学問についての研究者ネットワーク
はあるのだけれど、整数論には疎くってと学生に言い訳をするような整数論屋
というのは「整数論をやるために」研究室を選んだ学生にとっては詐欺のよう
なものです。その意味では、職業科学者には自由はありませんし、逆にそれだ
からこそ、職業になるのです。
レオナルド・ダ・ビンチやオイラーやガウスのように技術から純粋数学まで

幅広くというような研究は職業科学者としては成立しないかもしれません。
もちろん、ゲルファント、アーノルドやマニンなど、少数の限られた天才的

な職業科学者は幅広い研究をしていますが、すくなくとも天才的な才能がな
ければ、幅広い研究は職業としての科学としては成立しないだろうと思われ
ます。
聖職者のように一生をその学問に捧げたので、職業科学者として認められる

のです。

このような視点に立てば、真に自由に研究できる立場という意味が素人科学
者が最も保証されているという気分になるかもしれません。純粋に研究するな
らば、素人科学者という立場はお気楽です。ポアンカレ予想のベルトマンが職
業科学者をやめた気分も少しは判らなくはありません。
素人科学者にはそのような期待も責務もありません。
素粒子屋が代数幾何屋になっても誰も責めもしないし、困りはしないのです。
その意味で素人科学者の価値は「どれだけ科学を楽しめたか」という事で

す。その「どれだけ科学を楽しめたか」という価値判断で言えば、充分職業科
学者に勝てるのです。
もちろん、勝ち負けで研究するしないを決定しないというのが素人科学者の

立場ですので、実は問題設定事態無意味というようにも思えますが。

素人科学者は自由だ

職業科学者になるとは、まずは教育という業務をこなさなければなりませ
ん。また、学生のため、実験設備や up-to-dateの研究を続けるための会議の開
催、あるいは出席の費用のために費用を獲得しなければなりません。学生の就
職も世話もしなければなりません。いろいろなしがらみが既にあって、その中
で研究をしなければなりません。自分の師の期待を裏切る事もなかなかできな
いでしょうし、弟子の不安げな瞳にも応えねばならないかもしれません。
それに比較して素人科学者はある時は物理学者で、ある時は整数論やで、あ

る時はエンジニアで、ある時は魚屋であっても構わないわけです。生きる為の
手段というものが既にありますし、そこで社会とも繋がって居たりしますの
で、社会についても、迷惑さえかけなければ何をやっても自由というような自
由を素人科学者は持っています。

職業科学者は時勢の影響もあり「何々への応用ができる」とか「何々に役立
つ」という事を主張しなければなりません。
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純粋数学においてすら、「この発見は○○の予想に役立つ」とか「応用でき
る」とか言います。「代数幾何の素粒子物理への応用」などというものも聞き
ます。エンジニアの眼から何が応用で、何処に役に立ったのかさっぱり判らな
くなるのですが、そう言います。「世の中の役に経たない事であっても、人類の
興味のために研究するのだ」と宣言する純粋科学においてさえそうですから、
他は「応用」「貢献」のオンパレードです。

他方、素人科学者にはそういう脅迫観念が全くないはずです。社会（学会）
も素人科学者に何も期待しないでしょうし、「役に立つ」必要すらありません。
それは実に重要な事です。大発見が時として素人科学者の中からあるのもその
ためです。その自由度を実に豊富に利用すべきであると私は思っています。素
人科学者にしかできない事というものがあるように思います。「深く楽しむ事」
「無駄に楽しむ事」「じっくり考える事」そういう事はなかなか職業科学者には
できない作業です。

アインシュタイが「どうして貴方が相対論を発見したのだ」という問いに対
して、「宇宙はどうなっているかという子供じみた事を考えられたからだ」と
答えているようです。。これは、私見かもしれませんが、彼は特許庁に居たか
らあの発見ができたのではないかと思わなくもありません。彼や彼の父が望ん
だように大学に就職することができていれば、「宇宙はどうなっているか」を
考える学会の動向を先に考えねばならなかっただろうし、若ければ、冒険的な
仕事よりも確実に認められる仕事を多くして置かなければならなかったかもし
れません。
もちろん、私はアインシュタイではありませんが、素人科学者には職業科学

者にはないアインシュタイと同じような時間と心の余裕があるという事は言え
ます。心の余裕とはその研究が良かろうが悪かろうが、今、金を得ている仕事
には何も影響を与えないという事実と、多くの場合は世の中の体制にも何の影
響も与えないという余裕です。

帆船の模型を作る気分で科学について考えられるこの究極の楽しみを是非味
わってもらいたいと思います。

学会批判はやめよう

一般論ですが、素人科学者は学会やアカデミックの批判をするように思いま
す。その裏側には「自分を認めない」学会やアカデミックへの恨みがその根本
にあるのではないかと思います。内外を問わず、そういう話をなにやら聞く機
会がないわけではありません。
幾つかに頷ける部分があるのも確かですが、何も発展を生まないものが多

いので私はなるたけ、そういう話に多くの時間をかけたりはしない事にしてい
ます。素人科学者には時間がないのですから、そういう何か批判をする時間が
あれば、勉強をしようというのが私の提案です。第一、認められないたいなら
ば、それなりの事をする必要があるでしょうし、職業科学者になれなかったの
は運だけが問題ではなかったと思うのです。
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組織などというものに完全なものはありませんし、外部から眺めると組織と
いうもはどんなものであろうと批判的に眺めようと思えば批判できるものであ
ります。
素人科学者という外野スタンドから内野を眺めるとボロが見えるものです。

野球ファンがプロのフォームに対して蘊蓄を垂れるように、外から眺めるとい
ろいろと問題が見えてくるのです。それでは実際に貴方がその立場だったらど
うするのかというとあまりかわりばえのする事ができる訳ではありませんし、
現在より悪くなる可能性の方が高い事をよくよく知るべきです。どんな熱心な
野球ファンでも、自分自身が野球ができるわけでもありませんし、球団を運営
できるわけでもありません。それと同じです。
「貴方が科学をしたい」と思っているのは、自己申告であるという事をまず
認識すべきです。誰からも頼まれたものではありません。そのお陰で自由な研
究というものが出来ています。そう思うと学会がどちら向こうがこっち向こう
が問題はありません。
優等生的かもしれませんが、それより、学会から得られるもののお陰で、自

分の研究がやり易くなっている利点に感謝すべきです。学会報、研究会、その
学会のお陰で、ずいぶん素人でも研究を行うための情報を得られるようになっ
ていることに気付くと思います。つまり、感謝すべき点に感謝するべきなので
あって、学会批判をする暇があれば一歩でも進むという方が純粋に科学をした
いのであれば有効であるというような割り切りがないと、時間は幾らあっても
たりないだろうと思います。
素人科学というのは、限られた時間を巧く利用してしかできないものです。

こつこつと５分、１０分の細切れの時間を寄せ集めて、勉強（研究）をする科
学です。指数関数的な現象を扱っていても、時間は有限です。その時間を学会
批判にあてるのは時間の無駄です。懲りず、学会批判をしているとしたら、そ
れは貴方が相当暇で時間を持て余しているか、「科学より世間話が好き」とい
う事実だけです。

学会センチメンタリズムは捨てましょう

貴方が学生時代にある学会に属していて、今もその惰性で学会に属している
ならば、今すぐその学会を辞めましょう。
学会に属しているというその帰属意識だけで、自分がそのアカデミズムを何

とか誤魔化して保とうというならばそれは偽りのものだと言わざる得ないわけ
です。毎月、読むこともなく送られてくる学会誌を時折、資源ごみに出すこと
になんの意味があるのでしょうか？
もちろん、学会の資金が実はそういう人たちの学会費に支えられていたり

するかもしれませんが、個人には「自分ももしかしたらそのアカデミズムの一
端にまだいるかもしれない」という幻想を抱かせている以外の何も残らないの
です。
肩書きとしての学会というものから離れて、自分も研究を始めてみるのもよ

いのではないでしょうか？
学会の記事は確かに読むべきものがあるわけだけれど学会誌を取ることだけ

で安心するくらいならば取らない方がよいわけです。１年分の学会費に相当す
るキッチリ読むべき本を買ってそれをコツコツと読むという方が、場合によっ
ては楽に研究できたりするものです。
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実際、学会の目まぐるしく変わる流れについてゆくすべも時間も素人科学者
にはないわけです。ない時間の中で、その努力を行おうとすると「ターミノロ
ジー偏向主義」に陥ってしまうに違いありません。足がもつれて、頭だけが先
行してしまうのです。
どうせ、時代に乗り遅れるならば、焦りのみを感じさせるような情報は自ら

制限しておかないと、時間だけが過ぎて望んだ科学もまともにできないのでは
ないかと思うのです。

日曜科学者：肩の力は抜きましょう

日曜画家が日曜日に絵を書くように、日曜日に科学をしましょう。それも、
自由にやりましょう。
草野球を始めるが如く、テニス教室に通うがごとく、英会話を始めるが如く、

科学の勉強をしましょう。
好きでやっているので、誰かに認められるとか認められないとかも関係あり

ませんし、純粋に楽しむために勉強を、研究をするのです。それだけの魅力が
科学にはあると思うのです。少なくとも、中学、高校と思い描いた頃の思いは
そのようなものです。
気分としては、ブルーバックスの続きを読むのです。
できれば、手も動かし、真摯に勉強をすれば、落穂ひろいの問題かもしれま

せんが論文も書けるでしょう。

興味の趣くままに研究しよう！

職業科学者は自分の興味の趣くままに自由に研究できるわけではありませ
ん。自分の属するコミュニティ、学部、自分の学生いろいろとしがらみがある
のです。微分幾何をやっていた先生が「今日から俺は整数論をやる」という事
は決して許されません。それは制度的にというよりも真綿のような束縛のため
です。制度であれば破る事ができますが、真綿のような束縛は抵抗しようがな
いのです。自分自身がそういう気が起こらないような束縛です。
例えば職業科学者は、「宇宙の事を考える」より前に「宇宙の事を考えるサ

ロンの中の自分の位置」というものを先に考えなければならないかもしれませ
ん。それは多少窮屈なように思えますが、巧い安全弁なのです。職業科学者で
も真面目でない科学者はいると書きましたが、それは実に少数です。
その比率と素人科学者の中の真面目でない科学者の比率を比較するとそれは

後者の方が断然危ない科学者の占める割合が大きいという事が予想されます。
サロンは単なる仲良し倶楽部ではありません。サロンに参加する事で論理

の飛びなどは起こることがないよう日々切磋琢磨するのです。いつもリフレッ
シュし、思考の仕方を互いに確認しあうのです。それがサロンの役目です。
サロンの空気は互いに認めあう空気を持っていますが、同時に相互批判もさ

れます。職業科学者がサロンから締め出されるというのは職業科学者としての
生命を絶つに等しいので奇妙な考えは排除されます。サロンから締め出されな
いためには、極端におかしなことは言えないのです。つまり、安全弁になって
いるのです。科学が安全にかつ確実に進歩するためにはそういうサロンの存在
は重要なのです。
従って、サロンの存在一方的に責める事は妥当ではありません。
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けれど、貴方が素人科学者であれば、「宇宙の事を考える」事を優先できま
す。生きる為の生活の糧が他にあるのであれば、喜んでそれ以外の時を宇宙に
ついて考えてもよいのです。それで他人に迷惑をかけてはいけませんが、近所
の変わったおじさんとして飲み屋で「宇宙論」をぶつ程度であれば問題ないで
しょうし、科学論文として掲載される程度の無矛盾性を持っているならば、論
文として投稿する事もできます。
新しい発見が時折、周辺から生まれるのは、サロンの空気から遠いからで

す。素人科学者のズレはそこにあります。危険でもありますが、面白くもある
のです。
その危険性をよく認識しながらも「興味の趣くままに研究しよう」これが素

人科学者の基本だと思うのです。これが、素人科学者の特権です。

真面目に科学をやっていえば

真面目な科学者というのは真面目に研究を行う科学者の意味であり、真面目
に科学をするという事は、

1. 過去に蓄積された学問の土台に基づいて理解をし、

2. 実証されたことを実証されたものと理解し、

3. 自分が努力しないから判らないという視点ではなく、

4. 学問的に批判に耐えうる学問的技能と能力（論理性）をもって、

5. 批判的に学問を行う

というのが、私のいう「真面目に科学をする」という事であると書きました。
素人科学者でも、真面目に科学をやっていれば、科学者のネットワークに参

加する事ができます。
職業科学者になる事が素人科学者の目指すべき姿ではないかもしれません

が、職業科学者と交流できる事は情報の量という意味で、一人で研究をおこ
なっているより遥かに大きな情報を手に入れることができます。
私は多くの職業科学者の寛容さによって、研究を続けてこれたのであって、

一人の力では全く無理だったと思っています。
小さなきっかけが、別のきっかけを起こし、内外の人とも会ったり、海外に

呼んでもらったりすることが可能となります。
科学の世界は決して閉鎖的ではありません。努力をしている人には寛容です。
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第二部：素人科学者の成り方

１００％を目指すな

初めて研究を始める素人科学者には論文をかけるようになる事を１００％と
しますと５０％の理解を目指す事をお勧めします。身体もなれてないでしょう
から、まずは５０％判るのだという事を目指しましょう。
完璧を目指すのは実にコストが高くつく事を知りましょう。
例えば、貴方が冷や奴を食べたいと思うとしましょう。それを安売りスー

パーで買えば、一丁７０円だったとします。これで満足度は１００点満点中５
０点としましょう。それでは嫌だという事で、少し高めのスーパーで国産大豆
完全使用というものに代えました。満足度は８０点、値段は１５０円くらいに
なります。もう少し、満足度というわけで、手作り、天然にがり使用というも
のにしますと、満足度９０点で、値段は３００円になります。更に、大豆にこ
だわりますと、一丁６００円程度になりますし、大豆も農家から拘り、水も、
苦汁も、総てに拘った限定１００丁の遠くの店で買おうとするトータル一丁、
１２００円に化けるかもしれませんし、食べる雰囲気もという事で料亭なでは
小さい豆腐が２４００円くらいなるかもしれません。
そう思うとはじめの７０円の安い事が判ると思うのです。例えば、ここが日

本を遠く離れた外国で、なんでもいい豆腐という形態がほしいという気分であ
れば、５０点が１００点に見える事もあると思います。
学問も同じです。自分一人で認められる論文をかけるようになる事を１０

０％としますと、極めなければならないものはコスト高になります。５０％知
るための時間と８０％知る時間は倍以上掛かります。１００％を目指さなけれ
ば、つまり論文を書くことを目指さなければ、実にコストが低く理解できま
す。実際、その程度が低い程手に入る文献もたくさんありますし、よい書籍も
あります。指導者なしに読める本もたくさんあるのです。
どの学問も博士過程の早い次期に指導者がいれば論文がかけるようになりま

す。逆を言えば、大学の修士くらいから勉強を初めて、３年くらいかければ、
その学会の講演のターミノロジーくらいは理解できるようになるという事で
す。更に９０％の学力を得るためには更に３年以上掛かりますし、その分野で
１００％と思われるのは、（１００％の意味にもよりますが）１０年以上の時
間が掛かるのではないでしょうか。
同じ１０年でも単純計算で、８０％程度の学力を目標とするならば、３つの

分野の８０％程度の学力は付くという事です。
職業科学者の多くは８０％の後は９０％、９０％の後は９５％となります。

一つの分野で大学院修士から定年まで終えるというのが普通でしょう。それは
その人の回りがそうでしょうし、属するコミニュティのせいもあります。就職
などすれば、その分野の専門家としての発言も求められるでしょうから、そう
そう無責任な事ができるわけではありません。
他方、素人科学者の場合、全く責任がありません。責任によって自分が育つ

という事もない代わりに、社会的地位もありません。お気楽と云えばお気楽で
す。数論をやった後に、歴史の研究を始めたっていいわけです。何時やめても
いいですし、何時再開してもいいわけです。そのお陰で、いろいろな楽しみが
生まれます。大学では得られない楽しみです。もしも、整数論を終えた後に素
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粒子論の勉強は初めから始めれば、それは新たな物の見方を与えます。職業科
学者は整数論をやった後に素粒子を始めたりはしません。

そういう人が居たとしても実に少数です。その少数の例として、素粒子を
行っている職業科学者がその研究の目的のために、整数論をかじることはある
かもしれません。逆もあるかもしれません。それでも職業科学者が例えば整数
論や代数幾何の人が素粒子論を勉強するとき、学生がやるような勉強の仕方
はしていないはずです。自分の知識を活かして、その分野の専門の人と直接話
をして、自分の知っている言葉で理解しようとするものですし、究極今書いて
いる論文を完成させる為の理解であると思います。そのようなことをやっての
ける人は有能な方でしょうから、それなりの学問的な地位をもっています。ま
た、そのようなこともその地位を利用すれば、素粒子屋もできるだけ整数論屋
にわかりやすい言葉で話しをしたりするというような事も可能なことです。
他方、素人科学者はそういう真似はできません。素人科学者には地位もあり

ませんし、コネクションもありません。素人科学者は学生がやるように勉強す
るしかありません。その分野をゼロからやり直すしかないのです。

けれど、それが素人科学者の強みです。
その分野の常識をその分野の言葉で理解するという事は、もの事を本質的に

他面的に眺める事ができます。私は数学と物理とを両方研究したので、物理の
汚い言葉を綺麗な数学の言葉に置き換える事が多少できますし、逆に数学の定
義だらけの代数を物理屋に判るように肉体的な言葉に置き換える事も多少はで
きます。けれど、物理はやはり定義なしの数学でいう汚い言葉で記述されなけ
ればなりませんし、代数は例ではなく、定義で理解して行かなければならない
のも事実です。
素人科学の楽しみは理解の仕方の楽しみです。「こういう解釈もあるのか」

と判る楽しみです。それが新しかろうが、古かろうが、楽しければそれでよい
のです。自分の人生に花を添えるものであれば、それで良いのです。そう思え
ば、肩に力を張らず、まずは楽しむ事です。「こんな事も知らなかったのか」と
いう事を恥じる必要もない無名です。微分というものも、代数幾何で見る微分
と、古典力学で眺めるものと、微分幾何で眺めるものと、素粒子論から眺め
るものと、実験物理から眺めるものとで、全然違った様相を持っています。ど
れがどっちよりも本質的という事はないのです。それは本当に物の見方なので
す。そういう違いを理解できるのは素人科学者の得意とする分野です。
初めて研究を始める素人科学者には５０％の満足度を目指す事をお勧めしま

す。身体もなれてないでしょうから、まずは５０％判るのだという事を目指し
ましょう。５０％を積み重ねてゆく内良い、研究課題を見付けられる時がくる
はずです。また、５０％の理解があれば、８０％の力を付けるためにはどのよ
うな本を読めばよいかというガイドが理解できる事ができます。
結果的に１００％になるならばそれはそれでよいのですが、初めから１００

％を目指すと何も得られません。All or nothingよりもちょっと判ったが素人
科学者にはまずはお似合いなのです。そして、それを続けることです。
一日一ページ、もし本が読めれば、一年に３６０ページの本が読めます。実

際は、そんなにたくさんは読めませんから、一日三分の一ページくらいがせい
ぜいでしょうが、それでも１２０頁くらい読めます。どんな本も、前半の３分
の一ほど読めれば、大体の事がわかりますからその意味では一日三分の一ペー
ジくらいよめれば、３年経てば、ある程度の本は読めるのです。
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大学生が３年生くらいから専門を勉強して、博士の一年くらいになれば一端
の事を述べるわけですから、４年あればその筋の入り口くらいの実力は着くの
です。その倍から３倍掛ければ、物理屋が数学者になったり、素粒子論屋が物
性論屋になるのも簡単なことです。
そうすると世界が大きく変わるのです。職業科学者ではなかなか難しい、楽

しく、お気楽な素人科学者の趣味の世界が待っています。誰からも褒められな
いし、賞賛もされないかもしれないけれど、世界観を変えて、世界を広く眺め
たいという希望だけは、プロフェッショナルではないけれど楽しめます。
「楽しむ」が素人科学者の目的であれば十二分に楽しめます。

研究課題の見付け方

必ず、具体的な問題を見付けましょう。抽象的なものではなく、自分自身で
チェックできそうなものを見付けましょう。演習問題のようなものがまず良い
と思います。

よい研究者は色々なおもちゃを引き出しの中にしまっています。少し流行か
ら外れたおもちゃの問題を解くことが大事です。それもそれが解けたから、直
ぐにインパクトがあるような問題ではなく、忘れ去られたような問題がよい
です。
もしも、それが直ぐにインパクトがあるような問題であれば、それが簡単で

あれば、大学院生が解いているでしょうし、難しければ余程難しいわけですか
ら、そういう問題は技術も技能も場合によってはグループを組んで取り組むこ
とができる職業科学者が解かないはずがありません。
焦ったところで時間がないのが素人科学者の欠点です。
焦らない問題、より具体的には「こういう問題を解こうと思っています」と

言ったときに失笑を買う、あるいは、無視されるような問題がよいのです。十
年経っても誰も見向きのしない問題、そういうものは素人科学者向きの問題
です。

唯、古いというだけでは問題です。
我々は３０年経ってエッセンスだけとなったものをベースに科学を始めてい

ます。その時代に遡ればそれは流行の最先端の話題だったかもしれません。そ
うすると、素朴に持つ疑問は既に多くの職業科学者のサロンにおいて議論さ
れ、既に解かれているという事はようく理解しておかなければなりません。

それでも、その当時には存在しなかった現代的視点と融合すればどんなに古
い問題も新しい皮袋で議論できるかもしれません。
その時、更に具体的にチェックできるという事が大事です。

数学や物理であれば、基本的なもので、実際に計算できるようなものです。
基本的過ぎたり、概念的なものは独善に陥り易いので、少なくとも初期の段階
では避けた方が賢明であろうと思います。一生素人科学者であれば、人生は長
いのでずいぶん後にそういう独善に陥るものの研究を始めるつもりで、初期は
その訓練だと思えばよいのです。
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概念的なものであっても、必ずおもちゃを用意しましょう。具体的な観測だ
とか、具体的な計算だとか、具体的な問題設定ができるものとかそういうもの
を用意すべきです。
良い研究課題の定義は自分を成長させてくれる課題の事です。十分楽しめる

事が最も重要ですが、電車の中でも、歩きながらでも考えられるものが良い
と思います。課題は自分の身体にあったものがよいですし、流行から離れたも
のの方が良いように思います。もしも、初期の段階に自分の課題が流行始めた
ら、迷わず手放す事をお勧めします。流行の中で素人科学者が研究を続ける事
は非常に困難ですし、職業科学者の領分に手を出すとひどくやけどをするであ
ろうと思われます。

同時に必ず、その対象となる研究とは異なる分野の専門書をノートを取りな
がらコツコツを勉強しましょう。それは、何かを得るための勉強ではなく、教
養をつけるため、つまり勉強することを目的とする勉強です。
素人科学者の怖いのはのめり込むことです。自分の世界を作って、蒙想に

まっしぐらというのが怖いのです。
蒙想が素人科学者の最大の楽しみではありますが、たった一人で自分と語り

すぎると独善に陥り勝ちです。そういうものを本来科学が持っている厳しい部
分に引き戻すシステムを自分の中にもっていないと蒙想は本当に蒙想になって
しまいます。

職業科学者は、教育をするという事で、基礎的な科学を何度も復習し、過
去の常識を何度も何度も繰り返し咀嚼します。学問とはなにかを「教える」こ
とで教わるのです。日々の教育をするという事でおかしな論理構造は淘汰され
ていくのです。また職業科学者は学会や研究会というサロンを持っています。
それに職業科学者としての重い責務があります。それが職業科学者の安全弁で
す。職業科学者も人間ですから間違いもしますし、論文に幾つかの計算間違い
を載せてしまうのも事実です。けれど、明らかにおかしなことを主張すると職
業的な立場が危うくなります。その緊張感が職業科学者への信頼であり、その
事が社会的地位と結びつくわけです。
素人科学者にはそのどれもがありません。サロンという安全弁や繰り返され

る科学の常識への接触、危機感や緊張感が全くないのです。そういう欠けた部
分を自分の中で補わないと独善に陥ってしまいます。
もちろん、その独善のままで自己満足のみで、自分の中で閉じていればよい

のですが、ついつい、どこかに発表をしたくなり、危険な素人科学者となって
しまうのです。そういう状況を選択してしまうという事を理解しないわけでは
ありませんが、やはり、隙を感じてしまいます。
人に認められたくって認められないことは、救いようのない苦悩です。自分

が理解されないという苦しみです。自分をヒーローにして、苦悩を楽しんでい
るようにより独善に陥った奇妙な科学をしてしまうのです。
楽しむために研究している研究で自分が苦しまないためには、自分の中に安

全機構を作らなければなりません。特に何か発見をしたとか思う場合は、自分
の中にその評価の目を持たなければならないのです。
素人の無責任でどうも、評価は他人任せという部分があって、これは私自身

反省しなければならない部分ですが、自分の結果を完全に評価できるような状
態になってから発表はすべきであると自戒を込めて考えています。
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そのようにならない為には、自分が批判される場を如何に作るかです。人も
国も組織も外圧によってのみ変われます。論文を提出することで批判され、あ
るいは無視され、それがどのような事かを理解することで、独善に陥らないよ
うにすることが重要です。

大学の研究会に出る

インターネットを利用すれば、研究会情報が手に入ります。言葉（ターミノ
ロジー）のシャワーを浴びるのは刺激になります。
同時に、論理発展の仕方、自分の中の足りない部分を補うことができる場

です。
工学系は有料ですが、理学系であれば無料または低額で研究会に参加でき

ます。
大学の先生方は寛容です。参加したいことをメイルで伝えれば、それを断る

理由はないと思います。中央に座することははばかれるとは思いますが、末席
であれば問題はないと考えればよいのです。空気の代わりに聴講だけすればよ
いのです。
自分達が納めた税金のほんの少しですが、それでもその一部によって、科学

研究費が支払われていると考えれば研究会の末席を汚すことに罪を多く感じる
必要はありません。

生活の中で研究をしよう

夜はキッチリ眠りましょう。結婚しているならば、家事やそういうものも
きっちり行いながら研究をしましょう。日曜画家の絵が趣味であるように、素
人科学者の研究は趣味の以外の何者でもないのです。

時間の詰め込み方

素人科学者には全く時間がないと思った方が正しいです。学生のような気分
で勉強しようと思うと全く時間はありません。
けれど、思い出してください。学生時代というのは実に無駄な時間の連続

であったという事も否めないと思うのです。今日はだるいと言っては寝て過ご
し、アルバイトもあれば、酒も飲む、デートもあれば、無駄にパソコンやイン
ターネットに凝ってしまって、勉強に費やす時間がどれ程あるかというと思っ
た程ないのも確かです。
また、研究を始める前の動機付けや多くを勉強するための気分の上昇、つま

りアイドリングに時間を費やしていたりします。もちろん、そうでない人もた
くさんいるのも確かでしょう。けれど、職業を持ちながら、素人科学者として
研究をしようと思って、研究を始めた人と比較すれば余裕があるのも事実だと
思うわけです。

素人科学者に時間はありません。研究は趣味でしかありませんから、誰から
も奨励されているわけでもありません。
それでも、素人科学者は職場のストレスを科学で発散しようとするわけです

から、その事によって癒されようとしています。知的好奇心をそれによって満
たそうとします。
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砂漠に水をたらすように、知的好奇心には飢えているのです。アイドリング
は常にOKかもしれません。縮んだバネのように緩めれば、一気にスタートで
きるのです。そのように意欲はできているかもしれません。
そうであれば、短い時間で本当に吸収できる可能性もあるわけです。５分あ

れば吸収し、そして、ぶっつり切れて４時間たってそしてまた５分あっても吸
収するという事でもなんとか延べで時間を確保することで研究できるのです。
また、翌日の仕事のためにはきっちり睡眠もとらなければなりません。研

究のために、仕事が蔑ろになっては研究事態が続けらなくなります。残念なが
ら、素人科学者は身体が資本です。

そうすると時間は全くありません。
いろいろな生活の中で隙のあるときを探して勉強する時間を突っ込むという

感じで突っ込まなければ時間はありません。「時間がない」などという文句を
いう暇があれば、その時間を有効に使わなければ時間がありません。
仕事場の付き合いも多少は断る覚悟が大事です。
夜寝る横になりながら考えて、そのまま眠り、朝起きて続きを考えたりする

ような事ができなければ研究する時間はないかもしれません。
でも、逆にそうすれば、なんとか時間はあるのです。お風呂に入りながら計

算をすればよいのです。意外と簡単なことです。

５分あれば研究は出来ます

時間はありませんから、時間は切り刻むしかありません。それでも５分あれ
ば研究はできるのです。

電車で立ちながら論文を書こう

もしも貴方が電車で会社に通勤しているならば、電車という時間は有効な時
間です。
私は夜 TeXに打ち込んだ原稿を、朝と夕の電車の中改訂したり、計算を推

し進めることで、研究をしています。朝夕の電車での赤ペンを夜に改定して、
改訂した TeXをまた翌日読み直しというような事をして、６０本近くの論文
を書きました。
年間３本程度です。

寝ながら計算をしよう

時間はどんどんなくなります。
あるとき、ホーキングはあの身体で次々と論文を著作していることに気づい

たのです。つまり、紙と鉛筆と机がなければ計算できないという事、自体、思
い込みであったとあるとき気づいたのです。
そうです、寝ながら計算はできるはずだと思ったのです。約２ヶ月苦しみま

したが、実際、計算はできるのです。簡単な微分方程式くらいは紙と鉛筆なし
に解けるくらいのちからは着きましたし、これで、論文を２０本ほど書きま
した。
基本的な計算は簡単なものなのです。
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切り刻んで、切り刻んでそれでも研究したいと思って人間頑張れば、結構ゆ
くものだと思っています。

流行を追わない

一般論として流行を追っては決して職業科学者に勝手っこありません。流行
を如何に理解するかという事には労力と（国や大学が支払うという意味の）お
金が必要です。情報も重要です。
それを素人科学者がやることはお勧めしません。もちろん、追っかけのよう

な気分で、そういう事の楽屋裏話に終始するならば、なんとかなるかもしれ
ませんが、それでも、職業科学者の優秀な方が集まるところで、何の武器もな
く、立ち向かうのは恐らく、敗北感だけではないかと思うのです。
これは一般論ですが、時間のない素人科学者がやれるあるいはやらなければ

ならないことと、職業科学者がやれることは違うと思った方がよいのかもしれ
ないと思っています。

落穂広いをしましょう。

学会に招待されることもない、賞賛される可能性も薄く、華やかな世界から
も遠いのですから、その立場をよく活かして、科学を純粋に楽しみましょう。
そのためにはよいおもちゃをもって楽しみましょう。
落穂ひろいをしましょう。
新しい皮袋で古い問題を考えると、熟成したものが見えてきます。
ロラン・バルトによると時代に依存して「エクリチュール」に依存して科学

をやらざるえません。現代風のエクリチュール、科学の仕方を学んで、それに
より、古い学問を眺めなおすというのは科学という視点でとても面白いもの
です。
時代の喧騒から離れて、山にこもるつもり、科学をするのであれば、ばった

の大群が見落とした、興味を持たなかった問題を、新しい皮袋に入れて、解く
というのが素人科学者の醍醐味であると私は思っています。
時代の喧騒から離れれば、少し過激ですが、認められるとか認められないと

かは所詮、その時代の流れの中で決まることです。ある時代で認めれないから
と言って、次の時代で認めれるわけではありません。科学も流行がありますか
ら、７０年代の懐かしの映像が恥ずかしくって見られないように、「なんであ
んな研究課題が流行っていたのだろう」というような研究課題もあるのも確か
です。職業科学者は多かれ少なかれ、そのようなものに翻弄される運命にある
わけですが、素人科学者はそのようなものに翻弄される必要はないのです。
所詮、誰も素人科学者の一挙手一投足に興味をもっていないという自由を満

喫しようではありませんか。そのように考えれば、面白さという一点で楽しん
でさい。その意味で落穂ひろいはとても重要なことです。
落穂拾い研究課題であれば、貴方も一端の研究をすることができます。素人

科学者にしかできない科学があると思っても過言ではありません。もちろん、
職業科学者の中でもそのような視点で研究をしている人々も少なからずいるの
も確かです。ですから、そのような人と巡り合えば、それなりの議論もできた
りします。
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仕事場でも役に立ちます。

趣味の勉強ですが、決して、仕事場にマイナスだけではありません。１０年
２０年経った後には、趣味の科学の勉強は必ず貴方の仕事に役立つでしょう。
私の仕事はメーカーでの種々のデバイスの物理シミュレーションを計算機を

使って行うというものです。
企業の仕事場には理論的なことや科学的なことをきっちりやる人の数はそれ

ほど多くはありません。その中で、色々な物理の問題や、数学の問題を解いて
行かなければなりません。機密の問題もありませんから、多くは独りで考えて
独りで問題に対峙しなければなりません。誰にも相談はできません。
貴方は会社の仕事を趣味の勉強のために、早く終えるようにするためにすば

やく仕事をこなす事を考えるでしょう。時間は各人２４時間しかありませんか
ら、その時間の幾分かを勉強に当てるためには仕事を他人よりすばやく終える
必要があります。効率を考え、自分の持分を如何に終えるかに暫くは注力する
でしょう。会社の付き合いは避けなければなりません。残業も避けることにな
るでしょう。会社では居づらくなるかもしれません。それでも生活のためには
その生活を続けるために、上司に文句を言わせないために、持ち時間で文句を
言わせない仕事をすることを考えることになります。生産性の低い生活スタイ
ルとは全く異なるものです。
そのような努力はきっと研究にも役立つと思います。どのように時間を使う

か、無駄はどこにあるのかを究極で考えなければなりません。
そのようなことをしながら、１０年研究を続けることができれば、貴方の頭

の中には、博士過程程度の研究者が別に生まれることになります。博士程度の
力があれば色々な問題が解けることを考えれば、貴方の頭の中の別の力で今の
仕事上の問題を考えるとその職場での通常の同僚では考えられない見方が生ま
れます。
色々なことが俯瞰して見えるのです。決して、望んでそうなるわけではない

でしょうが、純粋科学と現場の技術（どうであれ）が融合できるので、仕事に
もプラスになります。
決して、会社で出世はありえないかもしれませんが、それでも負い目を感じ

る必要はありません。違った考えが違ったことを進めるという事を考えればポ
ジティブな思いで、素人科学者になる事を勧めます。
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