源氏物語
室町時代後期に近衛稙家（このえたねい
え）
があつらえたと伝えられる源氏物語の
写本。稙家が当時の高名な書家を動員し
て書写させたと考えられる。のちに、毛利
元康の手元に渡り、元康自身や連歌師の
里村紹巴
（さとむらじょうは）
が欠本を補写
した。巻ごとに表紙や用紙が異なる。冊
子が納められる箱には蒔絵が施され、引
き出し、鍵に至るまで細かな神経がゆき
届いた造形となっている。文学研究科図
書館所蔵。
（関連項目は3ページ「巻頭特
集」に。画像提供：京都大学附属図書館）

京都大学広報誌
くれなゐもゆる

いろ

アンケートに答えると
「京大野帳」が当たる！
本誌の入手場所
関心をもった記事
問3 ご意見・ご感想
問4 年齢・職業（学年）
問1
問2

プレゼントに応募の場合
問5

氏名・住所

スマートフォン、タブレットPC、パソコンで
下記のQRコードを読み取り（もしくはURL
を入力し）
、専用フォームにアクセスするか、
本誌裏表紙の奥付に記載の発行所宛に、郵
送、FAXまたはメールで、上記項目につい
て記入してお送りください。ご協力いただ
いた方の中から、抽選で30名様に「京大野
帳」をプレゼントします。応募の締め切り
は2018年9月11日
（火）
です。当選者の発
表は発送をもってかえさせていただきます。
URL http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/
a b o u t / p u b l i c / i s s u e / k u re n a i /
enquete

作者

ことばのもつ、
どこか張り詰めた、冷たい空気感。
去年の冬、まだ夜も明けきらぬうちに向かった雪
の金剛山麓が、ふと脳裏に浮かんだ。不純物の
ない、きりりと引き締まった、冬独特の空気感が、
そこにあった。2017/1/25 奈良県御所市鴨神

京都大学広報誌
くれなゐもゆる

2018

もくじ

第 33号

2 触発ギャラリー
3-8 特集

おそれずに、
苦手科目に飛びこんでみよう
カードの一面だけを見ていませんか

9 研究室でねほり・はほり

人類学の視点から
東南アジアの未来を探る

マリオ・ロペズ

12 授業に潜入！ おもしろ学問

景観に潜在する
歴史のレイヤーをあぶりだす

アートスタジオ水彩時々ペン
桑原正明さん（文学研究科博士後期課程1回生）
水彩画「雪晴れの朝」

おと

触発

ギャラリー
いろ
＋
おと

演奏者

＋
ことば

音楽研究会器楽部 飯塚圭亮さん
（法学部2回生）
曲名「前奏曲集第1巻第10 曲『沈める寺』
」
作曲 クロード・ドビュッシー
海底に沈む大聖堂がその姿を現し、そしてまた沈
んでいくという情景が描かれているこの作品。ど
ことなく聴こえ、しかしたしかに、引き締まった
空気中を振動している点で、低く響く鐘の音と糸
電話を通じて伝わる声とが重なりあいました。

主役は表現・創作活動
にはげむ学生たち。起
点となる作品に感化さ
れ、イメージの淵から生
みだされた作品をお愉
しみください

ことば

増井正哉

20 輝け！ 京大スピリット

体操部／落語研究会／久保田結子
有朋自遠方来 Ei

起点

高橋秀典

糸電話

守備範囲は日本全土、
マネジャーは飛び回る

ぼくはきょう
プラネタリウムで
にせものの星 をみました

19 京都大学をささえる人びと

白 線 上の夜 を
く ぐ もった声が
まっす ぐに走ってき ました

附属農場

わたしはきょう
新 月 をみつけ ました

京都大学農学部・農学研究科

やはり まっく らな夜 を
声は帰っていき ました

16 施設探訪

24 私を変えたあの人・あの言葉

多様な出会いと交流のなかで
千松信也

作者

かみふうせん しらあえ（文学部 2 回生）
糸電話で幼いころ遊んだものです。あの細い糸
の上を、声が零れ落ちずに伝わってゆく不思議。
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（総合生存学館）

数学
物
理

マルク＝アンリ・
デロッシュ准教授

大

学進学時に、どの学部にすすむの

かは、大学生活はもちろんのこと、

卒業後の進路にもおおいに関係する。

「 ロボットがつくりたいから工学部 」
、

「読書が好きだから文学部」
、
「数学は好

きだけど、理科が苦手だから経済学部」

など、自身の興味や関心、好奇心のおも

的な世界が拡がっているかもしれない。

くる。めくったカードの裏側には、刺激

「苦手科目」 のおもしろさが見えて

さをいきいきと語る研究者の話から、

究者をたずねた。みずからの研究の楽し

スポットをあて、その分野で活躍する研

「苦手」と決めつけて毛嫌いする科目に

ているようなもの。多くの高校生たちが

それはまるで、カードの表面だけを見

間」を経験していないだけかもしれない。

たちは好きにならずにはいられない「瞬

けるおもしろさがきっとあるはずだ。私

ちを何十年も、その世界にひきこみつづ

しんでいる研究者たちもいる。研究者た

いる。その世界にどっぷりとつかって楽

には、反対にそれを
「得意」とする人も

しかし、だれかが「苦手」とする科目

ゆく。

選択肢の一つひとつがぼんやりと消えて

目との距離が遠くなってゆく。そうして、

えてやる気が起こらなかったりして、科

失敗をした結果「
、 苦 手 だ 」 と身構

ろうか。理解につまづいたり、テストで

みずからの選択肢を手ばなしていないだ

系はあきらめよう」などと言いわけして、

の壁。
「数学の点数がとれないから、理

の前にたちはだかるのが苦手意識と受験

むくままに選択できればよいけれど、そ

おそれずに、
苦手科目に
飛びこんでみよう
倫理

英語

古典
倫
理

金光桂子教授

（文学研究科）

古典
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桂山康司教授

（国際高等教育院）

英語

（理学研究科）

常見俊直講師

物理

（理学研究科）

坂上貴之教授

数学

特集

カードの
一
見ていま 面だけを
せんか

魅力を伝える

ナビゲーター

科目の
「難所」
から、

学びの 本質にせまる

?

高等学校で学ぶ教科は、国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報の 10 教科。
なかでも、とくに「苦手だ」という声の多い、5 教科 5 科目をとりあげ、その声を率直に教員にぶつけてみた

数学の知識はいつ役だつの？

受験の数学は
基礎トレーニング

こうした技術はいつでもつかえるものです

物理独自のことばが
わかりません

物理好きの輪のなかに
飛びこんでみましょう

たしかに物理には、
「なめらか（摩擦が ）
」
、

0

「静かに（初速が ）
」など、ことばの概念が

もっとるがな」とつっこみたくなる。
（笑）絶

理学の視点からいえば、
「人間、だれでも熱を

が高いことを「熱がある」と言いますが、物

す。たとえば、風邪をひいて、いつもより体温

日常的につかうことばの感覚とは異なるので

0

し、
これらをとおして身につける「数学的な考

え方」はみなさんの基礎能力として見えない

ところで役だつはずです。また、「受験科目 」

の数学をスポーツで例えると、どのくらい早く

走れるのか、動体視力はどうなのかといった
〈基礎体力〉を見きわめるテストとみること
もできます。大学や学部にはそれぞれに、試
合にエントリーできる標準記録（＝大学での
問題を処理するために求めている基礎能力）
があります。それをクリアしているかどうか
が試験で問われているのです。

数学の問題にゴールってあるの？
私たち数学者ですら、
ゴールははるか遠く
数学は問題が解ければ、それで終わりでは
ありません。
一つの問題の解決は新しい問題を
生みます。
というのも、
その問題とは、対象の重
要な要素にしぼって、数学的に表現したもの
だからです。数式一つで、その対象のすべてを
表現することはめったにありません。目的地
をめざして、
いろいろな要素をつけくわえなが
ら、
すこしずつ前にすすんでいきます。ですか
ら、
一つの問題が解けても満足することはあり
ませんし、
この挑戦は、
ほんとうに「わかった」
と思えるまでおそらくつづくのでしょう。そ
の意味では、数学を考えるというのは発見と
驚きの連続なのかもしれません。みなさんも
奥深い「数学の世界」に足を踏み入れてみま
せんか。

んです。
（笑）

導率だ！」と口にする

んないっせいに、
「熱伝

と、その光景を見て、み

好み焼きを食べに行く

理を学ぶ学生たちとお

「あっちっち……」となることがあります。物

しにすると、持ち手の部分まで熱くなって、

金属製のコテを鉄板の上に長時間置きっぱな

の風景の見方をガラリと変える力があります。

ださい。物理的な思考回路は、見慣れた日常

好きな人たちの会話に聞き耳をたててみてく

でも、ものはためし。毛嫌いせずに物理を

を向かれてしまうかな。
（笑）

ると、
「理屈っぽくてむずかしい」とそっぽ

を抑えましょう」が正しい……と語りはじめ

る余地はなく、
「エントロピーのむだな増大

保存則からすれば、エネルギーに「節約」す

節約しよう」とよく聞きますが、エネルギー

る」といえるのです。ちまたで「エネルギーを

対零度でないかぎり、どんな物体も「熱があ

物理

数学

4
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カタコトの英語を話すのが
恥ずかしい……

なぜ一〇〇〇年もむかしの
物語を勉強するの？

うつろう世の中と、
それでも変わらない人間の姿

古文を読むとき、現代の社会や暮らしとの

るこの時代を相対化して見ることができます。

英語は、強弱でアクセントをつけるストレ
きわ強くはっきりと発音するのが特徴です。

大きく時代を隔てても、たいして変わらない

「違い」に注目すれば、私たちがいま生きてい

それ以外は弱くあいまいに発音するので、音

人間の心の動きや行動、ふるまいに注目して、

の高低で抑揚をつけます。だから、

ひとつの音をていねいに発音し、音

からです。いっぽう、日本語は一つ

のリズムに日本語の音をのせている

がたどたどしく聞こえるのは、英語

同じで、人間の多様性と普遍性を実感

ることは、異国の文化にふれることと

考えること。むかしの人の文章にふれ

人文学を学ぶ究極の目的は、人間を

めたり、未来を考える材料になります。

と納得することで、自分の悩みをなぐさ

「人間はもともとこういうものなんだ」

そのリズムで英語を話すと、母音が

哲学って、
「かんたん」なことを
わざと「むずかしく」している
だけじゃないの？

過去の哲学は、
現在の私たちを映す鏡

哲学や思想を古い時代の思想家たちがのこ

した「説教」のようなものと考えてはいませ

んか。彼らが生きていたその時代、人びとは

なにをめざしていたのだろうか

と想像してみてください。古く

から残る宗教の教典や、思想家

の残した文献は、多くの人間の

成功と失敗の蓄積です。鏡がな

ければ、自分の顔を見ることがで

きないように、過去の文献を見る

ことで、私たちがこれからなに

正しい選択をするには、長期的な観点でも

をすべきかを考えることができます。

のごとを考えることが必要です。何百年、何

千年と残りつづけたテクストだからこそ、何

百年、何千年先を考える礎となるのです。

東洋哲学ってなに？

からなくても、リズムで覚えられま

しょう。おすすめは英詩。意味がわ

リズム感に慣れることからはじめま

の意味にとらわれず、外国語の音の楽しさ、

いで、もっと楽しめるはずです。文法や単語

しげなように、ことばの勉強も、くふうしだ

音楽やダンスなど、リズミカルなものが楽

読みとくには単語や文法の知識は必須ですが、

のめり込んでしまいました。意味をきちんと

くて、
なぜか気分がよくなる。そうして、
古文に

に出して読んでみると、
文章のリズムが心地よ

ろん、単語の意味も知りませんでしたが、声

に原文を手にとりました。古文の文法はもち

女性がいるのがおもしろくて、中学生のころ

を漫画化した『あさきゆめみし』
。
多様な性格の

古文に興味をもったきっかけは『源氏物語』

想を体感できます。智恵や思想を

道や茶道、華道などは、そうした思

まずは声に出して
読みあげてみませんか

す。高校教育でも、英詩の朗読を取

古典に抵抗のある人は、
だまされたと思って、

東洋の思想は、
体があってこそ

り入れれば、英語への苦手意識は薄

る」ことができるのです。

理 解 す る の で は な く、
「 身につけ

れの「生き方」とつながっているのです。武

ることも同じくらい重視しています。それぞ

で考えるだけではなく、体をつかって修行す

おもしろいのは、
心と体の全体で考える点。頭

私の専門は仏教学です。東洋思想や仏教が

まるはずだと期待しています。
（笑）

英詩の朗読が
いちばんの近道です

文法と単語の暗記ばかりで、
ちっとも物語に入りこめません

させてくれます。

倫理

多くなり、カタコトになるのですね。

英語のネイティブ・スピーカーの話す日本語

がくっついたり、省略されたりするのです。

ス・リズムの言語です。ストレス部分をひと

ことばの本質は
「リズム」である！

古典
まずはいちど声に出して読んでみませんか。
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英語のリズムに慣れる方法は？

英語

教授

なんでも研究の対象に
しうるのが数学です
（理学研究科）

坂上貴之

それを楽しめるかどうかは、本人の心意気

が、飛行機の翼まわりの流れと微生物の水

の流れ」に関する数学的研究をしています

がることがあります。たとえば、私は「水

みると、思いもよらない共通点がうかびあ

の新発見は、現在はほんのみぢかな疑問の

ていません。ですから、一〇〇年後の数学

の解がいつもあるのかないのかまだわかっ

二五〇年以上も前につくられたもので、そ

ります。実際、私が研究している方程式は

数学は時間スケールの大きな学問でもあ

しだいです。

中での運動が、高校で習う「複素数」のコ

発見できたりする。ふだん目にするものす

共通点がクリアに見えたり、新しい側面を

しれません。学生のみなさんには、いろい

題としての形をまだなしていないだけかも

きな視点を身につけてほしいですね。

ろなことに興味をもち、それを見つける大

数学になりうるということです。温暖化や

滝を見たとき、ある人は「水が
たとえば、
落ちる」という物理現象に興味をもっ

少子化など、人類の生存に関わる地球規模
の複雑な課題、
はたまた、昆虫
はなぜ、どんな
風の中でも飛び
たてて、しかも、
まちがっても落
ちないのかとい
うような素朴な
疑問にも、数学
のコトバで、そ
の答えを探るこ

たり、落下の力で水車を回せると思ったり、
美しい絵として描きたいと思ったりします。
対象をどういう方法でとらえれば、自分に
とっていちばんしっくりくるのかと考える
と、
みずからの進むべき道がわかります。私
は、
数学的な見方をとおして理解すれば、
い
ちばんすっきりと「わかった」気になるタ
イプだったようです。受験で得意な分野だ
けでなく、自分が興味あるものに、どう感
じるか、
どう理解したいか、どう表現したい
かをすなおに考えてみてください。おのず
と自分が文系か理系かがわかるのではない
でしょうか。そうして、
「なぜ？」という現
象の科学的な側面に興味をもったなら、ま
ずはその世界の入口に立つしかない。その
ためにはやはり、受験のために理科や数学
を勉強しなければならないということです。

つまり、身のまわりのふしぎはなんでも

べてにその発見のチャンスがあるのです。

対象に「数学」という横串をとおすことで、 なかにひっそりと隠されていて、数学の問

トバで書けたりします。このように、異なる

二つの事がらを「数学」のコトバで書いて

一見、まったく関係のないように見える

数学
とができます。

ヒ ント

数学
物理

古典

倫
理

「その学問、
どこが魅力？」

英語

研究者に聞きました

その答えには、学問のおもしろさのみならず、身のまわりの出来ごとやものごと
を新たな視点で見つめるヒントがひそんでいた

さかじょう・たかし
1971年に大阪府に生まれる。
京都大学大学院理学研究科数学・数
理解析専攻博士課程を中退。名古屋大学大学院多元数理科学
研究科助手、
1999 年に京都大学博士
（理学）
、
北海道大学大学院
理学研究院准教授・教授などをへて、2013年から現職。
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物理でわかっていることは
世界のたった１％

ことばを〈生きたもの〉として
感じてほしい

私の専門は「英詩」です。
「詩は舌の快楽

に、総合的にとらえる視点が欠けてしまい

析」できるようになりました。その見返り

教授

世界を客観的に、厳密に見るのが物理学。 たが、二〇世紀初頭に電子や陽子といった

である」ともいわれるように、ことばの「リ

がち。文法は、言語を分析する一つの方法に

（国際高等教育院）

桂山康司

素粒子が発見された。新しい発見が増えれ

ズム」という本質を美しく昇華したもので

すぎません。
「バット」は、
「しかし」などの

講師

たとえば、
「氷が解ける」という現象を、
ば、未知のことがさらに増えるのです。い

す。しかも、古い詩の表現を引用したり、あ

意味をもつ等位接続詞ですが、ときには前

（理学研 究 科 ）

常見俊直

「氷が解けたら春になる」と情緒で捉える
ま、物理学でわかっていることは、おそら

るいはまったく新しい表現をつくりだした

1

置詞や副詞にもなります。
「 バ ッ ト 」が 特

0

別なのではなく、
「バット」のふるまいと品

0

りと、詩はあらゆる方法でことばの表現の

0

可能性を追求しつづけています。音の楽し

詞の分け方とがずれてしまっているだけで

があります。でも、ことばを理解するには、

ませんから、論理を駆使して解釈する必要

母語ではない言語は直観的には理解でき

たりと心を解放すれば、いきいきと踊るこ

をはみ出して、音楽鑑賞をする気分でゆっ

れば、どの用法もおかしくはないのです。枠

かう」のだと、ゆるやかなくくりでとらえ

は違う要素が出てくるときに〈バット〉をつ

深さも理解できる、とても贅沢な学問です。 す。
「ある語のあとに、心理的にこれまでと

0

さを味わえると同時に、ことばの働きの奥

but

のではなく、
「氷は解けたら水になる」と
く地球上、そして宇宙での現象の ％にも

「物理の先生なら、あらゆるものを数式で
理解できる」と思われることがありますが、
落ち葉がひらひらと落ちる運動一つをとっ
ても、正確に記述するのはとてもむずかし
い。一九世紀後半には、
「物理学は完成し、
研究の余地はない」と言われていたようで

文脈や話し手の意図など、論理を超えた部

かつらやま・こうじ
1959年に大阪府岸和田市に生まれる。京都大学大学院文学研
究科修士課程を修了。滋賀大学経済学部講師、京都大学教養部
助教授、同大学院人間・環境学研究科准教授などをへて、2015
年から現職。

分を感じとる感覚も重要です。まずは、理

はずです。私は高校生のころ、漢詩の読み下
しのリズムが好きでした。それがいまの英
詩の研究につながっているのかもしれませ
ん。ことばによって表されたものを読んだり
書いたりすることが好きな人は、ことばの
研究にむいているかも。ことばに「感動」
できることは、りっぱな個性だと思います。

とばの姿をとらえることができるかも。

と思うことを追究すると、そ
「いいな」
こに将来につながるヒントがある

すが、それから二〇世紀はじめに相対性理

ば、目を輝かせてのめり込む学生が多いの
も事実です。理学部だからといって、みず
から計算式を解く必要はありません。イン
ターネットの検索窓に文章や数式で質問を
すると、回答を得ることができるシステム
などがあって、大学レベルの数学も解いて
くれます。だからこそ、数式を「覚える」
よりも、
「理解する」ことがだいじ。
「計算
が得意」だから理系の学部にすすもうと考
えている人は、自分がなにに興味があるの
か、問いかけてみてください。数学そのも
のに興味があるなら
数学を学べる理学
部、ものづくりに興
味があるなら工学部
が向いているかもし
れませんね。

屈で徹底的に突きつめて、そして最後に
「跳ぶ」のです。作家の人
生や価値観が集約された世
界にたどり着くことで、人
間は感動するのです。その
場所が唯一の正解だとはか
ぎりません。詩はあいまい
で、多様な解釈を許す。そ
れは、
「人生のあいまいさ」
にもつうじているようで、
とても魅力的です。
自然科学の手法にならい、

ヒ ン ト

論と量子力学が発表されました。

数 式や物理学のことばに抵抗感を示す学
生は少なくありませんが、実験をすれ

小学校、中学校、高等学校などに出前授業を
行なう機会の多い常見講師。
「光には3つの色
があり、3 原色の赤、緑、青を重ねると白にな
ることは、多くの方が知っています。けれども、
この現象を実際に見たことのある人は少ないで
しょう。小中高生むけの授業では、3原色投影
装置（写真）で実際に自分の眼で現象を見て、
3 原色を体験してもらいます」
。
つねみ・としなお
1976 年に山口県に生まれる。京都大学理学部を卒業、東京大
学大学院理学系研究科博士課程を修了。大阪大学核物理研究
センター教務補佐員、京都大学大学院理学研究科研究員をへて、
2012 年から現職。

一九世紀の終わりに発見された原子は、
「分割できない最小単位」とされていまし

ヒ ン ト

満たないのではないでしょうか。

考えるのが物理です。

英語
人 文 科 学 も 細 部 ま で「 分
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物理

おそれずに、苦手科目に飛びこんでみよう
特集

「うつくし」
、「うるわし」、「なつかし」。
あの人はどのタイプ？

「幸せとはなにか」。
あなたは答えられますか

かなり減っています。現代人なら、
「うつ

は増えてはいますが、形容詞・形容動詞は

と現代のことばとを比較すると、名詞の数

にしえ人の感受性のこまやかさ。平安時代

古典のことばをとおして感じるのは、い

させる人につかわ

しみやすさを感じ

系」の女性や、親

ば で い う「 癒 し

し」はいまのこと

わし」
。
「なつか

た楊貴妃は「うる

在するのですね。

ではないから、そこには必然的に社会が存

た。そうはいっても、人は一人で生きるの

語源は、
「知恵（ sophia
）への愛（ philo）
」
。
知恵をつけて、善く生きるための学問でし

西洋哲学における、哲学（ philosophia
）の

学・社会科学の領域にまたがっています。

高校の「 倫理 」で学ぶ内容は、人文科

生きるために、ものごとを明らかにする

「むずかしく考える」ことではなく、善く

きりと考えたりできます。哲学や倫理は

きられたり、まわりの人の幸せをもはっ

との意味・意義を考えて、より柔軟に生

たらされるのだと実感できれば、人生も

ものではなく、
「自分のありよう」からも

（総合生存学館）

マルク＝アンリ・デロッシュ 准教授

くしい」と一語で表現してしまうようなこ
れることが多いの

学問です。哲学は「役に

教授

とでも、どのようにうつくしいのかによっ

「善く生きる」には「自覚」が重要です。

たたない」どころか、

（文学研 究 科 ）

金光桂子

て、
「うつくし」や「うるわし」などの形
です。みぢかな友

自分の感情や考えをコントロールする心の

「 自分になる 」
、
「人間になる」自覚とは、
成長を意味します。

あらゆることを善くす

ちにこれを知ると、自分や周囲のできご

価値観も違ったものになります。若いう

容詞をたくみにつかいわけるのです。
だちや芸能人を

つかし」に分けてみてください。実生活に

る役にたつのですよ。

どちらの文献も、みぢかな体験をもとに
自分を見つめなおすことを教えてくれる本です。

自覚には、
「内観 」の訓練が必要です。

仏教の開祖、仏陀（釈迦牟尼）
のこと
ばを詩のかたちにまとめたもの。現存
最古の経典といわれている。

内観というのは、自分の意識や状態、考え

『ダンマパダ（真理のことば）』

方のパターンやそのまちがいを意識するこ

第16代ローマ皇帝が自分のために書いた
とされる哲学的思索の記録。

とはなにかを理解しないまま、受験のため

かなみつ・けいこ
1973 年に神戸市に生まれる。京都大学大学院文学研究科博士
後期過程を修了。大阪市立大学大学院文学研究科助手、京都
大学大学院文学研究科准教授をへて、2017年から現職。

にただ暗記する人は多いかもしれませんね。 結びつけて考えると、おのずと違いがわか
るようになりますよ。

とです。内観には注意力が必要ですが、現

代社会は情報が氾濫していて、注意力が散

漫になりがち。スマートフォンなどの通信

機器も普及して、完全に独りになる時間が

少ない。
「自覚」の習慣がなくなってしま

うのです。自分の感情や考えを管理できな

い人が増えると、
「倫理が守られていない」

という声が聞こえてくる社会になります。

だれもが「幸せになりたい」と思ってい

ます。では、
「幸せ」とはなんでしょう。

哲学は、みずからのありかたこそが重要だ

マルクス・アウレリウス『自省録』

、
「な
さ 」を意味します。
「 整ったうつくしさ 」 「 う る わ し 」

「 うるわし 」は「 整った端正なうつくし

倫理

と教えてくれます。幸せは外から得られる

おすすめの入門書

どんな女性を「うるわし」と形容している

そうかんたんに見つかるものではないし、
たとえ見つからなくても焦る必要なんてな
いんです。
「平凡なサラリーマンなんてつま
らない」という人もいますが、それはそれ
でいいじゃないですか。興味のあることが
あれば、やってみればいいし、夢中になれ
るものが見つからないなら、自分に与えら
れたことにしっかりと取りくめばいい。ど
ちらの方法でも道は拓けるはず。がむしゃ
らに取りくんだ経験も悩んだ日々も、あな
たのだいじな一歩ですよ。

将 来の目標や自分の個性を「はやく見つ
けなければ」と、焦っていませんか。

のか、その女性はほかにどんなことばで形
容されているか
を調べてみると、
ことばの理解が
だんだんと深ま
ります。
「うるわし」は
「 なつかし 」と
もよく比較され
ます。光源氏の
母の桐壺は「な
つかし」
、中国
の唐の皇妃だっ

ヒ ント
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Marc-Henri DEROCHE
1979 年にフランスに生まれる。2011年にEPHE（パリ）にて東
洋学博士号を取得。京都大学白眉センター特定助教をへて現職。

古典

はほ

り

なぜか。南米の国ぐにの政治経済

したことがありますから、ペルー

スペイン出身で、私もすこし暮ら

米の研究にはげむなかで出会っ

の扉をひらいたのは、大学院で南

れる好奇心をよび覚まし、日本へ

な経験を積んだ。ロペズ青年の眠

しながら大学に通ったりと、多彩

ムと漫画くらいだった。
「 大学時

ば、幼少期に親しんだテレビゲー

な興味はなく、日本の印象といえ

まる。しかし、日本という国に特別

生に応募し、東北大学に留学が決

国日本大使館が派遣する国費留学

思いたった勢いのままに、在英

究への思いもあったが、調査する

員として働いた長崎市だった。研

はフィリピン、そして、国際交流

思いきや、縁に導かれて訪れたの

り組み、つぎは博士課程に……と

人労働者の調査に一年半かけて取

東北大学で、ペルーからの日系

マリオ・ロペズ 准教授

「いろいろな場所をうろうろと歩んできた人生なん

「まさか日本で何年も暮らすこと

の状況や近代史、
そして人びとの語

た「移民」
というテーマ。
「一九八〇

代、二週めで受講生が半減するよ

東南アジア地域研究研究所

です」
。日本を拠点に、アジア太平洋地域における看
護師や介護士などの労働者や移民たちの流れを研究
するマリオ・ロペズ准教授。イギリスに生まれ育ち、
そのときどきの好奇心を追い風に、進路を決めてき
た。母国を離れて、一七年。あらためてふりかえっ
てみると、その道はけっしてまっすぐではなかった

になるなんて」
。マリオ・ロペズ准

人に話を聞くことがたいせつで、

ります。フィールド調査は現地の

の公用語であるスペイン語もわか

めてやってきたのは、二〇〇〇年の
こと。十代後半は書店員として働

ことばが勝負。自分のスキルを客

年代後半の日本のバブル景気や、

うな厳しい日本語の授業をなんと

観的に判断し、日本への留学を決

一九九〇年の出入国管理法改正を

側の立場で、現場で働く労働者と

いたり、そのご、
金融街で会社員を

機に、ブラジルやペルーから日本

か最後まで受講して、日本語には

接する違和感が拭えなかったとい

めました」
。

に出稼ぎにでる日系人が増えまし

すこし自信があった。
（笑）父親は

移民の流れを追って、
日本に留学

りから迫りたいと考えたのです」
。

フィリピン・ビサヤ州立大学熱帯生態環境管理研究所の教
員と懇談中。左からイアン准教授（マニラ大学）
、ロペズ准
教授、ホセ助教（ピサヤ州立大学）

教授が大学院生として日本にはじ

人類学の視点から
東南アジアの未来を探る

研究室で
た。こうした状況が生まれるのは
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Mario Lopez
1974年にイギリスに生まれる。2000年にロンドン大学ゴールドスミ
ス・カレッジを修了。2000年に東北大学に留学。2004年に九州大学大
学院を修了。立命館アジア太平洋大学の講師をへて、2009年から現職。
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ほり

ね

フィリピンで祝福を受けたのち、日本に運ばれた
聖母マリア像（左）
。フィリピンの方の自宅や教
会などの祈とう会でだいじにつかわれている。右
は熊本県人吉市の教会で、マリア像の包装を解い
たところ。教会はフィリピンの方にとって、
友人との懇談・交流の場でもある

熊本での聞き取り調査

裸足ランニング（ベアフット・ラン
ニング）をしています。この靴はそ
の相棒で、7年前に購入したもの。
ソールがものすごく丈夫なのです。
口にはさみ、指で端をはじいて音を鳴らします。
フィリピンの少数民族の儀式で踊るさいにつかい
ます。

西
南

た時期でもありました」
。

フィリピンへの関心が高まってい

リピンでの現地調査をつうじて、

たくなりました。いっぽう、フィ

う。
「 実社会でもっと経験を積み

増え、都市でも農村でも日比カッ

以降、フィリピンからの労働者が

人との国際結婚」
。一九七〇年代

テーマは、
「 日本人とフィリピン

大学での研究にぐっとのめりこむ。

プルが増えた。
「 彼らの語りを集

めて研究したいと。でも、家族や

岐路に立たされた時期でもあった。

か、日本で研究をつづけるのか、

長崎での二年間は、故郷に戻る

耳を傾けると、ぽつりぽつりと人

り強く、相手のことを考えながら

はなかなかいません。でも、ねば

知らずの若者に話をしてくれる人

結婚はプライベートな事情。見ず

明け方まで営業する飲食店が軒を

生経験をうちあけてくれるので

人生に深く刻まれた
九州での出会い

連ねる「思案橋」に足を運んださ

す」
。信頼を置いてもらえるまで、

をつくっている事例が多くあると

い、この一帯で働くフィリピン出

知りました」
。日本で移民をめぐ

なんども足を運んだ。フィールド

同じころ、
ある本と出会い、
強い影

る課題を考えるとき、これらの事

ワークは三年にもおよんだ。

響を受けた。「フィリピンでの三〇

例から学べることがあるとロペズ

身の女性たちが気になった。
「仙

年以上の調査経験にもとづく、
ゆた

准教授はいう。
「たとえば、カト

台でも多くのフィリピン人に会っ

かな知識をまのあたりにして、『日

リック教徒のフィリピン人女性と

「調査をとおして、三〇年以上も

本からもこんなに深く世界を語れ

結婚し、キリスト教に改宗した日

たけれど、彼女たちはなぜ日本に

るんだ』と、日本への誤解と世間知

本人男性のケースがあります。結

前から、外国人労働者たちが地域

らずな自分とを恥ずかしく思った。

婚当初は居間に仏壇があり、べつ

に根を下ろし、家庭という小さな

指導を受けるならこの人だと、そ

の部屋に妻が拝む聖母マリア像の

きて、どのように暮らしているの

の先生が当時、教鞭をとっておら

あった家庭が、しばらくするとマ

だろう」
。素朴な疑問とこれまで

れた九州大学に出向きました」
。

リア像は居間に移り、仏壇はなく

社会のなかで新しい人間関係の形

それが、
恩師と仰ぐことになる清

なっていた。男性に聞くと、
『妻の

の経験とが線でつながった。

水展東南アジア地域研究研究所名

迷いのふっきれたロペズ准教授

れは一例ですが、日本と東南アジ

信仰心に魅了されたんだ』と。こ

＊１

誉教授だった。

は、清水先生の薫陶を受け、九州
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＊1 東南アジア地域研究研究所 2017年1月に東南アジア研究所と地域研究統合情報セン
ターとが統合し、発足。

ランチタイムは鴨川沿い
を走っていました
フィリピンの少数民族の伝統
口琴、クビン。フィリピンで
ひろくつかわれている

民族楽器が好きです

他国に行くたびに、民族楽器を探
したり、現地のCDを買うことが
好きです。ディジュリドゥ（右）
はオーストラリアの先住民に伝わ
る楽器。瞑想などにつかわれるよ
うで、楽器店で一目惚れしました。

座禅をしていたせいか窓側に
座るよりも、壁に向かって座
るのが落ち着きます。

ドアを開 け た ら ……

ビジュアル・ドキュメンタリー・
プロジェクト

蔵書するマンガの一部

窓辺に並ぶ 3 つの法具
フィリピンの漫画を集めています

チベット密教で使用するシンギング
ボウル（りん）という法具です。長
崎で毎週、座禅を組みに行っていた
禅寺で関心をもって、インターネッ
ト通販で購入しました。

フィリピンの漫画は社会的なテーマが描かれることが多いです。
現実のパロディをとおして、現代社会がどんな問題にたち向
かっているのかが表現されています。日本の漫画の影響もあり
ますが、独特の作風が生まれています。フィリピンの社会や文
化を理解するにもよい材料ですので、いつか図書館に寄付した
いです。

東
北

インドネシア、ベトナムから年間数

いと、やむなく自国に帰る人も多

アの人びとがどのようにつながる

い。いっぽう、ドイツでも国内の看

百人を受け入れている。
「でも、日

く。
「 九州には定期的に足を運ん

護人材の不足を高度な技能をもつ

ことができるのかを考えるにも興

でいます。継続して調査に協力く

外国人で補っています。たとえば、

本には積極的な移民政策はなく、

ださる方や、
友人としてつきあって

ドイツ国際協力公社の設計したプ

長期にわたって働くのはむずかし

いる方もいます。九州は私を大き

ロジェクトでは、母国から家族を

九州で築いた関係はいまもつづ

く成長させてくれた思い出ぶかい

よんでともに暮らせるなどの制度

味深い事例ではないでしょうか」
。

土地。
『 第二の故郷は 』と聞かれ

＊３

れば、長崎か福岡と答えるかな」
。

を整え、長期的に働ける施策がと

られています 」
。近い将来、東南

ど新しいことに気づきます。東南

方法が異なるので、話せば話すほ

「同じ課題でも、分野ごとに調査

活に刺激を受ける毎日だという。

分野の研究者が集う東南研での生

学まで、文理融合のもとに多様な

学から、農学、生態学、政治学、医

ア研究 所（ 以下、東南研 ）
に。人類

師をへて、二〇〇九年に東南アジ

市の立命館アジア太平洋大学の講

九州大学を修了後、大分県別府

教授。
「私の土台は人類学。人類

む方角を照らされてきたロペズ准

市井の人びととの対話に、すす

研究を進化させたい」と意気ごむ。

政策を提言できる段階まで、この

ジアの国ぐににとって有益なケア

たうえで比較して、日本や東南ア

違います。国ごとの事情を踏まえ

ドイツとはめざす方向性や政策は

に介護の負担がかかる。
「 日本と

家族や親族など、まわりの人たち

ないまま高齢化社会を迎えると、

る。福祉制度や介護設備が充分で

アジアの国ぐにも高齢化に直面す

研は出会いの場でもあり、知恵を

学とは『他者との出会い、インタ

まわり道をへて、
たどり着いた京都にて

積み上げる場。創立から五〇年か

ビューと参与観察に基づく研究』
。

どのような影響を与え、どのよう

けて蓄積された成果は、世界中の

な意味をもつのか。それは、私の人

東南アジア研究者に有益な情報ば

近年、力を入れるのは、外国人

生のテーマでもあります。人と出

人生において、人とのつながりは

労働者として介護や看護に携わる

かりです」
。

人たちの国際的な動向調査。少子

会い、どんな新しい自分を見いだ

＊２

すのか、それが楽しみなのです」
。

高齢化のすすむ日本でも、経済連

携協定にもとづき、フィリピンや

＊2 経済連携協定
（EPA） ２つ以上の国または地域とのあいだで、財・サービス貿易の自由化のみ
ならず、資本や人の移動、知的財産の保護経済関係全般の広い分野での連携強化を目的とした協定。

＊3 ドイツ国際協力公社 ドイツ政府が出資して設立され
た。技術協力プログラムや人材育成を行なう。
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東南アジアの若手の映像作家が制作したドキュ
メンタリー作品を集め、選考委員が選んだ5本
を日本で上映するプロジェクトを6年前からす
すめています。目的は、異なる視点から東南ア
ジアを見直すこと。現地の作家がもっとも撮り
たいものを撮ることで、研究者はもちろん、他
国の人が気づかないことや見ていない姿をあぶ
り出したい。初年度に受理された作品は30本
でしたが、2017年は103本の作品が集まりま
した。作品はホームページから、だれでも閲覧
できます。
（https://sea-sh.cseas.kyoto-u.
ac.jp/vdp2016/）

国際高等教育院 教授

増井正哉

歴 史 的 な 遺 産 や 景 観 を 保 存、活 用 す る こ と は、地域 活 性 化 の 重 要
なツールとして認識されつつある。いっぽうで、きちんと評価のさ
れていない遺産や景観は、整備事業の過程で価値が失われたり、適
切に活用されないまま、まちの風景に埋もれていることもある。埋
もれた価値を掘りおこすべく、増井正哉教授は「重層性」の視点

です。重層性と多様性は、きょう

シティ）もまた、はやりのことば

並んでいます。多様性（ダイバー

Diversity

的」の単語を含む論文がたくさん

サイトでは、
「重層性」や「重層

ろよく耳にしませんか。論文検索

「重層」ということばを、このご

い。では、この写真はどうでしょ

こういう風景はだれもがほめやす

にはっきりと現れていますから、

ちの歴史性や物語が、現代の景観

製品の製造を生業としてきたま

みです。 中山道の宿場町で、木

これは長野県の奈良井宿の町並

ば」としてつかうことがあります。

国際宣言で、一九九四年に採択さ

考慮されるべき」との見解を示す

その遺産に固有な文化に根ざして

がオリジナルであるかどうかは、

りあげましたね。
「 その文化遺産

色のかわいい村」などと称される

「英国の原風景」
、
「はちみつ

ングランドのコッツウォルズです。

めづらいですね。（笑）こちらはイ

がマッチしていますね」とは、ほ

の町家と赤いタイル貼りの建物と

物が道沿いに混在していて、
「白壁

「各時代の建物が〈重層的〉に存

重層的です。そうした町並みを、

12
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ますい・まさや
1955 年に生まれる。1985 年に京都大学大学院工学研究科博士後期課程研究指導認定退学。京都大学工学部助手、奈良女子大学教授を
へて、2015 年から現職。専門は歴史遺産の保存と活用・マネジメント、都市史や集落史、保存修景計画など。
「町づくり、村づくりに役立
つ歴史的研究」がモットー。

から、景観の奥底に積み重なった歴史に目をむける

の授業のキーワードです。

れました。それまでのヨーロッパ

町並みですが、じつは新しい建造

新旧さまざまな時代の建

第一主義の評価基準に一石を投じ

う。

るもので、文化の多様性を尊重し

物がかなりまじっています。

以前の授業で「奈良文書」をと

た保存の重要性を主張しています。

現代の町並みにさまざまな時代
の建造物が共存するのは当然のこ
「重層性」とは、字義どおり「いく

在していますね」などという表現

とで、どんな景観もすくなからず
つもの層が重なっている」状態の

で評価することがあります。

新旧の時代が共存する
まちの景観

ことです。文化遺産の保全や活用、

こ れ ま で の 町 並 み 保 全 で は、

町並み保全にたずさわる私の研究
分野では、
「重層性」を「ほめこと

香川県高松市中部にある
仏生山地区の町並み

イングランド中央部に拡がる
コッツウォルズの町並み

1. 歴史的環境の保存・活用をめぐる
今日的状況

2. 歴史的環境の保存・再生の歩み

長野県塩尻市にある奈良井宿の町並み

地域・文化（各論）都市空間保全論
人文・社会科学科目群

潜

入！おもしろ学問
授業に

景観に潜在する
歴史のレイヤーをあぶり出す

授業計画

3. 歴史的環境の構成要素と
保存・活用の制度体系

4～6. 建造物および建造物群の保存・活用

7～9. 景勝地・景観地の保存・活用

10～12. 史跡の保存・活用

13～14. 歴史的環境の保存・活用と
国際協力

「○○時代の町並み」として古い
建物をそのまま残すことが基本で

が、私たちのしごとです。
まちを歩いていると、いろいろ
歴史的重層性には、見えるものと

な時代のものが目にはいりますが、

景観の重層性には、歴史的重層
見えないものとがあります。
「ブ

見える歴史と
見えない歴史

や地区にまつわる物語を手がかり
性と文化的重層性とがありますが、
ラタモリ」でとりあげるのは、見

したが、近年は、歴史的な建造物
に、現代的な感覚を取り入れて、
今回は歴史的重層性を考えます。
とらえれば、見えない重層性もあ

える重層性ですが、さらに奥深く

新しい魅力として発信する事例が
私たちの研究内容やその手法を、
専門家以外の一般の人たちに説明

平城京

さきほどの「ほめづらい」といっ

て ば

東京駅

増えています。

層性」も重要なのです。

意外な成り立ち！
出羽島の集落
む ぎ

つ し

京都

ることに気づきます。

すると、
「それは『ブラタモリ』で

私たちがここ数年調査をつづけ

た写真は、高松市仏生山町のとあ

ている奈良市の「ならまち」が、

遺跡などはそのひとつですね。

さんが古い店舗の一部を改装して
この番組でとりあげられたことが

ここ京都のまちの地中には平安京

カフェを始めました。目玉商品の
ありました。ならまちは世界遺産

これは徳島県牟岐町の出羽島の

すね」とかならず言われます。タ

サンドイッチは、地元の人たちだ

の元興寺の旧境内あたりを中心に

航空写真です。 北側にある漁村

レントのタモリさんたちが地元の

けでなく観光客にも大人気です。

発展したエリアで、人気の観光ス

は、二〇一六年に国の重要伝統的建

る路地の風景です。仏生山町は、

地域ならではの新たなビジネス

ポットです。顔なじみの地元の人

造物群保存地区に選定されました。

松平家の菩提寺、法然寺の門前町

を展開したり、企業や商品の付加

たちは番組を見てよろこんでおら

私たちはその保存計画づくりのた

の遺構がたくさん埋まっています。

価値を高めたいときに手がかりに

れたのですが、私はちょっと複雑

めに、二〇一四年から二年かけて、

歴史や地理の専門家とともにまち

なるのは、やはり歴史的な特徴で

な気持ちでした。

として栄えました。仏生山街道の

す。とくに特徴のないように見え

「ブラタモリ」は、いま目に見え

この漁村を調査しました。その過

その面影は地表にはほとんど見当

る町並みも、
「昭和の景観」として

るものをとおして、歴史的な重層

住居の構造は一般的に、時代と

程で、多くの発見がありました。

を散策しながら、町並みの歴史的

再評価する動きもあります。

性を発見するというものです。ま

町並みは、いまではすっかり崩れ

こうした流れのなかで、「重層性」

ちの見方としては、おもしろい視

ともに背の低いものから高いもの

たりませんが、まちづくりを考え

は重要な切り口です。景観が重層

点ではありますが、私たちまちづ

に変わると考えられています。も

るうえでは、
「見える重層性」だ

的であることを積極的に活用して、

くり研究の専門家は、
「 おもしろ

になり、さらに本二階建てになる。

とは平屋だったものが、厨子二階

な特徴をおもしろおかしく紹介す

そこに新しい価値を見出すことが

い」だけではすまされません。歴

るＮＨＫの人気番組です。

できる。この考え方にたつと、
「な

史や文化の重層性を見つけるだけ

てしまったのですが、その一角で、

んでもありだ」と思うかもしれま

そういう基準で集落を見渡して、

江戸時代からつづく老舗の呉服屋

せんが、重層的だからこそ、その

でなく、それをどのように読み解

背の低い建物が集まっている西側

東京駅

けでなく、そうした「見えない重

なかでなにを選び継承すべきかを、

き、現代のまちづくりに活かすか

第33 号 ● 2018

13

より深く考えなければなりません。

建物の保存には、
「復原」と「復元」
北方系
現在の街並み
の二つの方法があります。文化財の保
・ ・
西方系
昭和時代
、
全などに関わる私たちは、
「ふくはら」
・ ・
「ふくもと」とつかいわけています。大
室町時代
東方系 南方系
阪城天守閣や平城宮大極殿は「ふくも
平安京
と」
、東京駅舎は「ふくはら」です。この
ちがいがわかりますか。
= 時系列ではなく、
= 時系列に積み重なっている。
「復元」は遺跡で発掘される建物の
地域などの特性の積み重なり。
時代ごとに追いやすい。
順番に並べにくい。
遺構から、いろいろな史料をつかって上
ぼくはふくもと
ぼくは
部構造を考えることを意味します。
ふくはら
これに対して「復原」は、文化財建造
ぼくはふくもと
物の修理のさいにもちいる言葉です。多 ぼくは
くの場合、建物は長い年月のあいだに増 ふくはら
改築や改造がくり返されています。
「復
原」は建物の改造の痕跡をもとに、改
平城京
造前の姿を考えることを意味します。
中華料理

文化の交流と歴史の積み重なりが、まち・むら
の景観をつくりだす。積み重なりを読み解くこ
とが、景観を理解し活用する手がかりになる。

「ふくはら」
と「ふくもと」

歴史的重層性と文化的重層性

文化的重層性
歴史的重層性

ると、どうも違う。私たちには先

古地図や史料を照らしあわせてみ

いました。ところが、さまざまな

がいちばん古いのだろうと考えて

並みが形成されました。

代めと建て替えられて、現在の町

といくつかの建物は、二代め、三

が明治のはじめころです。そのあ

計画的に家を建てたのです。それ

を見ればわかるように、明日香村

いものになってしまいます。写真

から北側の古い町並みは価値のな

鳥時代の伽藍跡だとすれば、参道

飛鳥寺の価値を担保するのが飛

のは、建築物の造営や修復のさい

べることにしました。棟札という

そこで、すべての家の棟札を調

談しながら、それぞれのエリアの

した。そのうえで、みなさんと相

みなさんにもその情報を公開しま

性をていねいに読み解き、島民の

私たちはこうした歴史的な重層

からこそ、多くの遺跡やこの景観

た地域をあげての取り組みがある

代以降の歴史的な経過や、こうし

制をかけているからです。飛鳥時

け、全村域を対象に厳しい景観規

日香法」という独自の法律をもう

の家屋はすべて瓦屋根です。
「明

安政南海地震（一八五四年）
の大津

ことがわかりました。ところが、

島には二〇軒ほどの集落があった

結果、江戸時代にはすでに、この

古地図や古文書などと照合した

す。平安時代の火災で伽藍は焼失

神社の参道（黄線）に接していま

置です。

境内の北側は 飛 鳥 坐

水色で示しているのはその伽藍配

建時の中心伽藍の範囲（赤線）
で、

て登録申請を考えているのは、創

世界遺産の構成資産の一つとし

いじだと考えているからです。

そうした集落の姿を残すこともだ

前の風景が美しく共存している。

日香村には、遺跡と高度成長期直

のか」という思いがあります。明

でも私には、
「 それがなぜ悪い

か」と批判されることがあります。

懐かしがっているだけではない

新

古

入観があったのです。

に、その年月日や大工さんの名前
成りたちや歴史的な特徴をいかし

波で、港の周りの多くの家が流さ

し、跡地は畑地となり、神社参道

-1 徳島県海部郡
牟岐町出羽島

（地図データ：Google Earth）

飛鳥寺の遺構配置図

むなふだ

などを記した木製の札で、屋根裏
た保全計画をつくりあげました。

していますが、それをユネスコに

が残っているのだと私たちは主張

の棟木のいちばん高いところに打

守るべきは
いつの時代？

ちつけてあります。それを一軒ず
つ調べてまわりました。すると、
古いと思っていた集落の家屋は、

また、私たちが「明日香村らし

理解してもらえるかが鍵です。

奈良県ではいま、
「飛鳥・藤原

明治時代の後半に建てられたもの
だとわかりました。いろいろな高

させる原風景にすぎないという指

い景観」だと評価しているのは、

摘もあります。これは、景観保存

の宮都とその関連資産群」を世界

飛鳥寺は日本初の本格的な仏教

を検討するときによく話題になる

さの建物が残っている島の東側あ

寺院で、朝鮮半島から伝わった建

ことです。地元での懇談の場でも、

飛鳥時代そのままの風景ではなく、

これは現在の宅地割を建てられ

築技術を導入して五九六年に完成

「研究者のみなさんは、明日香村

高度成長期前の日本の村落を感じ

た年代ごとに色分けしたものです。

しました。この写真は、飛鳥川を

の景観がだいじだというが、それ

遺産に登録しようと、取り組んで

道の両側に宅地が規則正しく

はさんで甘樫丘の高台から明日香

はたかだか数十年前の心象風景を

います。

並んでいますね。じわじわと人が

村一帯を撮影したものです。飛鳥

たりがいちばん古くて、江戸時代

移り住んだのだとしたら、
こうは

寺の伽藍も写っています。

にできた場所だったのです。

なりません。どこかの時点で、計画

れてしまった。島民たちは、集落

あまかしのおか

的なまちづくりがなされたのです。

を取り囲むように防波堤を造り、

にそって集落が形成されました。

あすかにいます

内側に道を整備して、その両側に

-2 2016 年に国の重要伝統的建造物群保存地区に
選定された漁村（地図データ：Google Earth）

N

N

写真の中央付近の右側の大きな屋根の
建物が現在の飛鳥寺本堂。
（提供：明日
香村 写真コンクール実行委員会）

明日香村の風景

宅地の開発時期を
示した図

赤に近づくほど古く、紫に
近づくほど新しい

14
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レイヤーごしに下のレイヤーもの
「道にそって立ち並ぶ江戸末期か

ヤーの見え方が変わります。まっ

で、その透明度によって、下のレイ

は半透明のフィルムのようなもの

も、沿道の建物の多くは、時代の

る」ことが評価されています。で

すぐれた歴史的景観を形成してい

統的な京町家群が一帯となって、

はさまざまで、順位づけすること

はこうはゆきません。文化の評価

ほど時代は新しい。文化的重層性

で積みあがっています。上にゆく

いは、出羽島での調査のように、

まったく見えなくなります。ある

そ の 上 に 建 物 が つ く ら れ た ら、

残りますが、完全に埋めもどして、

に変わっただけなら、その痕跡は

たとえば、かつての水路が暗渠

私たちのしごとは、いちばん上

まち」になってしまいます。

の生活から切り離された「死んだ

ばよいかというと、それでは現代

様式をまねて、そのまま復原すれ

して、江戸時代末期や大正時代の

んどです。歴史的な重層性を無視

たあとに手をくわえた家屋がほと

が私たちの重層的なものの見方で

のなかでその価値を考える。それ

けでなく、見えない重層性にも思

るはずです。目に見える重層性だ

-2 時代の層を横から見てみる

ら大正時代にかけて整備された伝

歴史的市街地の景観の重層性を
たく見えないこともあるし、いち
様式を反映して建てられてはいま

がむずかしいからです。
いちばん上のレイヤーだけでは見

にさらにもう一枚のレイヤーを重

私たちのしごとは、現在の町並

す。新しいレイヤーになにを描く

景観は重層的に積み重なってい

いをはせてください。新しいまち

D

ぞこうとします。 ‐ レイヤー

どのようにとらえるのか、その考
ばん下のレイヤーまで透けて見え

ある時代の建物を復元するには
えなかったことも、古い時代の文

ねて、そこに過去と現代とをつな

みに見え隠れする過去の痕跡を探

のかが私たちの課題なのです。

るのですから、一枚のレイヤーだ

の魅力が見つかるかもしれません。

C

景観の重層性を
レイヤーで考える

レ
ることもあります。

遺跡調査が必要です。その場合に
献や絵図を丹念に調べることで、

え 方 を 模 式 図 に し ま し た。
イヤーはそれぞれにべつの時代を

は、このうちの一つのレイヤーだ
下のレイヤーがすこしずつ浮かび

すが、昭和初期や保存地区になっ

表わしていて、下から上に時系列

けを引き出して、
「この時代には、

ぐ補助線を引くことなのかもしれ

しだし、それがどのレイヤーのど

する視点で、
考古学だけでなく、

けを抜き出して語ることはできま

B

歴史的市街地の分析方法は視点
の取り方によって、復原的（9-1）
にも編年的（9-2）にもなる。景観
分析（9-3）は現在に視点をおく。

A

あんきょ

ここにこんな建物が建っていた」

あがってくることもあります。

ません。さまざまな時代の建物を
調査し、絵図や古写真などと見く

ＢとＣのレイヤーの関係性やその

こと関係するのかを調べることか

みも、重層的な視点でとらえなお

らべながら、現代の景観との関係

あいだの変化をとらえるのです。

らはじまります。それだけで終わ

してみると、いろいろな発見があ

層のつながりから
価値を浮かびあがらせる

と説明するのが遺跡の復元検討の
考え方です。 ‐
さまざまな時代のレイヤーを通

これは、試掘調査に似ています。

れば、
「ブラタモリ」と同じですが、

史的に眺めることもあります。横

本格的な発掘調査の前に縦孔を深

だいじなのはそのあとです。

文献史学にも有効な見方です。

せん。たとえば、一九七六年に重

からの視点ですね。 ‐ ＡとＢ、

く掘り、
各地層の深さや厚みを確

では、私たちが町並み保全計画

みなさんの地元の見慣れた町並

認するのです。歴史の流れを重視

などをつくるときには、どこから見

要伝統的建造物群保存地区に選定
二〇一七年一二月五日（金）五限
〈国際高等教育院棟 三二号室〉

るかというと、重なったレイヤー

さんねい

歴史的市街地の景観の
重層性のとらえ方

-1 ひとつの時代を
引きだして見てみる

3

された京都市東山区の産寧坂は、

2

を真上、
つまり現在から見て、上の
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1

-3 時代の積み重なりを
上（現在）から見てみる

施設
探訪

果樹
生産物 ナシ、カキ、ブドウ、モモなど。
試験的にカンキツ類やナッツ類も育成

京都大学農学部・
農学研究科

できたばかりの農場なので、まだまだ小さい木が多
いです。カキは平核無（ひらたねなし）や富有柿、太
秋などメインの6種類のほか、100種類ちかくの品
種を保存しています。オープンファーム当日に売ら
れていたのは平核無です。すぐに完売しました。

附属農場

私のイチオシの品種は太秋。甘くておいしいですよ。 カキの品種を保存する

じまんの設備 非破壊光センサー選果機
収穫した果物のサイズや糖度などの品質を測定する機械。
目では見えない糖度や熟度を客観的に測定することで、よ
り精度の高い選果ができるようになり、信頼性の確保につ
ながっています。

現代の農業生産は、多くの化石燃料や電力
を消費している。エネルギーとなる資源の

吸収された光

枯渇や、廃棄物の処理の問題にくわえ、炭
酸ガスの排出は環境に大きな負荷を与えて

光源

受光部

いる。京都大学農学部・農学研究科附属農
場（以下、京大農場）では、自然エネルギー
を活用した農業生産を実証するとともに、

光の吸収と成分量にはつよい相関があり、吸収さ
れた光の量を測ると成分の量が把握できる

ー

自然エネルギー生産と食料生産の併産をめ
ざした「グリーンエネルギーファーム」モ

選果室

デルを構築している。2016 年 4 月に京
都府木津川市に移転し、新たにスタート。
さまざまな最新の農業施設をそなえており、

4.2ha

次世代型農業技術の開発と実証の拠点とし
て教育・研究活動に貢献している。10 年

3.2ha

以上にわたり、京大農場で研究をすすめて
きた北島宣教授の案内で場内を探索した
案内役

北島 宣 教授
場は

京大農

じまんの設備 地下水位制御システム
FOEAS ＊（フォアス）
稲刈りのあと、つぎの田植えまでのあいだに、ほか
の作物を栽培すれば、圃場の利用効率が上がります。
このフォアスなら、作物に応じて土壌の水分をコン
トロールできるので、水田と畑との転換がかんたん。
畑の作物は湿害に弱く、水稲は干ばつに弱いので、
フォアスの導入で、湿害や干ばつ害の両方を軽減し
て、効率よく栽培できます。
＊FOEAS：Farm Oriented Enhancing Aquatic System

京大農場の生産物を購入できます

設定推移を超えたら自動的に排水

「次世代農業マイスター」を育成します

京大農場の歴史
京大農場は、1923 年の京都帝国大学農学部の創設にとも
ない、1924年に現在の北部構内に開設。1928年に高槻市
に移転し、以来、多くの農業研究者や技術者を送りだして
きた。約 90 年の歳月をへて、農場施設の老朽化がすすん
だことにくわえ、新しい施設を建てられる広い場所を求め
て、2016 年 4月に木津川市に移転。

京大農場へのアクセス
JR 木津駅（東口）
から徒歩20分。
バスも運行して
います。

線

川

手

24

至亀山

井

学研都市線
至北新地

至京都

木津駅

京都大学農場
東中
央線

社会人むけの教育プログラムを2017年度
から実施しています。教員の専門分野や最
先端の研究を学ぶ座学と、実際に作物を栽
培する実習とで構成され、一定時間の講義
を履修し、所定の評価を得た人には履修証
明書が交付されます。初年度は、農業関係
の仕事に就きたい人や、企業から派遣され
た方など、21名が受講しました。

きたじま・あきら
1977年に京都大学農学部卒業。京都府立大学農学部助手、高
知大学農学部助教授、京都大学大学院農学研究科（附属農場）
助教授などをへて、2008 年 4月から同大学院農学研究科（附属
農場）教授。おもな研究対象は、カンキツやカキなどの果樹類。

大

販売日時 月〜金
（祝日・年末年始・夏季休業日をのぞく）
10:00〜11:30、13:15〜16:00

設定水位に上昇するまで自動的に給水

日本一！

奈良線

米や野菜、切り花など、農場の生産物を本
館１階で販売しています。ホームページか
ら「きょうの販売品目」を確認できます。

設定水位

水位制御器

大
和
路
線

水位管理器

大池

線
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そさい

蔬菜
生産物 トマト、イチゴ、アスパラガス、タマネギ、カリフラワーなど
イチゴは「さがほのか」と「さちのか」をおもに栽
培しています。ハウスにはセイヨウミツバチを飼育
して、受粉をうながしています。施設に設置された
ハウスには、温度や湿度の高低、二酸化炭素の濃度
などを自動で管理できるシステムを導入しています。

じまんの設備 OPV : Organic Photovoltaic

カリフラワー畑

（有機薄膜太陽電池）

光を通す太陽光発電のパネルを温室の上部に設置していま
す。パネルを通った光は、作物の光合成につかわれるだけで
なく、同時に電気エネルギーを生みだします。試験段階の部
分も多く、
発電量は充分ではありませんが、
実用化にむけて、
トマトの生育状況や、ハウス内の環境、電気の発電量と消
費量をデータ化し、実証実験をすすめています。
太陽光
OPV

1.2ha

集電箱

パワーコン
ディショナー

本館

ヒート
ポンプ

売電

トリジェネレーション
システム

ライスセンター

0.7ha

かき

花卉

シリコン型
太陽光発電パネル

生産物 バラ、アンスリウム、シクラメン、コチョウランなど
バラは1,000株を栽培し、1年で4万本の切り花を、アンスリウムは500株を栽
培し、1年で2,000本の切り花を収穫しています。アンスリウムは、原産地の熱
帯雨林では薄暗く高湿度の場所に生育します。本来の環境に近づくよう、ハウス
内を遮光して薄暗くし、温度は15度以上に保つように制御しています。

じまんの設備

トリジェネレーションシステム

京大農場では、バラの周年栽培にとりくんでいます。冬期の
栽培では、寒さでバラが弱ることのないよう、一日中、ハウ
ス内を暖かくする必要があります。ハウスでは、ガスエンジ
ンを稼働して電気をつくりますが、そのさいに発生する温水
はハウス内の加温につかわれ、排ガスからは二酸化炭素を抽
出して、ハウスに供給し、光合成を促進します。
都市ガス

発電
ガスエンジン

水田作物

売電

生産物 イネを中心にダイズ、
ムギ類、雑穀類など
電気
（室内照明）

バラハウスの環境制
御。発電した電気は
農場内の栽培施設な
どで利用される

排ガス（CO2）
温水（暖房）

1枚がおよそ5 反
（0.5ha）
の面積の水田で、玄米
なら約1.8トン、
白米にすると約1.6トンぶんのイ
ネを栽培しています。日本人が1年に消費するお
米の量は、大人1人あたり60キログラムといわ
れていますから、大人25人の1年ぶんです。おも
にヒノヒカリを栽培しています。稲穂を玄米にす
るライスセンターもそなえていますから、授業
では田植えから収穫、精米までを体験できます。

京都大学農学部・農学研究科 附属農場
京大農場の約25ヘクタールを有する敷地には、
水田や畑地、果樹園、園芸用温室が配置されて
いる。農学研究科の生産管理科学講座がおか
れ、この講座の教員が中心となり、教育・研究
に携わっています。農業や食糧に関わる諸課題
の解決に向けて、環境への負荷を低減する農業
技術や、高品質で高収量な食物の栽培技術の開
発、実践をすすめています。
17
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栽培から収穫、調理まで、一連の実習が可能です

おまかせ
ください
！

13 名の技術職員が、農作物の栽培
管理や農業機械・施設の維持整備、
研究や実習の補助に携わり、教員を
サポートしています。水田班、蔬菜班、
花卉班、果樹班の 4つのグループが
あり、それぞれ専門的な農業の技術
や知識をそなえています。

文部科学省の
「教育関係共同利用拠点」に認定されており、
他大学や
高等専門学校の学生も、
京都大学の学生と同じ条件で京大農場の実
習科目を受講できます。受講生には栄養学科などの食に直接に関
係する学生だけでなく、社会学や経済学を専攻する学生もいます。
「食」はすべての人に関わる事がらですが、食卓にならぶ農作物がど
のように生育し、栽培されているのかを知る学生は少ないでしょう。
京大農場では、農作物の栽培、収穫から、
収穫した作物の調理まで、食にまつわる一
連の流れを実習で体験できます。環境エネ
ルギーや経済など、さまざまな視点で農業
と食を考えるきっかけにしてほしいです。

4

グリーンエネルギー
ファームって
なんですか？

シリコン型太陽光パネル。自家発電し
た電気は、農業施設や本館の電気、空
調、研究用電源に使用する

現代の農業生産は、
「エネルギー投下型」
。たとえ

なえる規模の太陽光発電パネルを設置し、電気

ば、トマトやキュウリの旬は夏ですが、食料品店

を生産していますが、あわせて電気を蓄える、蓄

に1年をとおしていつでもならんでいます。これ

電の研究も重要です。もっともエネルギーをつか

を可能にするのは冬期の暖房ですが、
そのために

うのは冬の暖房ですが、もっともエネルギーを生

たくさんの化石燃料を

産できるのは日射しの強い夏です。夏に生産し

つ か い、厖 大 な 量 の

たエネルギーを水素に転換して蓄え、冬にエネル

CO2を排出しています。

ギーとしてつかう新たなしくみをつくろうと、他

大型の農業機械を動か

分野の専門家とも協力し、取り組んでいます。

すのにも化石燃料が使

工学やエネルギー環境学の研究者や、このコン

用されています。このサ

セプトを政策として提言することも視野に入れ、

イクルから脱却しよう

経済学の専門家にも協力いただいています。

と、
京大農場では、農地

このモデルを実社会で実用化するには、企業

でエネルギーを生みだ

や自治体の協力も必要です。2017年に、大学

し、
そのエネルギーをつ

の研究者や企業、地方自治体などが参画する

かって、生産ができるよ

「グリーンエネルギーファーム産学共創パート

うな新しい農業システ

ナーシップ」を設立しました。これから農業関

ムの構築をめざしています。このエネルギーを地

係の分野に取り組みたいという企業や、たくさ

産地消するコンセプトを、
「グリーンエネルギー

んのエネルギーを生産しているけれど、有効活

ファーム」と名づけました。

用できていないという企業が集まり、ともにい

京大農場では1年をとおして昼間の電力をまか

ろいろな可能性を探っています。

農場

太陽光発電

農産物

昼間

●シリコン型太陽電池

夜間

●透過光型太陽電池
●フィルム脱着型
太陽電池

燃料電池車（FCV）

エネルギーマネージメントシステム

グリーンエネルギー
ファームモデル

熱

電気
水素

H2
蓄電装置

水電解水素
製造装置

農産物

水素エンジン
コジェネレーション

電気・水素

水素
ステーション

地産地消

日本の農業がかかえる問題
日本の「食」や農業はいま、農業従事者の高齢
化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、多く
の問題をかかえていますが、それにともなって
食料自給率が下がっていることも問題です。食
料を海外からの輸入に頼っていると、万が一の
事態に、深刻な問題をひきおこす可能性があり
ます。だから、
「自分たちが食べるぶんは自分た
ちでつくる」ことがだいじ。
あまり知られていませんが、日本の果樹や米の
品質は世界に誇れるものです。とくに温帯の果
樹であるリンゴやモモなどの日本産の品種の品
質は、
世界でもっともすぐれています。それだけ
の生産技術があることを、
もっとみなさんに知っ
てほしいですし、大学や企業を巻きこんで、
海外
にも展開してゆきたい。海外に展開することで
生産者の収益が上がると、農業に従事する人の
数も増えるかもしれない。そのようなお手伝いも
できたらと考えています。

京大農場の 1 日を体験！
京都大学の教育研究施設を一般に公開したり、
公開講座や講演会を実施する「京大ウィーク
ス」の期間に、オープンファームを開催してい

稲刈りから稲木干しまでの作業を体験

ます。大学の研究施設というと、
「私には関係
ない」と思われる方も多いですが、施設の特
徴や研究内容を知ってもらい、みぢかに感じて
ほしい。稲刈り体験や実験をとおして、子ども
たちに生物学や農学に興味をもってもらえる
きっかけになることをめざしています。
2017年のオープンファームの来場者は約

研究の一部を紹介するコーナーも

800人。木津川市周辺の方はもちろん、大阪府や滋賀県などから参加さ
れる方も増えてきました。京大農場には最新設備がそろっています。と
くに、再生可能エネルギーをつかった新しい農業モデルをすすめて
いるのは、
日本で京大農場だけ。いまの農業はこんなに進歩して
いるんだと、多くの人に知ってもらう機会になればと思います。

農業 機 械の展示は
子どもたちに好評
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組織として 1991 年に設置され
たが、部局をまたがるその特殊

実務責任者として束ねる苦労と

やりがいを、次長職を務める高

インタビューの場としてとおさ
れた部屋には大きなスクリーンと
見なれない機材。「あしたは防災研
究所の技術職員の会議です。附属施
設五か所をインターネット会議で

れてのことだった。

勤務地も勤務内容も
さまざま
＊２

＊４

北は北海道研究林、南は宮崎県
＊３

。遠隔地では職員の数が
中（図 ）

員は日本各地の附置施設で活躍

山観測所まで、京都大学の技術職

つなぐんです」と話す高橋さんは、 の幸島観察所や鹿児島県の桜島火
防災研究所の技術室長でもある。

出版社での見聞を活かして
発足当初から、総合技術部の部

少なく、現場を長く離れられない

長は工学研究科長が兼務してきた。 ため、打ち合わせのために高橋さ
の技術職員を統括する立場にあり

「組織のうえでは、部長がすべて

材をとおして見聞きした多くの企

室長に着任後は、出版社時代に取

感じ、一念発起 。二〇一一年一月、

るなかで学んだ経験を活かせると

土木技術者むけの雑誌などをつく

を公募することを偶然に知った。

そんな折、防災研究所で技術室長

をするとは思いませんでしたね」
。

が、京都大学でも同じようなこと

い、遠距離移動は慣れたものです

まわったことがじまんだったくら

つては四七都道府県を取材で飛び

決につながることもあります。か

を合わせて話すことで、課題の解

や電話でも連絡はとれますが、顔

んが出向くこともある。
「メール

技術職員の業務のはば広さは、京都

大学ならではだという。「実験機器

の管理から実験用マウスの飼育ま

で、同じ技術職員とはいえ『えっ、

そんなことをしているの！』と、

たがいに驚くほど、まったく異な

る業務をしています」
。

限られた人材の有効活用を

「約二七〇名の教室系技術職員を

とりまとめる責任は重いですが、

教員や事務の方がたと協力してい

ちから組織を再構築するのは、大

きなやりがいです」
。なかでも、
技術

職員の業務実態に即した勤務評定

基準を導入したことは大きな成果

だと自負する。
「技術職員の多岐に

わたる業務を、それぞれの職場の

実情を反映した評価軸できちんと

評価することで、一人ひとりのやり

がいにつながると期待しています」
。

総合研修や専門技術群研修など

を通じた職員間の交流をさらにす

すめ、人材活用につなげることが

こんごの目標だ。「ある技術をもっ

た人材が必要になったときに、そ

の部局で新規に採用するよりも、

ほかの部局から派遣するほうが効

率がよい可能性がある。そのマッ

チングをうまく調整するには、マ

ネジメント力のある人材が欠かせ

ない。そうした能力が身に着くし

くみを整えることも、私の役目で

す」
。そう、マネジメント力もま

（情報系）

第 5 専門技術群

ますが、個々の課題や要望を多忙
な部長が吸い上げることはむずか
しかったのです」
。そこで二〇一六
年度から、会議の運営や人事の実
務担当者を、技術職員が担う次長
職を設置することに。その初代次
京都大学に着任前は、東京の出

長に選ばれたのが高橋さんだ。
版社で編集者として働いていた。
つかは学生時代を過ごした京都に

業の経営論や組織論、マネジメン

た、京都大学をささえる技術の一

つなのだ。

第 6 専門技術群

（核・放射線系）

第 4 専門技術群

第 3 専門技術群

「仕事は充実していましたが、い

トのノウハウを応用し、防災研究

総合技術部内の組織は六つの専

もどりたいと考えていました」
。

所技術室の業務の改善をすすめた。

門技術群（図 ）
に分けられているが、

総合技術部の６つの専門技術群

核磁気共鳴装置・電 実験用動植物の飼育・ 粒子加速器・原子炉 スーパーコンピュータの
子顕微鏡の保守管理 栽培、フィールドの管 の管理など
管理、ネットワーク環
と測定、学生実験の 理、
組織学的解析など
境の企画・運用・管理
指導など
など

測定機器の設計開発、
研究用システムの構
築、遠隔地施設の維
持管理など

工作機械の設計・製
作・管 理、粒 子 加 速
器・望遠鏡・船舶の運
転など

守備範囲は日本全土、
マネジャーは飛び回る
名称はない。そんな裏方業務を

（生物・生態系）

（物質・材料系）

第 2 専門技術群

第 1 専門技術群

（システム・計画系）

（工作・運転系）

約270人の教室系技術職員は日本各地で働
く。北海道から鹿児島県まで、教室系技術
職員が常駐しているキャンパス・施設は27
ある。
（2017年6月1日時点）

橋秀典さんにたずねた

技術職員の働く地域と人数
図1

大阪
30
和歌山
12

性から、大学の組織図にもその

＊1 教室系技術職員
技術職員のうち、機械の運用や実験デー
タの解析、情報システムの管理などを担
当する職員。京都大学には、ほかに建物
や設備に関する業務を担当する施設系技
術職員がいる。
＊2 フィールド科学教育研究センター
＊3 野生動物研究センター
＊4 防災研究所

図2
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高橋秀典さん

鹿児島

愛知
8

まざまな課題解決のための全学

3 2
2
2 宮崎

4
3

大分
熊本
（兼防災研究所技術室長）

京都大学

1

次長への抜擢はその実績を評価さ

2

京都
195

さえる教室系技術職員＊ 1。京都

岐阜
滋賀
総合技術部次長

の人材育成と業務にまつわるさ
大学総合技術部はその技術職員

北海道
8

京都大学をささえる人びと
京都大学の研究・教育活動をさ

たかはし・ひでのり 1959年に福島県に生まれる。京都大学
農学部農業工学科卒業後、福島県庁、日経BP社をへて、2011
年に防災研究所技術室長に。2016年から現職も兼務。

いつか「できる自分」
を夢みて
体操部

主将＊取材時 島元謙吾さん
（医学部 3 回生）

「総 合体育館の地下」という情報さえあれ
ば、体操部の練習場所へは迷うことな
くたどりつける。階段を降りるとすぐに、広々と
したフロアに並んだ鉄棒や平均台、つり輪など
の器具が目にとびこ
んでくるからだ。
「器
具は常設しているの
で、開館時間内ならい
つでも練習できます。強豪
校並みの環境ですよ」
。主将
の島元謙吾さんは誇らしげに語る。重い
第 100 回の寄席を記念してつくられた
京大落研の系図。現在部員は 30 名をこ
えるが、むかしは数名しかおらず廃部の
危機にさらされたこともあったという

器具を倉庫から出して、組み立てる必要がない
ので、練習時間を確保しやすく上達も早いとい
うわけだ。それを裏づけるように、2017年の七
＊1

大戦で男子は二連覇を達成。
「特殊な技能が
求められるという先入観で、敷居の高いスポー

のはじめに披露した寄席で周囲から褒められた

ツに思われがちですが、部員の半分は大学から

んです。
『うまくなったんじゃないか！？』と勘違

のスタートです。真剣に取り組めば、確実に上

いして、落語にのめりこみました」
。

達できます」
。ことばの節々に情熱が宿る。話

それからは、依頼があればどこでも余興を催

を聞くうち、その発信源がみえてきた。

し、笑いを届けに奔走した。神社の秋祭り、政

「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への架

党の集会、パチンコ店建設反対運動寄席な

け橋だ！」
。日本中が歓喜した2004年アテネ

ど、会場は多岐にわたる。
「事情を聴かずに舞

五輪での体操ニッポンの復活に、当時小学生

台にあがると、日本語のわからない外国人観

の島元さんは魅了された。高校入学後は体操

光客ばかりだったこともあります」
。会場で巻

部に入部。体操に没頭できるとよろこんだの

き起こる笑いをモチベーションに、落語の研究

もつかのま、部員は 3 年生 3人と島元さんの

に励んだ。プロの寄席に足しげく通い、その

み。その3年生も、夏休み前に引退。
「それから

挙動を見たり、歌舞伎や狂言などの伝統芸能

2年間、先輩も同期も顧問もいない状態で、広

＊2

の公演にもすすんで足を運んだりもした。

い体育館の片すみで黙々と練習する毎日でし

「落語はほんとうにむずかしい。でも、おもし

た」
。練習方法は他校の選手の見よう見まね。

ろいんです。ネタは長年にわたり披露されてい

それでも、
不思議とつらくはなかった。
「宙返り

るのに、落語ファンは同じネタをなんど聴いて

や倒立を確実にマスターしたときはうれしかっ

もおもしろいと感じる。演じる人の個性や人生

た。どちらも基礎的な技ですが、努力をすれば

が落語ににじみ出るからです。いつかお客さん

成長できると実感できた」
。体操への熱は冷め

に『祇園花月より京大落研にいこう』と言わせ

ることはなく、
練習環境が整う京都大学に進学。

てみたい」
。真剣に語るときは、えびす顔の細

「入学してからの上達度は高校時代とはくら

い目がパッと開き、精悍な顔になる。周囲の部

べものになりません」
。得意の吊り輪ではC 難

員に見守られるなか、オチをつけるのも忘れな

度のヤマワキにも挑戦できるほどに。
「仲間か

かった。
「欲をいえば、テニサーくらい女の子

らの指摘や、練習動画のチェックをとおして微

が入ってほしい」
。せまい部室のなかがどっとわ

修正を重ねています。ヤマワキはまだ形にすら

いた。

なっていませんが、いずれはかならず自分のも

＊3

男子6 種目、女子4 種目のすべての器具が常設されて
おり、21時の消灯まで自由に練習することができる。
「授業のあいだの空き時間にも練習に取り組むことが
できます」

のにしたい」
。確実にこなせる技で構成する本
番とは違い、練習では高難度の技に重点的に
取り組む。失敗、失敗、失敗の連続だ。
しかし、
けっしてあきらめない。
「体操は点数で優劣を
つけますが、自分がどれだけ納得できるかがだ
いじ。できない技を修得できたときの喜びは、
なにものにも代えがたいですよ」
。

「部員をきびしく指導するようす」を模したようす。部室はきれ
いとは言いがたいが、居心地がいい。
「ゆるさと自由さが特徴
です」

＊1 七大戦
「全国七大学総合体育
大 会」の略称。旧帝
国大学の7大学が合同
で開催する体育大会。

七大戦時の集合写真。
「団体戦は、自分が不得意な
種目を、ほかの部員がカバーしてくれるのが魅力です」

＊2 「伸身の新月面が描く放物線は、
栄光への架け橋だ」
アテネ五輪日本体操男子代表の金メダル
獲得が決定的となった瞬間の実況コメント。

＊3 ヤマワキ
元体操選手、山脇恭二があみだした技の名。つ
り輪では「前方かかえ込み2回宙返り懸垂」を行
なう。つり輪以外にも、あん馬、鉄棒、平行棒
にも「ヤマワキ」を冠する技が存在する。
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優秀女性研究者奨励賞

久保田結子さん（工学研究科 博士後期課程 3 回生）
『宇宙だ』
と思いました」
。大学で
「直観的に
しかできないテーマを探すなかで、久保田

1
-V )/V
)/Vtr0
(v(v||-V
‖ RR
tr0

果てなき空間のなかで、
一粒の粒子に迫る

0

-1
-1
1

結子さんに研究者として輝く自分を強くイメー
の磁場があり、その影響で地球付近の高いエ
ネルギーをもつプラズマ粒子は地球を取り囲む
ように高速で動き回ります。このプラズマ粒子
群を放射線帯とよびます。放射線帯は宇宙飛
行士の被曝や、人工衛星運用の障害を引き起
こす場合があり、その発生メカニズムを知るこ
とは人類の宇宙環境利用を発展させるうえで
必要不可欠です。放射線帯の増減に影響する
現象を探るのが、私たちの研究です」
。
放射線帯の変動原因として久保田さんが着
目するのが、放射線帯粒子よりも大量に存在
する低いエネルギーのプラズマ粒子によって

-VR)/V
(v(v||‖-V
)/Vtrtr
R

ジさせたのが「宇宙」だった。
「地球には固有
0
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-180
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0
0
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90
90

180
180

特徴的な粒子の速度空間上での軌跡を表した
図面。赤線で示した螺旋の動きは近似で解く
とでてこない。この動きによって急激な加速が
起こる。研究結果は国内外の学会で多くの賞
を受賞。これらの成果が認められ、平成29年
度の京都大学総長賞を受賞した

落語研究会

生成される電磁波動だ。
「大量の粒子がつく

部長※取材時 児藤
（理学部 3 回生）

り出す波動が一部の特別な粒子を加速させ
て、放射線帯を構成する高速粒子を生みだす
のです」
。この現象を証明し、京都大学の優秀
女性研究者奨励賞を受賞した。
「30年前まで

ランチは宇治キャン
パス向かいにある
「たま木亭」のパンが
お気にいりだという

鑑さん

京 快な語り口で会場が爆笑の渦に包まれる
＊

大落語研究会 OB、笑福亭たまさんの軽
くすのきていとっぷがむ

は、対象の粒子の動きを単純化して全体の動

なか、
「楠木亭頂点我無」こと児藤鑑さんは手

きを捉える『近似の研究』が主流でしたが、そ

に汗を握り、舞台袖から演目を見つめていた。

れでは実際の観測結果に現れる急激な変化は

むりもない。1968 年の創部以来つづく「京大

表現できません。現在のスーパーコンピュー

寄席」の記念すべき100 回めの興行で、部長と

タの性能ならば、粒子一つひとつの軌跡を厳

してトリを飾ることになったのだから。

密に求めながら放射線帯全体の変化を定量的

「緊張するタイプなんですよ」
。えびすさまのよ

に確認できるはずです」
。

うな笑顔を浮かべながら寄席をふりかえる児藤

現在、
その放射線帯全域を評価できるシミュ

さん。その表情を見ているだけで、なぜかクスっ

レーターを開発中だという久保田さん。
「この

と笑ってしまいそうになる。当日の出来はどう

手法に着手できるのは、数十年間でパソコンの

だったのか。
「上方落語の『土橋万歳』を演じ

性能が飛躍的に上がったからです。過去の研

て、もう大爆笑の嵐でした」
。発言するやいな

究者が近似でしか表せなかった現象もいまなら

や、周囲の部員から矢のようなツッコミが入

すべて計算できるはず。この研究が地球物理学

る。
「どこがや！ 途中でとばして同じセリフを2

の発展の一端を担えたらとてもうれしいです」
。

回言うたやん！」
。どうやら、あまりうまくはい

「この研究の分野では、私たちは新興勢力で

かなかったらしい。しかし、2日間にわたり開

す。しかしそのぶん、いまだだれも確認していな

催した寄席はのべ 750人を集客。木戸銭100

い現象や結果をいちばんに発表できます。こ

円とはいえ、学生の寄席でこの記録は異例だろ

の研究に興味を示された著名な先生が学生で

う。
「満員の会場で噺ができたことは財産で

はなく『一人の研究者』として私と議論してくだ
さる、
研究をつづけてよかったと思う瞬間です」
。
「京都大学には研究のかたわら、多くの得意

教授に論文をプリントしたクッションをプレゼントした。
渡した途端、突如、ミーティングがはじまった

す。落語の魅力が伝わったならうれしい」
。落
語の世界にどっぷり浸かる児藤さんだが、大学
入学時はまったく興味がなかったという。

分野や趣味をもつ人が多いです。なにごとにも

「友だち探しをかねて、落語好きの知人につい

エネルギッシュで、尊敬できる方がたくさんいま

ていったのがきっかけでした」
。ところが、いっ

す。私も追いかけたいです」
。そう聞いて、波動

しょに入った知人は1週間後に退部。あらたに

粒子の話を思い返した。個性豊かな人たちの

コミュニティを探す気力もなく、気乗りしない

集う京都大学という空間にいる彼女が、仲間と

まま落語に挑戦してみることに。
「正直いっ

の交流や学会での刺激を得て、勢いよく突き進

て、1年間は惰性で続けていましたが、2 回生

む姿は、一粒の加速粒子と重なる。シミュレー
ション研究のトップをねらう、久保田さんの加
速はとまらない。
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2016 年12月にジオスペース探査衛星「あらせ」の打ち
上げを、研究室の有志と鹿児島まで見に行った。
「こん
ごは『あらせ』が取得したデータと、シミュレーション
の結果とを比較・検討したいと考えています」

＊笑福亭たま
大阪府貝塚市生まれ。1998 年に京都大学経済学部卒業後、
笑福亭福笑に入門。上方落語若手噺家グランプリ優勝をはじ
め、数かずの賞を受賞。

バゴー山地の焼畑と二次林におけ
るNTFPとしての野生植物。イさん
が注目する植物はコンニャク。焼
き畑での収穫がない5月、6月に採
れるので、村人の収入源になる
↓コンニャクイモ

日本で自信をつけて、
ふたたびミャンマーへ
京都大学では、研究テーマや研究方
法を自分で考えて選ぶ場面が多いとい
う。
「研究したいという思いをもつ留
学生にとってはめぐまれた環境です」

Ei（イ）さん
（アジア・アフリカ地域研究研究科
東南アジア地域研究専攻 博士一貫課程 5 回生）

ミ 地で、政府主導のもとに大規模な木材の

ャンマーの中央部を南北に走るバゴー山

すよ。村人たちは正直で誠実で親切」
。
調査地のカレン族はカレン諸語をつかうが、
イさんとは公用語のビルマ語で会話する。イさ
んには、ビルマ語をつかいなれない村人といち
はやく打ち解ける秘訣がある。
「村人には、敬
語をあえてつかわず、初対面でもフランクに話
しかけるようにしています」
。
ミャンマーの大学を卒業し、環境保全林業

プランテーション開発がすすめられている。し

省森林局で生物多様性の保全や劣化した森林

かし、そこで働く村人は、労働賃金は得られて

の回復などに携わった。
「当時の私は、木材生

も、木材を売ることはできない。いっぽう、村

産こそ経済価値があると信じていましたが、留

人所有の焼畑で栽培するNTFP（Non-Timber

学後にバゴー山地を調査するなかで、そうでは

Forest Products）ならば、売って得た利益は

ないと気づいたんです。彼らは木材だけでな

村人の収入になる。NTFPとは、森林地域で

く、藪に生える灌木や薬草などを日常生活に役

産出される、樹木、植物、動物など、木材以

だてる方法をすでに実践しています。森をよく

外のさまざまな森林産物のこと。イさんは、

知る彼らのくらしは、生態系や環境の保全に適

2012 年から継続的にバゴー山地の村に足を

しています」
。

運び、NTFPの収穫量と村人の生計との関係
を研究している。

日本に来て6年。流暢な日本語で応じるイさ
んだが、当初は日本語もままならず、不安だっ

1回の調査で3か月ほど滞在し、植生調査や

たという。日本語で積極的に話しかけるように

聞き取り調査を重ねるという。
「ミャンマーの

努め、コンビニでのアルバイトも始めた。
「遠

大学の授業では、数人ずつのグループで森に

い国での一人暮らしは大きな自信になりまし

入りましたが、いまは一人で森を歩きます」
。獣

た」
。困難に直面しても、ひるまず立ち向かえ

に出くわすのでは、と心配ばかりする私をよそ

るようになったという。

に、イさんは楽しげにつづける。
「ごまかされた

「飲み会」は日本で学んだ交流術のひとつ。

りだまされたりする都会よりもよっぽど安全で

ミャンマーにはない慣習だという。
「ともにお
酒を飲む時間を重ねるほど、仲よくなれる。
3 月で京都大学を卒業し、母国の森林局にも
どります。のこりわずかですが、研究室の仲

19 世紀にミャンマーがイギリス
領に併合されてから、バゴー山地
では木材となるチークの生産が
さかんになった

間とすごす時間を楽しみたい」
。異国の文化

有朋自

を受け入れ、心を開いて関係を築こうとする
イさんなら、どんな場所でもしっかりと根を
はって、彼女らしい花を咲かせるにちがいない。

遠方来

日本に来て驚いたこ
とは、教授と学生の
対 等な人 間 関 係。
所属する研究室の竹
田晋也先生（左）は、
気さくに接してくれる
調査地に滞在してい
るあいだは、村人に
食材をわけてもらい、
いっしょに料理する

友人と祇園祭へ。研究だけでなく京都での生活も楽しんでい
る。お気に入りの場所は清水寺だという
第33 号 ● 2018

22

京都大学基金事務局より
京都大学基金では、卒業生をはじめ保護者や地域、企業・団体の皆様からいただいたご寄付を、教育・研究・社会貢献のために活用しています。
【お問い合わせ先】 京都大学基金事務局 TEL.075-753-2210 http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp

3

No.
「学生支援」のために活用しているのをご存じですか？
学生たちが経済的理由によらず修学を続けられるように、また、心置きなく新しいことにチャレンジできるように、
京都大学基金にいただいたご寄付を、さまざまな学生支援のために活用しています。
企業寄付奨学金制度「CES」
2017年度に新たに設立し
た企業寄付奨学金制度
「CES：
Kyoto U.Fund-Corporation
Endowed Scholarships」
は、本学卒業生が活躍する民
間 企業からご寄付をいただ
き、学業優秀な学生が経済的
理由で修学を断念することが
ないよう支援する給付型奨学
金です。2年めとなる2018 年
度は新たに 5 社が加わり、12
社よりご協力いただいています。
協力企業で活躍するOB・OGとの懇談会を開催
CESでは協力企業との交
流会や OB・OG 懇談会を開催し、奨学生が各界で活躍する卒業生たち
の姿に身近にふれる機会を設けているなどの特徴があります。
京都大学基金にとって、
卒業生と大学との架け橋となって、
両者がともに
学生をささえていけるような枠組みをつくることは重要な役割です。こん
ごもCESを拡充させ、さらなる学生支援の充実に注力していく予定です。

学生の挑戦を支援する「SPEC」
京大生チャレンジコンテスト「SPEC：Student Projects for
Enhancing Creativity」は、
〈おもろい〉ことにチャレンジする学生を応
援するために 2015 年度よりスタートしました。学生が「やりたい」こと
を応募し、コンテストをパスしたアイデアに対して、京都大学基金がクラ
ウドファンディングによって寄付を募り、活動資金として支給します。
第 3 回を迎えた 2017年度は 5 件のプロジェクトが採択され、すべて
寄付目標金額を達成しました。

採択発表会にて、2016・2017年度採択学生と総長ら

京都大学同窓会だより
第12回京都大学ホームカミングデイの開催
そう

2017年11月3日（金・祝）
、
「創」をテー

台やステージなどを展開した「くすのき秋祭

2017年11月、
富山県京都大学同窓会が設

マに第12 回京都大学ホームカミングデイを

2017」
、唐池恒二 JR 九州代表取締役会長

立されました。富山県に在住または勤務す

開催しました。当日は、同窓生、一般の方な

をお招きして開催した「卒業生×在学生 交

る本学の卒業・修了生を会員とし、会員数は

ど約 2,800 名の参加がありました。

流イベント〜京大生のキャリアを考える〜」

約 500 名です。これを受けて、京都大学に

など、さまざまなイベントを行ないました。

加入している同窓会の数は112となりました。

講演会は、テーマ
と同じ「創」と題し、

新たな企画として、スタンプラリーを実施

陶芸家 樂吉左衞門

しました。在学生による解説を聞きながら本

氏から、樂焼や初代

学構内10か所を巡っていただき、スタンプを

長次郎の黒樂茶碗、

貯めた方にプレゼントを進呈しました。

千利休の茶の湯、お
茶室などのお話があ
りました。後半の山

当日は天候
講演を行なう樂氏

にも恵まれ、参
加者は穏やか

極総長とのパネルディスカッションでは、樂

な秋の一日を

茶碗の世界とゴリラの世界が融合し、おお

満喫していまし

いにもりあがりました。

た。次回のホー

ほかにも、竹茂楼の特別弁当と京都大学

ムカミングデイ

ジャズ研究会「Off-Beat」によるジャズ演奏

は、2018年11

を楽しんでいただく「京料理を味わう」や、

月3日（土・祝）

京都大学交響楽団と、京大合唱団 OB・OG・

に開催します。

現役生による音楽会、クスノキを中心に屋
23

新規加入「富山県京都大学同窓会」
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同窓会設立総会

音楽会

同窓会 Facebookで最新情報を掲載しています。
ぜひ、フォローください！

https://www.facebook.com/
KyodaiAlumni/

スタンプラリー

私を

多様な出会いと交流のなかで
変えた
あの人・あの言葉

千松信也
猟師

シカを担いだ僕のまわりに寮生が

当時、住んでいたのは吉田寮。

ふと思い出す、
あのときの人びと

となっているのはまちがいない。

まで猟を続けていられる原動力

ん で も ら え た こ と が、僕 が い ま

尽くした。このとき、みんなに喜

文 学 部 東 館 地 下 の 自 治 会 室。
どんどん集まってきた。

一一月祭で屋台を

以上に抵抗があり、動揺した。

ド ア を 叩 く 音 で 目 が 覚 め た。薄

「こりゃあ、全寮放送せなあかんな」

ドアを開けると、事務のお姉さん。 「おー！ すげえ」

汚れた二段ベッドから這い出して、

「まあ、とりあえず千松も飲めや」

「千松くん、寝てるんでしょ 」

な い の、も う あ な た だ け な ん だ
さっきまでの心の葛藤や緊張が一

た。そのときは、学

るまったこともあっ

や警備員の方に好評

生よりも用務員さん

気に和らいだ。

変わらないいつもの面々に会い、 出して獲物の肉をふ

「三回生からの専攻の希望出して
けど？」
「あーそうですか。まぁ授業も全
然出てへんし、どこでもいいかな」
放送を聞いた同期入寮の留学生
が包丁を片手にやってきた。

うねえ、あなた自治会とかやって

「だめだめ、そんなことじゃ。そ

さんのことは忘れられない。

てきてくれた某Ｓ学部の用務員

ビ ー ル を 一 箱、卒 業 祝 い に 持 っ

吉田寮の受付まで

しなるなあ」

卒 業 す る ん か。 さ び

「 に い ち ゃ ん、つ い に

くなった。

で、 ず い ぶ ん な か よ

「つぎはイノシシやな」

「めちゃくちゃうまいわ」

炙ってどんどん肉を食う。

寮の前の広場で解体。焚き火で

くヤギさばいてたヨ」

るんだったら社会学は？ ……あ、 「千松サン、ワタシ、中国ではよ
ダメ、もう定員いっぱい。あ、現
代 史 学 な ら 入 れ る か も。あ そ こ
もそういう人多いし。じゃあ、も
こうして僕はぶじに研究室に

うそれでいいね！」

結局、一晩で一頭まるまる食べ

学生時代、捕まえた獲物は
バイクで運搬した

入ることができた。
「猟師やりな
が ら 本 ま で 書 く な ん て、さ す が
文学部！」なんて言

そう、特定のだれかではない。
休学・留年を入れての一〇年間、

『紅萠』は、次の URLで閲覧できます。
WEB 版 http://www.kyoto-u.ac.jp/kurenai/
PDF 版 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kurenai/

われるが、史学科な
ので、じつはあまり

好き勝手やって過ごした学部生
活。そのなかでお世話になった方
がたや友人たちとの多様な出会
いがいまの僕を形づくっている。
「な ん で 京 大 ま で 行 って猟 師 な
の？」
散 々 言 わ れ た 言 葉 だ が、僕 は
京 大 に 行 っ た お か げ で、自 分 の
人生についてじっくりと自由に柔
軟 に 考 え る こ と が で き、こ の 道
を選ぶことができたのだと思っ
ている。

©2018 京都大学 （本誌記事の無断転載・放送を禁じます）

関係ない。

はじめて
獲物を捕らえた夜
学生時代に猟を始め
て、最初の獲物はシカ
だった。懸命にトドメ
を刺し、バイクに縛り
付 け て 持 ち 帰 っ た。覚
悟して始めたはずだっ
たが、やはり自分と同じ
くらいの大きさの動物の
命を奪うことには思った
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最近、小学校では、掃除時間になると子
の傷跡を思い出したりした。
どもたちがいっせいに「スイープ」をしてい
でも、先日東京で見た子どもは、雪をわ
るらしい。ピョンチャン・オリンピックで有
ざわざ避けて歩いていた。子どもって、わざ
名になったカーリングで、ブラシでせっせと
わざ雪の中に入っていかなかったっけ、と私
氷上を掃く、あの動作である。掃除につか
は少し悲しくなった。
う箒を持てば、たちまちそれで遊ぶことがで
子どもが必ずしも「子ども性」をもってい
きるのが子どもであろう。
るわけではない。同様に、大人だって「子
歩道を子どもたちが走っている。子どもた
ども性」をもつことができる。京大は、この
ちはなぜ走るのだろう。大人は、目的をもっ 「子ども性」をいつまでももちつづけること
て走るが、子どもは目的もなく走る。そして、 ができる大学でありたいと思う。
昨日見た子どもたちのうちの一人は、コテン
2018 年 3月
とこけたりしていた。私は、自分のひざ小僧
広報委員会『紅萠』編集専門部会
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9 年間を過ごした吉田寮の
一室にて。長髪だったころ

せんまつ・しんや
1974 年に兵庫県に生まれる。京都大学文学部在籍中に狩猟免許を取得し、
先輩の猟師から伝統のわな猟、網猟を学ぶ。鉄砲による猟は行なっていない。
現在も運送会社で働くかたわら猟師をつづける。著書に『ぼくは猟師になった』
（新潮文庫）
、
『けもの道の歩き方──猟師が見つめる日本の自然』
（リトルモ
ア）
。狩猟啓発イベントや市民講座などでの講演も各地で実施している。

?!

