2019

36
第
号

36 号
2019
もくじ

巻頭対談

2

遊んで、
悩んで、
ことばに沈む
現実と虚構に生きる
作家という仕事とその日々

いしいしんじ＋青羽 悠 進行●廣野由美子
追憶の京大逍遥

7

京大ならではの、ポップな頭脳集団だった
川下大洋
8

授業に潜入！ おもしろ学問

リーダーの条件は自分と
他者の〈こころ〉を知ること
河合江理子＋河合美宏

恩師を語る
戦後日本を鋭く見つめた先覚者 高坂正堯

12

潜れども潜れども叡智は深く
中西 寛
15

京都大学をささえる人びと

24 時間 365日、
集まり続ける地震データを整理
澤田麻沙代

萌芽のきらめき・結実のとき
16

「怪異」の跋扈する社会のしたたかな人びと
高谷知佳

100年後の人類に役立つ可能性を
秘めた、厖大な標本を次世代へ

西川完途

輝け！ 京大スピリット
20

男子ラクロス部／民族舞踊研究会／村津 蘭

22

「…ぼくはあっちがわにぐいとひきよせ
られる。でもね、かくんだよ。ぼくはか
くの、あしをふんばって。おねえちゃん
のわらいごえをきくためにね。おねえ
ちゃんのこえはこっちがわにある。…」

まなび遊山
もの言わぬモノが語りだす

「秘めたる美学」の物語

いしいしんじ『ぶら
んこ乗り』
（理論社、
2000年）
から抜粋

触発ギャラリー

表紙の解説●
モノ語る京大の歴史

石英（日本式双晶）総合博物館蔵
総合博物館 は 京都帝国大学時代
から集められた2万点以上の鉱物
標本を収蔵。その中でも、1万点を
超える「比企鉱物標本」は、現代で
は入手できない日本最高峰の鉱物コレクション。工学
部採鉱冶金学科の教授であった比企忠（ひき・ただす、
1866-1927）
が蒐集した。表紙の石英は、二つの石英結
晶
（水晶）
が接合した双晶の一つ「日本式双晶」
。大型で、
左右の結晶のバランスが秀逸な一品。背景に使用した
比企が記したノートは、標本の保管方法や、入手経緯が
細かく記された「バイブル」である。

いしい●振り返ると、ぼくが書いたもの

生き方もそういうものですか。（笑）

う人が主人公です。いしいさんご自身の

題名どおり、何にでも取り憑かれてしま

る作品が多いですね。
『トリツカレ男』は

かに取り憑かれて生きている人が登場す

廣野●いしいさんの初期の小説には、何

24

ていますが、自身の姿が今の小説にどう

と小説の世界との距離はほどほどにとれ

きは、ああやったな」
。今は自分の生き方

には、たしかにそのときに自身が置かれ
二〇〇〇年の『ぶらんこ乗り』での長編小説デビュー以降、自身
の 率 直 な イ メ ー ジ を み ず み ず し く 書 き 綴 る い し い し ん じ さ ん。 ていた状況が表れています。最初の三冊
高校二年生で書いた『星に願いを、そして手を。』で小説すばる （『ぶらんこ乗り』、『トリツカレ男』、『麦
新人賞を最年少受賞した青羽 悠さん。作家たちは、生きること
ふみクーツェ』
）を書いた二年間は自室に
の喜びや悲しみ、不安など、かたちにならない感情や時間の流
引きこもって、まさに取り憑かれたかの
れを〈物語〉としてかたどる。はたしてそれは、自分のためか、 ように書いていました。しかも、
『トリツ
それとも人に読んでもらうためか。
カ
レ
男
』
の
執
筆
時
は
恋
愛
に
も取り憑かれ
対話を通して見えてきたのは、意外にも、二人のカラッとした
ていて、大恋愛中やった。
（笑）
生きざま。物語とたわむれ、楽しむ二人のことばは、人生はもっ
そういう自分を意識して書いていたの
とおもしろいのだ、と私たちに教えてくれるようだ。
ではなくて、時間がたってから、
「あんと

現実と虚構に生きる作家という仕事とその日々

遊んで、悩んで、ことばに沈む
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ゲスト

いしいしんじ
青羽 悠
ゲスト

か言えないです。

れますが、
「書くしかないと思った」とし

うして小説を書き始めたの」とよく聞か

覚は、とてもしっくりきます。ぼくも「ど

青羽●「取り憑かれて書いた」という感

反映されるかはわかりませんね。
（笑）

考えていて、その挑戦があの形式に……。

した。三方向からものごとを見たいとは

青羽●ベースは一か月ほどで書きあげま

たのではないでしょうか。

捉える手法ですね。構想に時間がかかっ

人が入れ替わる。一つのことを多元的に

い」という感じがしますよ。書きたいこ

とが一番伝わる方法を考え、ひらめいた

いしい●読んでいると、
「ああしか書けな

構造がこれだった。一六歳だからこそ、

一六歳で書いた『星に願いを、そして

ロでした。当時は、自分の「夢」が何かわ

軽々と計画を超えて、ビャッとつかめた

手を。
』の中で、自分と小説との距離はゼ

ざ夢が見つかっても、夢が叶わなければ

からず、決められなかった。そして、い

瞬間があったのだろうと。

いてしまおう」と書き始めた。

のについて、抱えるであろうことは全て書

て余していました。だから「夢というも

もおもしろくて、独特のユーモアがある。

ような感じがしました。擬音語や擬態語

しばりがなくて、〈大人のメルヘン〉という

廣野●いしいさんの作品はリアリズムの

経験こそが、
血の通った文章につながる

辛いだろうし、叶ってしまえば宙ぶらり

んになってしまうかもしれない。とにか

く不安でした。一方で「何かをしなけれ

廣野●青羽さんの新鮮な作品には、冒頭

いしい●「自分はこんな物語を書いてい

ば」という焦りのようなものを自分で持

部から技巧性に惹きつけられました。語

でも、二〇年ほど前、三四歳の頃に心

書ける」と思いあがっていたくらい。

どを書いていて、当時は「自分はなんでも

イターとして旅日記や評論、短編小説な

トを実家で見つけたから。それまではラ

の頃に書いた「たいふう」という話のノー

編作『ぶらんこ乗り』は、ぼくが四歳半

家だという意識もないのです。最初の長

る」という自覚はないのです。自分が作

青羽 悠『星に願いを、
そし
て手を。
（
』集英社、2017
年）
から抜粋

り手は一人称ですが〈僕〉
、〈私〉
、〈俺〉の三

あ の 銀 色 に 光 る ド ー ムの 中 で な
ら、 僕 は ど こ ま で も 行 け た。 月
へも、太陽へも、この太陽系の外、
きっとカシオペヤ座にだって。
何が変わってしまったんだろう。

と体を壊して実家に帰ったときに、
「たい

ふう」を見つけた。これに比べると、こ

れまで書いてきたものはまったくダメだ

と思いましたね。

青羽●ライター時代には、
プロ意識はあっ

たのですか。
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作家
1989年文学部卒業

総合人間学部 2 回生

進行

廣野由美子

人間・環境学研究科／
国際高等教育院 教授

いしい・しんじ

あおば・ゆう
（ペンネーム）

2000年、愛知県に生まれ
る。高校在学中の2016年、
『星に願いを、
そして手を。
』
で第29回小説すばる新人
賞を受賞し、デビュー。同
賞の最年少受賞記録を更
新した。

廣野●四歳半の自分が原点なのですね。

り拓いている感覚はありません。

れを続けているだけで、新しい表現を切

とばで埋めようとしていた。今もまだこ

まらない溝〉と向きあい、一所懸命にこ

していた。世界と自分との間にある〈埋

年間で唯一、
〈よくわからないもの〉を出

「たいふう」は、生きてきた自分の三四

を出すことはほとんどなかった。

内側から出てくる〈よくわからないもの〉

されたものを提出していただけ。自分の

とは思っていましたが、振り返れば注文

いしい●求められる以上のものを書こう

1966年、大阪市に生まれ
る。京都大学文学部仏文
学科を卒業。2000年に『ぶ
らんこ乗り』で長編小説デ
ビュー。2003年に『麦ふ
みクーツェ』で坪田譲治文
学賞。2012年、
『ある一日』
で織田作之助賞、2016年
『悪声』で河合隼雄物語賞
を受賞。その他、
『トリツ
カレ男』
、
『ポーの話』など、
著書は多数。

というのが本音。
（笑）

いうと、
「そんなものは背負いたくない」

でも、読み手や観客を意識しているかと

ですが、ある日、社長さんに言われました。

所に入ったのです。楽しく働いていたの

の試験に落ちて、高校卒でデザイン事務

はないのです。

うとしか書けない。狙ってできることで

けてくる。いろいろと書こうとしても、そ

が、人間の本当の姿はこれだ」と突きつ

が最後は、
「おまえたちはこう思っている

リスの作家にしても、テーマは多彩です

すよ。イアン・マキューアンというイギ

いしい●きっと出てきてしまうと思いま

うしても自分から逃れられない。

ションを書いている実感はありますが、ど

とを、
今はじめて意識しています。フィク

廣野●いしいさんの文章には、細かな部分

奥村昭夫さん。巡り合わせだなと。

前まで京都大学の客員教授をされていた

研究所のロゴマークを作った人で、三年

いしい●その社長は、京大の iPS 細胞

廣野●それで京都大学に入学したのですか。

のができる。そういうもんなんや」って。

る奴の絵のほうが一〇〇万倍くらいええ

フィンの絵よりも、サーフィンの経験のあ

学に行きなさい。
絵がうまい奴が書くサー

も年上の人が真剣にそう言う。
「普通の大

いなく道端で野たれ死にするぞ」
。二〇歳

「きみ、この暮らしを続けていたら、間違

青羽●そのようにして自分の型が生まれ

に「この世界を知っている人だ」と思わせ

でも、
自分と距離をおいた物語を書くこ

てくるのですね。

が読み進める手助けをしてくれる物語で

青羽●ぼくは「贅沢な読み手」で、作者

にかありそうだと、ドキッとさせられる。

という描写が繰り返し出てきて、きっとな

ありますね。
「フェンスが一部くぼんでいる」

廣野●青羽さんの小説は、ミステリー性が

に顔向けできないものは書きたくない。

いしい●四歳半の「いしいしんじくん」

科学館になりました。

いを、そして手を。
』の舞台はおのずと、

青羽●ぼくは宇宙や星が好きで、
『星に願

が強烈に好きなものは詰め込んでしまう。

書いているときは考えもしませんが、自分

いしい●シャガールはめっちゃ好きですね。

たが……。

シャガールの絵が浮かんでくるようでし

イメージも強烈。
『ぶらんこ乗り』からは

廣野●音に満ちているうえに、視覚的な

小説を書いているようなものです。
（笑）

いしい●楽器も絵もやって、下手だから

さん自身も音楽をされていたのでしょうか。

楽団の風景がよく描けていますね。
いしい

ろいな」と心が動いたり、読んでいる間

ンドのおじいちゃんが読んでも、
「おもし

アンの女の子や、七〇〇年後のアイルラ

作家です。でも、三〇〇年前のインディ

れの上にほこりがちょっと乗った程度の

売れるとは思わないし、日本の文学の流

いしい●ぼくは、自分の本が何十万部も

いしい●そうです、本当にあります。

ちは強くありませんか。

いさんは、なんでもやりたいという気持

す。音楽を作るのも好きなんです。いし

青羽●ぼくも今、音楽の話を書いていま

廣野●いしいさんの
『麦ふみクーツェ』では、 る質感のようなものがしっかりとあります。

ないと、なかなか読み進められない。だ

いしい●意識せずとも、自分の体験が後

い。そういう人が一握りでもいるなら、ぼ

読んでもらうために書くのか、
自分のために書くのか

から、自身が書くなら、最後まで読み手

は嫌なことを忘れたりできるかもしれな

ぼくは、京都大学に入る前に芸術大学

を追って表れてきますよ。
を考えるうちに、こういう作風になった。

を飽きさせないだけのエンジンを積まな

1958年、
大阪府に生まれる。
京都大学文学部独文科卒
業。英文学に転向後、神戸
大学大学院文化学研究科
博士課程、学術博士。山口
大学教育学部助教授、京
都大学総合人間学部助教
授をへて、現職。文部科学
省科学官。イギリス小説を
専攻。著書に、
『批評理論
入門――「フランケンシュタ
イン」解剖講義』
他多数。

きゃ、と。自分がおもしろいと思うもの

ひろの・ゆみこ
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た」という錯覚を信じていたいがために

ささやかだけれど、
「ぼくがいてよかっ
中に浮かびあがってくる像が見えている

見ていますが、何か別のもの―― 自分の

本を読むとき、人間はもちろん文字を

が反映されて、作品として成立させるのが

ル地点とであまりにも価値観の違う自分

の距離が近すぎると、スタート地点とゴー

感覚を肌身に感じています。作品と自分と

この三年は、価値観が一か月単位で変わる

でもわかるように書いているのですが、小

一文一文は一〇歳の子でも、おじいさん

声』
、わかった？」だったそうです。
（笑）

の審査員が顔を合わせての一言めは、「
『悪

雄物語賞」をいただいたのですが、三名

説で、河合隼雄財団が運営する「河合隼

ことがありますね。

書いている。
気がします。この像を生む力こそ小説の

難しくなる。今はそれが悩みです。

くが書くことで物語と読者とがつながる。

廣野●錯覚ではないですよ。かりに世界
特徴だと思います。

説の構造全体を見るとわからないようで

に一人しか読者がいなくても、その人と

す。自分でもそうで、毎日、手もとだけ

たちがわかる。もちろん、きちんと構図

廣野●青羽さんの所属は総合人間学部。

を決めて最後の一行から書く人もいます。

文理のどちらも学べて、多彩な分野から

青羽●〈ぼく〉という存在が真ん中にい

最後にこのセリフが出てくるなら、こう

例えば、バスの中で読んでいた本を閉

て、そこから延びるノードに執筆や学問、

いう場面、展開になるはずだと。

じて降りて歩きだしたとき、思考はまだ

えている。この瞬間が、文章を読んでい

サークル、友人がある。創作と学問とは

青羽●ぼくは先に構図を決めるタイプで

一瞬でもつながれば、何かが伝わる。物

るとき以上に「読書をしている」瞬間だ

すでに分かれている感覚です。

す。でも、わかりにくいけれどおもしろ

語はそういうものではありませんか。

と感じます。

廣野●それなら、
何をしても大丈夫。中心

い小説は、筋が通っていておもしろいも

見ながら薮を切り分けているから、どう

いしい●読書中の時間の流れは川のよう

にしっかりとした自分があるのなら。

専門が選べる学部です。理系にも興味が

なもので、読むことはその川に飛び込ん

青羽●ただ、その自分がそうとう揺れて

物語に持っていかれている。
「自分の場合

「もの悲しい」
、
「もの思いに

でびしょ濡れになることです。読み終わっ

のを書くより難しい気がします。わから

いしい●国語学者の大野晋さん
（故人）が

耽る」
、
「もののあわれ」な

て河原に上がり、自分の水辺に飛び込む

いる。
（笑）

書いているシーンだけを意識していても、

いう山道を歩いているのかわからない。振

どの〈もの〉と同じだと。こ

のですが、やはり水が「うつる」のです。

つねに全体のバランスを本能的に維持し

り返って刈りとった跡を見てはじめて、か

の〈もの〉は「人間にはい

廣野●物語の「水滴」がくっついてくる。

廣野●私の指導学生に、ミステリー作家

なければ、わからなくておもしろいもの

あるとのことですが、創作と研究とは距

かんともしがたい巨大な流

たっても、別の言語に翻訳されても、そ

いしい●古典と呼ばれるものは、何百年

の橘ユマさんや、ファンタジー作家の天川

は生まれないと思うんです。

離をおきますか。

れ──季節の移ろいや身分、

の水が薄まることはないのですね。
プルー

栄人さん（ともに人間・環境学研究科修

いしい●その方向感覚を鍛えるには、他

だとどうだろう」
、「こういうことを言って

死、病など」のことで、
「も

ストも夏目漱石も、ことばにならない巨

士課程修了）がいます。在学中に、橘さ

の小説を読むことです。読み続けている

いるのかもしれない」と引きずられて考

のがたり」は「巨大な流れ

大な塊を抱えているからこそ書く。あら

んは第一回「カクヨムWeb 小説コンテス

と、
「こうきたら、こう」
、
「あっ、足もと

ばを定義しています。物語の〈もの〉は、

に巻き込まれたかのように

すじやセリフだけでなく、そのむこう側

ト大賞」
、天川さんは第十三回「角川ビー

が崩れてきたな」とわかる。

強く押し流されるような流
れがあることをよく実感します。これま
では技巧的な部分や、構成の作り方に目
が向いていたのですが……。

きは、他の人の小説は読まなかった。

いしい●ぼくは、最初の数冊を書いたと

がぶれてしまいそうで怖い……。

う。だから最近、読書をすると自分の軸

とは、その下の塊にぶつかることだと思

いしい●二〇一五年の『悪声』という小

かりやすければよいとはかぎらない。

で書かなければなりませんが、小説はわ

と思います。論文は明快で論理的な文章

一方、切り替えにも苦労したのではないか

ら創作活動をするのは、学ぶことも多い

ら進んでいる気はします。

使えない色や音のイメージは遮断しなが

く、
「きな臭い感じは保たなければ」と、

が出てきました。でも、やみくもではな

これ、どうなるんや」というエピソード

今日も午前中に書いていると、
「なんや

はずれな方向には進まない。執筆中には

なくても引き込まれるものは、絶対に的

書いてしまうもの」だと。

にあることばにならない部分から滋養を

作品を出版しました。文学を研究しなが

ンズ小説大賞審査員特別賞」を受賞して、

青羽●一六歳で書き始めて、今は一九歳。

物語のゆく末は制御できない

青葉●……ハッとする話で

もらっている実感もあります。

すね。最近、作品の中に力

青羽●文章は氷山の一角。小説を読むこ

のに「すごい！」と思うことがある。

いしい●読んでいて、わけもわからない
青羽●ありますね！
廣野●これはすごいと感じた瞬間、全て
を忘れさせてくれる。
「あれもこれも、大
切」という迷いが消える瞬間に出会わせ
てくれるのが、物語の力ですね。
青羽●一文だけで、心を持っていかれる
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『古語基礎語辞典』で「物語」ということ

2019年7月にトゥバ共和国を旅したときの日記。
子どもの頃から旅行先では日記をつけていた。ラ
イター・デビューは、
「シーラカンスを釣りたい」
と会社を休んで行ったコモロ島旅行で書きため
た旅日記が注目を集めたことがきっかけ

ました。計画しないと書けないので、朝

青羽●ぼくも、今日の午前は執筆してい
いしい●ぼくも旅日記をつけると、一日

ようにしています。

た人が知りあいの知りあいで、そのまま遊

いるイメージです。（笑）喫茶店で隣り合っ

がいて、そこでぐるぐるとかき混ぜられて

びに行くこともありました。毎日いろいろ

けてくれない土地のように感じます。エ

電してエネルギーを帯びなければ寄せつ

その後いったん外に出ました。京都は充

廣野●私も大阪出身で京都大学に行き、

のような感じです。
（笑）

はただの場所ではなくて、自分のご主人

京都で書いた本は全て京都のお話。京都

を書け」と言われているのだと。だから、

う、
「奥までちゃんと見せたるから、京都

宴会に同席することにもなり、これはも

その年は祇園祭の山鉾町の長老が集う

が決まった。

デューサーで、ラジオ番組のレギュラー

たま外食した隣の席がＫＢＳ京都のプロ

て引っ越すと、三日もしないうちにたま

クさんと宴会をしていた。
（笑）縁を感じ

返すと、八か月前にオランダ人のディッ

で住んでいたと。
「待てよ」と日記を読み

ディックさんというオランダ人が半年前ま

都に決めたのですが、家の下見に行くと、

た感覚でした。嫁さんの助言もあって京

いしい●京都には不思議に引き寄せられ

すね。

り住んだ後、京都に戻ってこられたので

学に進学され、東京、神奈川、長野と移

廣野●いしいさんは大阪生まれで京都大

を作ったりしています。京都大学にはい

いてある工具を使って、思いついたもの

ました。今は地球科学のゼミにいて、置

宙学ゼミ」に参加して、無重力体験をし

の土井隆雄特定教授が主催する「有人宇

青羽●昨年（二〇一八）は元宇宙飛行士

きることだと思います。

とは大きかった。今の京都大学でも、で

た。いろいろな世界に混ぜてもらえたこ

こもよそ者扱いせずに、面倒をみてくれ

から聞きに行ったりもした。それでも、ど

シャ語とはどう違うのか」を思いついた

訪ねました。
「現代ギリシャ語と古代ギリ

く、医学部や工学部、法学部、あちこち

ばを意識して、在学中は文学部だけでな

ために大学に行くんやから」ということ

「きみはいろいろな経験をしなさい。その

いしい●後押しをしてくれた奥村先生の、

う厳しさもありますね。

は、自分で考えることに責任を持つとい

ルギーを注ぎました。自由であるために

いたので、練習にもかなりの時間とエネ

闘でしたが、京都大学交響楽団に入って

じでした。独文学専攻でドイツ語との格

を、やりたいだけやりなさい」という感

生。その頃の「自由」は、
「やりたいこと

廣野●私は一九八〇年前後の世代の京大

待しています。

廣野●これからも、お二人のご活躍に期

はずです。

ういう人間こそ京都大学に来ると楽しい

り。ぼくはそういう姿勢でいたいし、そ

トに参加したり、教授に話しかけてみた

ん。とりあえずやってみる。交流イベン

すが、学生にも責任があるかもしれませ

青羽●「自由の学風の危機」といわれま

培われました。

ださいと思っています。そういう自由が

必要としているなら、いくらも使ってく

して残っていて、他人が自分を少しでも

ように対応してくれたことが自分の芯と

八～二二歳の若者に、周りの大人がその

今の自分の下支えをしてくれています。一

てみること。そうして過ごした四年間が

が間違っているのかではなく、
まずはやっ

いしい●自分に何が合っているのか、何

昔も変わりませんね。

を追求することを誇りに思うのは、今も

廣野●有用性にとらわれず、おもしろさ

なことが起こって、とても楽しいです。

ネルギーを蓄積しなければと、今は京都

ろいろ経験できる場所がたくさんあるの

撮影場所

対談日
対談場所

から奮起する力をもらっています。

で、
「遊びつくしてやろう」と思っている

二〇一九年八月二六日（月）
京都大学百周年時計台記念館一階
大学文書館長室
附属図書館

青羽●京都は「因果が煮詰まっている」感

ところです。
（笑）

青羽さんは、学内のジャグリング・
サークルに所属。中学生からの趣
味の一つで、京大の11月祭などで
披露している

じがします。狭い範囲にたくさんの学生

京都と京都大学を遊びつくす

に大学ノート五ページ分になる。
（笑）

青羽●旅行中も、一瞬でもよいから書く

になるようなところがある。

毎日少し枝を切るだけでも世話したこと

と見てやるだけでも違う。盆栽みたいに、

た〉
かな」と、ちょっとした部分をちらっ

ぽを向きます。「
〈です〉じゃなくて、〈だっ

いしい●ぞんざいにすると、小説はそっ

み出す仕掛けづくりが必要なのですね。

廣野●日常生活の中に、虚構の世界を生

ことに通じているのかもしれません。

はぼくとも共通していて、それが朝に書く

あります。そうした気配

意識に開いている気配が

間違いもないのですが、無

さんのことばはきれいで、

でくる気がします。青羽

イメージが頭に吹き込ん

だことばになっていない

く「眠り」の状態は、ま

いしい●夢や無意識が開

までが遠い。（笑）

ている午後は椅子に座る

のです。逆に、目が覚め

椅子に座ればこちらのも

青羽●寝ぼけながら、コーヒーを置いて、

書くには一番よい。
（笑）

だ」と。とにかく、寝ぼけているときが

いた小説も「このまま最後まで進むはず

と信頼して、思い込んでいて、自分の書

と読んできたので、
「本は終わるものだ」

ぱってくれることもありますよ。
本をずっ

いしい●毎朝書いていると、小説がひっ

に時間を作っています。

さまざまな縁に引き寄せら
れて決めた町屋の住まいに
て。左に写るのは長男のひ
とひくん
（ 2013年撮影）
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京大ならではの、
ポップな頭脳集団だった
（俳優・演出家）

川下大洋
かわした・たいよう

てはダメなので常に新しいことを

実行する。同じ事を繰り返してい

めの出し物は何かを考え、それを

文化祭のままだ。女子にもてるた

私の中身は今でも男子高二年の

うファンクラブを発足させた。
にお

は面白がって「キムコクラブ」とい

ような劇団」と揶揄された。我々

演劇からは「においがないキムコの

撃され、当時主流だったアングラ

劇を思想に結びつける人からは攻

ポップであろうとする姿勢は演

て京女などの

同志社、そし

女子は京大や

男子は京大生、

人 の 大 所 帯。

とした。五〇

てるアトリエ

ば今とは違う人生だっただろう。

するつもりだった。そのまま行け

りだったし軽音サークルにも所属

した。動物行動学を専攻するつも

一九七八年、京大理学部に入学

時の関西演劇ブームを牽引する存

した。それが成功したからか、当

の女子を劇場に来させるかに腐心

劇ファンではない一般の若い普通

ション性だ。どうすればコアな演

いなど要らない。必要なのはファッ

エへ行くかの

行くかアトリ

団員は大学へ

出来てから劇

ていた。

女子大から来

＊

模索する。

だが四月に劇団に入ったことで私

在にもなれた。

れをエンタテインメントに昇華す

劇としての芸術性も追求するが、
そ

思えば先鋭の頭脳集団だった。演

ているのだが、私のいた十年は今

きたばかりの劇団で現在でも続い

〈そとばこまち〉は当時学内にで

または夜）ＢＯＸに集まり、ＢＯ

てからは、劇団員は朝（または昼

あるところにサークルＢＯＸを得

者勝ちで使えた。いま吉田生協が

ていた。二四時間、いつでも早い

ていない校舎〈中央館〉で稽古し

号館の中庭の老朽化のため使われ

時、劇団は教養部のキャンパス、Ａ

風が育んだ劇団だ。私が入った当

そんなそとばこまちは京大の気

卒業して就職しようという者たち

部の者たち、特にちゃんと勉強・

者でも卒業はできた。だが他の学

ザクザク落ちていて、私のような

降ってくるどころかそこらへんに

の理学部にあって、単位は空から

もせずアトリエへ直行した。当時

には立ち寄り

もちろん大学

られた。私は

二択を毎日迫

起こす存在にもなれたと思う。

だからこそ、当時のブームを巻き

全員で何時間もミーティングした。

た。リーダーが決定すれば早いが

らノウハウを学ぶことはしなかっ

とを優先し、他の劇団や演劇人か

アトリエが

の人生は別の枝に分かれた。

る手段を考えることに時間とエネ

Ｘから授業に行ったり行かなかっ

演劇に
〈若い普通の女子〉を集める

ルギーと才能を費やした。実際そ

はジレンマに苦しんだようだ（そ

さて学外に出たとはいえ学生劇

んな場所にいられたことが今の私

の自由を守る環境を維持する。そ

だろうが、手間がかかっても個人

エイターとして切磋琢磨する。そ

トップダウンを嫌い、皆がクリ

の後大活躍するクリエイターを多

たりした。 月祭には毎年参加し

団。その後プロになった者も多い

を作っているし、私の誇りだ。

の姿勢をお互いが尊重する。効率

が当時は素人どころか全員初心者。

のいい管理システムを作る方が楽

それでも、技術もアイデアもゼロ

の甲斐あって彼らはいま各業界の

三回生の時に劇団は学外に出る

＊冷蔵庫で使用する消臭剤の商品名。

トップで活躍している）
。

ことを決断、烏丸御池のビルのワ

から考えた。自分たちで考えるこ

遠回りでも、
ゼロから自分たちで

て、Ｅ号館の大教室を劇場にした。

11

ンフロアを借り、芝居の公演も打
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ウディ・アレン原作「ボギー！ 俺も男だ」を上演したときのワンシーン。市販の戯
曲の翻訳に納得いかず、文学部の後輩と苦労して手直しした。中央が私

く輩出した。
1958年、長崎市に生まれる。
1978年に京都大学理学部に
入学。1983年に卒業。1988
年まで劇団そとばこまちに在
籍。その後、
フリーの役者とし
て多くの劇団にゲスト出演す
るかたわら、
「ドナインシタイ
ン博士」を名乗りバラエティ
活動を開始。1998年に劇作
家・後藤ひろひとと演劇集団
Piperを結成。コント集団「大
田王」やインプロ集団「イン
プロビアス・バスターズ」にも
参加。読売テレビ「ウェーク
アップ！ぷらす」をはじめ、
ナレーション業も務める。吉
本興業所属。

河合美宏◦これまで三〇年近く、

も航海を続け、
目的地にたどり着く

生が目標を見つけ、どんな環境で

私たちはこの授業を通じて、学

でしょうか。これまでの経験の中で、どうしてもでき

コメントや質問を受ける側は率直にそのコメントを聞

ないことが、あるときできるようになったのは、どの

（ジョージ・コーリーザー著
『セキュア
ようなときでしたか。

自分をさらに知る鍵が隠されています。

ベース・リーダーシップ』掲載の図を一部改変）

経営管理大学院 特命教授、
総合生存学館 非常勤講師

自分も他者も「こころ」を持つ「人」

河合
（江）
◦当たり前のことですが、

〈こころ〉を知ることが第一です。

か。これを知るには、自分や他者の

チベーションを向上させられるの

ちを理解し、士気を高め、
いかにモ

はなく、チーム・メンバーの気持

業務を振り分けて命令することで

河合
（美）
◦リーダーに重要なのは、

揮せねばなりません。

間をひっぱるリーダーシップを発

リーダーはそうした関係の中で、仲

下も平等に意見が求められますし、

東京都に生まれる。日本の高
校卒業後、米国ハーバード大
学で学士、
フランスの欧州経営
大学院
（INSEAD）
でMBA
（経
営学修士）を取得。ロンドン
の投資銀行 SG Warburg &
Co.のファンド・マネージャー、
ポーランドで国営企業の民営
化事業に携わる。国際公務
員としてスイスの国際決済銀
行、
パリのOECDで職員年金
基金の運用責任者などを務
めた後、2012年から現職。

河合美宏

かわい・えりこ

東京都に生まれる。
ロンドン大
学シティ校で博士号取得。東京
海上火災保険株式会社、
労働
省や、
パリのOECD、ポーラン
ド政府財務大臣顧問などを歴
任し、保険監督者国際機構を
1998年に100か国以上の政
府のサポートを得てバーゼル
で設立。2017年末まで15年
間事務局長を務める。2018年
から現職。2019年から金融庁
参与、東京大学公共政策大学
院客員教授も兼任。

河合江理子

き、質問に答えましょう。受け取ったコメントや質問に

総合生存学館 大学院専門科目「ブルーオーシャン・シフト戦略論」

海外で組織やチームをリードし、さ

方法を学べるようにしたいと思っ

to loseの心持ちをplay to winに変えることができる

敬意を持ち、率直にコメントや質問をしましょう。また、

リーダーの条件は自分と
他者の
〈こころ〉
を知ること

まざまなリーダーと接してきまし

ています。その目的地にたどり着

自分の
〈心の持ち方〉
を知る課題：どうすれば、play not

て打ちこめない人が、どうやって

方針を変え、アパルトヘイト廃止
を達成しましたが、それがよい例
でしょう。
人生には、晴れの日もあれば、雨
の日や暴風雨の日もある。
どんな環

た。リーダーの性格や特徴は多様

く方法とは、自分を知り、相手を

自分 の「 窓 」を 知 る 課題：他 の 学生 の「Lifeline」や

「success stories/failure stories」をじっくり聴いて、

他の人をリードして、やる気にさ
せられるのでしょうか。例えば、ネ
ルソン・マンデラは二七年間の牢
獄生活の間も黒人解放への使命と

境に置かれても、
リーダーとしてこ

ですが、優れたリーダーの資質に

play to win

（慎重になる）

情熱を失わず、南アフリカ政府の

れから国際舞台で活躍する京都大
学の学生は、自分の成し遂げるべ
き目標を見出し、航海を続け、目

共通するのは「自分の人生は自分

知り、相手とつながり〈事を為す〉

的を達成することが大切です。

がつくる、
自分の人生は自分が責任

ということです。

の対話が重視されます。上司も部

を持って生きる」という姿勢です。

0

は上意下達の命令よりもチーム内
0

河合江理子◦日本に比べて海外で

0

情熱を持って、
「自分がどうしても

ブルーオーシャン・シフト戦略とは、イ
ノベーションを生み出すツールの一つ。
既存の市場でパイを奪い合うのでは
なく、
あらゆる分析手法を用いて、
未
開拓の市場の発見や、新たな価値の
創造をめざす考え方だ。しかし、いく
らしっかりと戦略をたてても、同じ方
向をめざして取り組む仲間なくして、
世の中の潮流は動かせない。先頭に
立って、国際社会で同志を導くには、
どんな力が求められるのだろうか。
海外の民間企業や数か国の国際機関
でも活躍した二人の教員が長年にお
よぶ国際社会でのリーダーシップ経
験をもとに、リーダーのあるべき姿を
伝える。

心の持ち方（Mind's Eye）

やり遂げたいことを叶えよう」と
0

生ききる生き方です。情熱を持っ

（挑戦する、攻める）

play not to lose

（メリット）

（苦痛）

未知の窓
（潜在能力）
秘密の窓

プラス面に
フォーカス

マイナス面に
フォーカス
発見

かわい・よしひろ

↖

自己開示

他
人
が
知
ら
な
い

どのように
ものごとを
見るか

開放の窓

未来
（Mind’s Eye）

盲点の窓

結果
状態

心の持ち方

過去の経験
自分が知らない
自分が知っている

1

↘

ジョハリの窓
２

授業に潜入！

総合生存学館 教授

8
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ている、コントロールできると考

なのです。自分の心だからわかっ
うに慎重になり（ play not to lose
）
、
思う存分に自分の持ち味を出して

になると、
緊張して失敗をしないよ

人間は新しい挑戦や大事な局面

見えていない「未知の窓」です。四

の窓」
、そして、自分にも他人にも

自分を理解した後は、
「他者」の

ともにゴールをめざす
仲間を知る

相手を知る

クを受けることが授業の要です。

ドバックをすること、フィードバッ

すから、みんなでみんなのフィー

覚し、開花させてくれる鍵です。で

ことは、自分の無限の可能性を自

えてきます。特に未知の窓を知る

と、
「盲点の窓」
、
「未知の窓」が見

す。そうして自分自身に向きあう

つつ、率直に伝えることが大切で

ドバックをする側も、敬意を払い

う見えているのです。
（笑）フィー

と思ったとしても、他人からはそ

しょう。
「私はそんな人ではない」

フィードバックは率直に聞きま

らフィードバックをもらいます。

経験や考えを発表し、他の学生か

えられたテーマに沿って、自らの

ドバックが必要です。授業では、与

窓」を知るには他者からのフィー

り返ると見えてきます。
「 盲点の

密の窓」は、これまでの経験を振

自分で見える「開放の窓」と「秘

潜在能力ともいえます。

つ目の「未知の窓」は、その人の

えずに、心の働きを知ることが大

分析するのには絆のサイクルが役立ちます。

シップ』掲載の図を一部改変）

切です。

の気持ちの変化を思い返してみましょう。

大胆に攻める（ play to win
）こと
をしなくなりがちです 。

い。
「Lifeline」の対人関係に関する浮き沈みを

（ジョージ・コーリーザー著『セキュアベース・リーダー

自分を知る

が最低）
。所どころにコメントを入れてくださ
人生の中で最も悲しかった出来ごとと、そのとき

これは、人間が生命体として長

年齢）
、縦軸は人生の浮き沈み
（上が最高、下
横軸は自分の人生
（左が0歳、右が現在の

「悲しみのプロセス」を考える課題

い間生きながらえてきた本能によ

うに話せなかったり、スポーツの

正当化

るものでしょう。
観客の前でプレゼ

私たちは同じ経験をしても、
違っ
試合の大事な場面で思うように普

新たな結びつき
恐れや恐怖、 あるいは再生
パニック

〈心の持ち方〉は
一人ひとり違う
た感じ方をします。あるいは、同
段の力が出せなかったりするのが

を再構築（ Rewire your Brain
）す
ることです。何度も何度も繰り返

セパレーション
（別離）

受容

ボンディング
（絆の形成）
グリーフ
（悲しみ）

悲しみや寂しさ

絆のサイクル
3

ンをするときに、緊張して思うよ

じものを見ても違って見えます。こ
その例です。

と元気になる人もいれば、
「もう半

し練習して、
これまでできなかった

有効な方法は〈刷り込み〉です。脳

自分の心の持ち方を変える最も

れは私たちの
「心の持ち方」（ Mind's
）がそれぞれ異なっているか
Eye
らです。例えば、水が半分入った

分しかない」と気落ちする人もい

ことをできるようにします。これ

アタッチメント
（愛着）

感謝

ジョージ・コーリーザー著『セ
キュアベース・リーダーシッ
プ』掲載の図を一部改変

文字が入ります文字が入ります
否定
抵抗や怒り

グラスを見て、
「まだ半分もある」

る。この心持ちや気持ちは何事を

を練習として繰り返すことで成功
体験を積み重ね、練習と同じよう

なす場合でも、決定的に重要です。

な心持ちで本番ができるようにな
るまで、体や頭に刷り込んでしま
うことです。

他者から見た私も「私」
フィードバックの重要性
自分が知る自分の姿は、ほんの
一部です。人間には、
四つの領域が
あります（ジョハリの窓）
。 自分
にも他人にも見えている「開放の
窓」
、自分は知っていて他人は知ら

理解です。この図（絆のサイクル）

3

ない「秘密の窓」
、自分は知らない

は人間関係の縮図 。 人間関係に
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けれど他人には見えている「盲点
↘

悲しみのプロセス
文字が入ります文字○
3
4

1

2

許し

「Lifeline」を書いて発表しましょう。
自分 の 人生 を 分析 し、1本 の 曲線

信念

親になる

宗教

配偶者

公園

災害

親としての経験

家を買う

習慣

教師

海

事故

就職する

資格を取る

仕事

コーチ

山

危機

職業経験

病気からの回復

趣味
上司

オフィス

昇進

セキュア
ベース
友人

心の拠り所があれば、
挑戦もできる

リーダーとして相手を理解する

もう一つのポイントは「セキュア・

ベース」
。 安心感を与える心の拠

実践をしてもらいます。

シップの話をもとに、さまざまな

この後の授業では、
このリーダー

義があると思います。

の動きに注目したアプローチに意

した時代であるからこそ、人の心

関係も薄れがちになります。そう

経済がさらに普及すると、人との

視されて、人工知能やオンライン

のではないでしょうか。効率が重

けてくれるリーダーが減っている

挑戦を促したり、親身に相談を受

もしれません。組織の文化として、

て挑戦することができないからか

ンが減っているのは、リスクをとっ

今、
日本で生まれるイノベーショ

思います。

キュア・ベースになってほしいと

がいつか、チームのメンバーのセ

ことも必要ですし、みなさん自身

す。自らのセキュア・ベースを知る

ゴールに向かう原動力にもなりま

安心感は、リスクを取る勇気にも、

こに戻ってくれば大丈夫」という

もセキュア・ベースとなりえます。「こ

の
〈場所〉
、趣味やこれまでの
〈経験〉

定の〈人〉もそうですし、故郷など

り所です。
両親や先生、
友人など、
特

5

親しんだ行動パターンの変化で生

昇進する

大学時代

かぎらず、仕事との関係や、故郷

学生生活

スポーツ

じる「悲しみ」のことです。悲し

みに直面したとき、人はまず否定

葬式

自然

やペットとの関係も含みますし、関

したり、怒ったり、
さまざまな感情

自宅

みの深さは、結ばれていた絆の強

愛着を形成することです。心を開
を覚えます。誰かと別れたときに、

ペット

係の深浅に関わらず、このサイク

いて、関係を築く準備です。それ
相手を否定して怒ったりします。

そのほか

目標の達成

悲しみにも「悲しみのプロセス」

から、
「ボンディング」
、絆を築く
好きだった仕事を離れたときに覚

目標

子ども時代

さを意味します。

働きかけです。軽いあいさつもボ
える喪失感もそうです。しかし、時

経験

結婚

まずは、
「アタッチメント」
。新

ンディングですし、ともに生活を

ると、自己の理解も高まり、
仲間と

出来ごと

国

ルをなぞります。

するのはより親密なボンディング
間がたって客観的にみられるよう

の共感も深まります。自分を理解

場所

母

というサイクルがあります。 悲し

の一つです。次に「セパレーショ
になると、肯定や許しの段階をへ

て「学生生活を離れる」という節

するときにも、
「今はこの段階」と

父

きょうだい

クライマーは
安全にリスクを
取る
人

しい人間関係や仕事などとの間に

ン」
。人が〈誰か〉または〈何か〉
て、悲しみから抜け出します 。

目もひとつの別れ。出会いがあれ

この人生のサイクルをわかってい

を手放す、別れることです。肉親

ば別れがあります。別れの後には

わかれば、
「これから悲しみが和ら

や友人との死別もあれば、卒業し

「グリーフ」
。絆の終わりや、慣れ

げる」と思えたり、
「 いつか許せ
仕事と私生活とは切り離せるも

る」と心持ちが変わったりします。

休暇
同僚

のではありません。同僚を理解す
るには、同僚の普段の生活につい
ても知っておくべきです。リーダー
は相手を知り、相手の気持ちを理
解して考えます。相手の失敗やモ
チベーションの減少が何に起因す
るのか。日ごろから話をしたり、き
ちんと関係を築いてはじめて、他
者のサイクルを知ることができま
す。その関係をさらに深める指針
が「絆のサイクル」です。

セキュア・ベースの例
5

4

自分の「セキュア・ベース」を知る課題

あなたのセキュア・ベースはなんでしょうか。思い浮かぶものを書きとめて、

（表の出典・ジョージ・コーリーザー著『セキュアベース・リーダーシップ』から抜粋）

隣の人とそれぞれのセキュア・ベースについて意見交換をしてみてください。

10
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授業に潜入！

頭でっかちにならず、まず実践 意思疎通して事を為す

2019年7月26日
（金）13:00-

受講生は、異分野融合の知識を携え、世界で活躍するリーダーを
めざす総合生存学館の大学院生たち。ブラジルやウクライナ、中
国、日本など、出身国や育った環境の違うメンバーが集う。授業は
全て英語。開講前から英語での会話が飛び交う。
最初の課題は、
〈 1分間スピーチ〉
。河合江理子教授が重視するの
は、簡潔に述べることと、正しい気持ちの持ち方、身ぶり手ぶりや
視線
（eye contact）
などを使ったボディ・ランゲージ。
河合
（江）
◦発表者が緊張していたら、聞き手も緊張してしまう。話に
集中できず、せっかくの内容も伝わりません。
スピーチのテーマは、
「リーダーシップに重要なことは何か」
。各

学生生活、アルバイトなどを通して得た経験や、
上下関係で感じたことなど、それぞれの思うリ
ーダーシップ論を発表する。どうすれば聞き手
を惹きつけられるのか、実践を重ねて学ぶ

自の経験を交えながら、自身のリーダーシップ論を発表する学生た
ち。緊張感がこちらに伝わってくる学生もいれば、聞き手とコミュ
ニケーションをとり、その雰囲気に応じて柔軟にスピーチをする学
生もいて、個性はさまざま。スピーチが終わるごとに、発表の何倍

河合
（江）
◦利益や結果、二者択一の答えを求めるのではなく、譲歩で

もの時間をかけてフィードバックし、課題を引き出していく。

きるポイントを探して丁寧に関係を築くこと。これが納得のいく結
果を得る第一歩です。
いきなり交渉には入らずに、これまでの課題での経験やアドバ

フィード
バックの例

イスをふまえて雑談をはじめるなど、工夫する学生たち。
話すスピードが速く、
ひっかか
る部分がなく終わってしまっ
た。強調したい部分とそうで
ない部分に緩急をつけ、感情
や思いが伝わるとよい。

河合
（美）
◦労働時間を減らしたい、
仕事のサポートがほしいなど、給
料アップを求める裏に、本人も気づいていない悩みがあるかもしれま
せん。相手の気持ちを引き出せるよう、会話を丁寧に重ねます。
交渉の難しさに頭をかかえる学生もいたが、
中には10パーセント
の賃上げ交渉に成功した学生も。
上司役の学生も、ベビーシッター制

時間を気にして、表情に
ナーバスさがにじみでて
いる。こちらもそわそわ
してしまう。
メモを見すぎて、思いが
伝わってこない。せめて
結論だけでも、聞き手の
目を見てほしい。

度やフレキシブルな労働時間など、賃上げではない支援を提案し、
たがいに譲歩しながら納得のいく結論を導けるよう奮闘していた。
ロールプレイ後は1分間スピーチと同様に、フィードバックを重
ね、自らの会話を振り返る。

フィード
バックの例

緊張や過度な集中状態におかれると、自らの発表の問題点を把
握するのは難しいようだ。自分では意識していない点を鋭く指摘
され、納得したり、がっかりする学生たち。
河合
（美）
◦発表をスマートフォンで動画撮影するのもおすすめ。一人
でもフィードバックができますよ。

できるかぎりの共感
を示してくれたの
で、要求を伝えやす
かった。

要求に応えたい思いはあって
も、会社全体のことを考える
と、
「将来的には」
、
「うまくいけ
ば」と、にごしたような返答し
かできないつらさを感じた。

交渉の途中で従業員の仕事
の評価を持ち出されるのは、
人質に取られているようで
不信感が芽生えてしまう。

次に取り組むのは
〈ディフィカルト・カンバセーション〉
。日本企
業ではあまり見られないが、海外では賃上げや改善点の提案など、
上司と直接に交渉する機会が多い。
河合
（江）
◦感情的になると、状況は悪化します。相手の気持ちや感情
を充分に汲みつつ、可能な解決策を探す。その一方で、
「できないこと」

印象的だったと話す学生も多かった。

ははっきりと伝えなければいけません。

河合
（江）
◦こうしたさまざまな感情は、実際に働いてみると、身にし

2人1組になり、上司役と部下役を決める。部下は「子どもが生ま
れたから給料を上げてほしい」
、上司は「賃上げには応えられない」
という立場で交渉を進める。
11

これまであまり想像していなかった
〈上司側の立場〉
の難しさが
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みてわかるはず。みなさんがリーダーとして活動するときに、今日の
経験をぜひ思い出してください。

戦後日本を鋭く見つめた先覚者

んで、鋭い示唆を

即座に勘所をつか

す。相談に行けば、

いぞ』と緊張しま

漢なことは言えな

前にすると『頓珍

象はありませんが、

い先生。
〈怖い〉印

ユーモアを忘れな

寛 教 授。
「 いつも

に接してきた中西

を志し、その謦咳

とで国際政治学者

い」
。高坂先生のも

らといってまねできるものでもな

ゆえの論理展開は、歳を重ねたか

い見識に裏打ちされた知識の蓄積

はいえ、
常人はずれた洞察力と、広

え方を前面に押し出すスタイル。

なく、自身の国際政治の見方・考

に必要な知識を〈流し込む〉のでは

は突出してユニークだった。学生

んど受講したが、高坂先生の授業

す」
。政治学に関連する授業はほと

度からの指摘が飛んでくるので

たちが見ない・言わないような角

して話されること。他の政治学者

りではなく、ご自身の見方で咀嚼

より魅力的なのは、知識の受け売

しにその片鱗がうかがえますが、何

かく厖大な知識量。講義のはしば

な個性を目のあたりにした。
「とに

際政治学」の講義で出会い、強烈

一九八三年、大学三回生の「国

が印象的だからでしょう」
。

あまり。
「現実主義者の平和論」を

い た だ き ま し た。

「その熱にあてられて、国際政治学

で書かれたとは信じられません。
と

収録するこの書籍をはじめ、上梓

ともに過ごした時

ゼミに入りました。著名な〈スー

「その指摘は鋭く、三〇歳頃の若さ

した多数の著作は、今なお絶版に

間は短くとも濃密

パー教授〉なのだと知ったのは、実

ずば抜けた知性が光る
「国際政治学」の講義
なることなく、書店の本棚に並ぶ。

に感じるのは、そ

はその後のこと」
。

1989年から「サンデープロジェクト」に出演。柔
らかい京都弁で、問題の本質を指摘した

うした一つひとつ

高坂正堯先生の処女作『海洋国

＊写真
（中西教授の近影をのぞ
く）は、高坂正堯先生の弟の高
坂節三さんの提供

家日本の構想』の刊行から五〇年

なかにし・ひろし
1962年、
大阪府に生まれる。
京都大学
法学研究科博士後期課程退学。京
都大学法学部助教授をへて、
2002年
から現職。2016年から18年に同大
学公共政策大学院 院長も務めた。
高坂先生の話し方は独特。
〈京都弁〉といわれるが、高坂先生ご自身は「幼少期に東京で
暮らしたので純粋な京都弁ではないんや」と口にしていたという

高坂正堯
潜れども潜れども
叡智は深く

中西 寛
東京オリンピックの開催と東海道新幹線の開通を間近にひかえた
一九六二年末。
日本経済が飛躍的な成長を遂げ、
戦後の新しい日本
の萌芽がみられるこの時代に、「現実主義者の平和論」で鮮烈な論
壇デビューを飾った高坂正堯先生。佐藤栄作をはじめ、三木武夫、
大平正芳、中曽根康弘の歴代内閣にブレーンとして関わった。その中
でも、佐藤内閣最大の功績とされる沖縄返還では重要な役割を果た
すなど、日本の外交政策に多大なる足跡を残した。教育にも一貫して
力を注ぎ、多数の研究者を指導。
高坂先生の直弟子の一人として、
後を引き継ぎ、
国際政治学講座の教
授を務める中西寛教授に導かれ、〈巨人〉
が見つめた広大な思索の海の
波打ちぎわに立ってみた。

法学研究科 教授

12
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高坂正堯（こうさか・まさたか）略年譜
1934

5月

京都市に生まれる

太平洋戦争開戦
8月

終戦

日米安全保障条約改定、発効
池田勇人内閣成立

中曽根康弘元首相
（右から3人目）
と高坂先生
（左から２人目）
。
中曽根元首相は高坂先生のお別れ会に参列され、その後の内
輪の会合で「高坂先生は学者が政治とつき合う距離感のモデ
ルを示された」と思い出を語られた

1963

1941

高坂先生のゼミは、一学年三〇

人の大所帯。名の知れた先生だと

どんな状況でも、
教育は怠らず

1953

京都大学法学部に入学
政治学者・猪木正道と国際法学者・
田岡良一の2人に学ぶ

1957

京都大学法学部卒業
京都大学法学部助手に就任

1959

京都大学法学部助教授に就任

「現実主義者の平和論」を
『中央公論』に発表

当時、主流だったリベラル進歩主義に
立つ平和論を批判しつつ、日本に実施
可能な平和外交を提案した。

1964
「宰相吉田茂論」を『中央公論』に発表
「ワンマン」と否定的な評価をされてき
た吉田茂像を一変させた。

1960

アメリカ・ハーバード大学客員研究員

（〜1962年9月まで）

佐藤栄作内閣成立

1964

アメリカ、北ベトナムを爆撃

（中央公論社）
1965 『海洋国家日本の構想』
（中公新書）
1966 『国際政治──恐怖と希望』

佐藤・ジョンソン米大統領の会談、
両3年内の沖縄返還で合意

1967

大学紛争が拡がる

（中央公論社）
1968 『宰相 吉田茂』

佐藤・ニクソン米大統領の会談、
「核抜き・本土並み」沖縄返還で合意
田中角栄内閣成立
日中国交正常化

福田赳夫内閣、日中平和友好条約締結
鈴木善幸首相・レーガン米大統領
の会談、
「同盟関係」を共同声明

も聞いたことがありません。ご自

身のことはあまりお話しにならな

れるニュース映像を見て、私たち

4月〜10月 京都府竹野郡（現・京
丹後市）の間人に疎開

京都大学法学部に国際政治学講座
が設置、初代担当者に

佐藤栄作内閣で「沖縄基地問題研究会」委員
（新潮社）
『世界地図の中で考える』

1969
1971

京都大学法学部教授に昇任
佐藤内閣・竹下登官房長官の
諮問機関「国際関係懇談会」委員

ベトナム戦争終結

いので、カメラクルーに取り囲ま

その頃の高坂先生は、中曽根康

は先生の状況を把握していたほど

いう理由もあるが、懐の深い人柄

弘首相の私的諮問機関「平和問題

と、鮮烈な視点に魅了された学生

たちが目を輝かせて受講した。
「ゼ

分お話をするだけで、
『特別な能力

を持つ人だ』とわかります」
。

毎週月曜日のゼミの後は、
みなで

昼食を取るのが恒例。
「コーヒーを

飲みながら一時間ほど、よもやま

にまつわること、政治や外交など

の話をするんです。ゼミのテーマ

の時局的な話、もちろん阪神タイ

大学院に進学後は、さらなる深

めた。頻繁に東京に足を運んでい

淵に触れた。
「私たち学生が思いつ

ガースについても（笑）
」
。高坂先

です」
。

『天寅』という名のすき焼き屋さん

たが、講義もゼミも休講はほぼな

くようなことはすでに熟考済みで、

研究会」の座長を務め、多忙を極

は、阪神タイガース・ファンゆえ

かったという。
〈ホームグラウンド

ミの新歓コンパは高坂先生の発案。

のセレクトでしょうか。もちろん、

生がいると、院生からも自然と発

言が飛び出した。
「まるで触媒のよ

下準備をしてきたかのように、正

『そこは違うんちゃうか』とまるで

うでしたね」
。

はあくまでアカデミズム〉が高坂

確に指摘される。たった二、三言

（次ページに続く）

先生の信条で、東京行きは日帰り

がほとんど。最終の新幹線で京都

で問題点を射抜く、鋭い観察眼。数

コンパの締めは六甲おろしの大合

に戻っていたという。
「愚痴は一度

唱（笑）
」
。中西教授と高坂先生と

の昵懇の日々が始まった。

1945

中西教授 京都大学に入学

1983
中曽根康弘首相の諮問機関
「平和問題研究会」座長

中曽根康弘がＧＮ P１%の防衛費枠の
突破を望んで設けた研究会。1983年8
月に第1回会合が開かれた。

（文藝春秋）
1972 『政治的思考の復権』

1975

三木武夫内閣・
坂田道太防衛庁長官の諮問機関
「防衛を考える会」委員

（中央公論社）
、
1978 『古典外交の成熟と崩壊』

第13回吉野作造賞受賞

1979

大平正芳首相の諮問機関
「総合安全保障研究グループ」幹事

1981 『文明が衰亡するとき』
（新潮社）
中曽根首相・レーガン会談で
「ロン・ヤス」関係が始まる

1984
『古典外交の成熟と崩壊』で
博士号
（法学）
取得

助手時代からのテーマであった19世紀
ヨーロッパ外交史研究を完成させた。

1985

1983
1984
1985
1986

財団法人平和・安全保障問題
研究所理事長

1989

テレビ朝日「サンデープロジェクト」
にレギュラー出演

『外交感覚──同時代史的考察』
（中央公論社）
新聞などに寄稿した外交評論や政治評
論を集成した1冊。亡くなる前年まで、
高坂先生は時評を書き続け、1990年、
1995年にも時評集が刊行されている。

防衛費が対 GNP比1%枠を突破
中西教授 京都大学法学部助教授に

1991
（講談社）
1992 『日本存亡のとき』

1996

5月

高坂正堯先生 逝去
＊著作は一部のみを掲載しています。
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突然に訪れた恩師との別れ

かできなかった」
。がんの進行は思

に首相となる近衛文麿が一九一八

に見つめていた中西教授は、のち

第一次大戦時の日本の外交を熱心

関係しているのかもしれませんね」
。

が国際政治学を志望したこととも

中西教授の口からは、高坂先生

を捉え続けています」
。

うした気概が今も若い研究者の心

書かれた時代は古くなっても、そ

きのことば。その背景には、父・

感想と一緒に漏らされたのがさっ

の社会科学を受容していった戦後

戦前の教養主義文化と、アメリカ

を失うことなく、研究者たちを照

星から放たれた光線は、今も輝き

生は静かに口を開いた。
〈肝臓にが

く一部。亡くなられてから、教え

＊２ 高坂正顕
京 都 帝 国 大 学 哲 学 科 を 卒 業。西 田 幾
多 郎 に 師 事 し、一 九 四 〇 年 に 京 都 帝
国大学の教授となる。カント哲学を専
攻。戦後、公職追放 と な る が、京都大
学教授、東京学芸大学学長を歴任。

14
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＊２

高坂正顕先生をはじめとする〈京

都学派〉にいだく、尊敬の念があっ

あい続けています」
。
著作と対峙する中で、恩師が見

ボールの東西大学王座決定戦『甲
子園ボウル』の応援に行っている

けたが、近衛の政策は日本をさら

た。京都学派の哲学者たちは、近

に戦争に近づけ、失望感が拡がっ

つめた知の海の広さを知り、かつ
「
『あの時代の人たちには追いつけ

た。
「近衛への評価の背景には、尊

のです。京都大学が学生日本一に
た」
。呆然とする中西教授を前に、
へんと思うね』とこぼされたことが

敬する知識人への思いがあったの

衛内閣に「戦争回避」の期待をか

高坂先生は〈ま、君がいるから後

あります。留学からの帰国直後に

ての発言の真意に気づかされた。

押しを受けてシカゴ大学の歴史学
は安心やけどな〉
とほほえんだ。「あ

だと合点がゆきました。高坂先生

輝き、焼肉店で祝杯まであげまし

部に留学。帰国後の一九九一年、
国
りがたいことばでしたが、私の頭

文を読まれたときでした」
。当時、

私が書いた近衛文麿についての論

大学院修了後は、高坂先生の後

際政治学講座の助教授に就任した。
はまっ白で、ありきたりの返事し

九五年秋に一年間の在外研究から
いのほか早く、回復をまたずに三

＊１

担当する授業もまだ少なく、一九
帰国して資料を整理する中、別れ
か月後の五月、亡き人となった。自

の叡智を表現することばが次つぎ

シャープな理論と、ふくよかな

一九九六年二月、授業が終わり、

は突然にやってきた。

あげた。
「後で聞いた話ですが、高

とあふれでる。
〈政治の意思決定を

知識・表現力との交点で、時代を

使命感という灯火は
最期まで消えず

坂先生は近衛を評価しておらず、
私

見抜く洞察力〉
、
〈歴史や哲学など

年に書いた論文「英米本位の平和

の論文も『読む気がしない』とほ

の人文・社会科学の厖大な知識〉
、

宅での小一時間が、高坂先生との

うっておかれたそうです。
（笑）コ

キャンパスがもの寂しくなった頃、

ンパの席で先輩が私の論文をおも

主義を排す」を題材に論文を書き

喪ってはじめて、高坂先生と過

体現するように日本の国際政治学

最後の会話だった。

ごした時間が何物にも代えがたい

〈マクロに歴史を見つめる視点〉
、

を確立させた高坂先生。その一番

当時の村松岐夫法学研究科長から、

んが見つかって、
これから手術せな

しろいと評価してくれて、ようや

〈教養を積みあげることを是とする

られた。自宅を訪ねると、高坂先

いかん。どれだけ休むかわからん

ことを痛感した。
「実は、門下生時

く目を通してくださった」
。

「会っておいたほうがいい」と伝え

けど、治ったら授業するし、よろ

代に読んだ高坂先生の著作は、ご
を請うように著作を開いて、向き

らし、導く。

口にするたびに変わる表現は、高

坂先生の筆舌に尽くしがたい叡智

のゆたかさを物語る。中西教授の

脳裏には、生前の高坂先生の姿が

くっきりと浮かんでいるようだ。

病床でも執筆の手を止めなかった

高坂先生。亡くなった後に三冊の書

籍と、一本の論文が発表された。

本という国・社会への使命感の強

「最期までりっぱな先生でした。日

さが先生をかりたてたのでしょう。

＊１ 近衛文麿
貴族院議長などをへて、一九三七年に
第 一 次 近 衛 内 閣 を 組 閣。日 中 戦 争 に
不 拡 大 方 針 で 臨 む が、和 平 交 渉 に 失
敗。第二次近衛内閣では、大政翼賛会
を設立し、日独伊三国同盟を締結。第
三 次 近 衛 内 閣 で は、東 条 英 機 の 対 米
主戦論 を 抑 え き れ ず、総辞職。戦後、
戦犯に指名され、服毒自殺。

の時代の両方の影響を受けた人〉
。

れ、院生たちとアメリカンフット

二〇年間、
向きあい続けた師の著作

しくたのむわ〉
。青天の霹靂だった。

毎年恒例のテニス合宿。高坂門下と村松岐夫教授門下の院生
が参加した。最前列左が高坂先生、
「ようこそ」の看板の前に立
つのが中西教授

「二か月前には、高坂先生に誘わ

上／熱狂的な阪神タイガース・ファン
としても知られる。1985年、阪神タイ
ガースのリーグ優勝時の写真
下／京都大学の準硬式野球部の部長も
長く務めた高坂先生。
「野球をするのも
お好きでしたが、技量については『囲碁
と違って、野球は下手な趣味や』とおっ
しゃっていました」
。前列右が高坂先生

マグニチュード六以上の大きな地震が多く起こり、
毎年のように台風・豪雨による河川の氾濫・土砂災害・
洪水に見舞われ、火山の数も多い日本。
自然の脅威を身近に感じながら過ごす私たちにとって、
自然災害のメカニズムの解明や、防災・減災の手立てを探る
防災研究所
（防災研）
の役わりは大きい。
約二〇名の技術職員たちが、研究施設や観測所に設置された
実験機器や観測機器の開発や維持管理、
データの管理などの任務に励んでいる。

澤田麻沙代
防災研究所 技術室

スと連携したウェブページを作り

澤田さんは教育大学の出身。専

中心に、各地の地震研究者や中小

攻は理系だが、何か専門的な知識

でもが管理対象です。データをい

一
・五キログラム、
記録装置は一・二

を身につけたわけではなかった。
「も

ました。活用していただけてうれ

キログラムです。記録装置は徹底

ともとパソコンは苦手でした。求

しかったです」
。

して低消費電力化されたので、単

められるものに応えたくて、勉強

企業などと共同で、二〇〇六年頃

一乾電池が二四本あれば半年間観

から取り組んでいる。
「地震計は

測できます。もう重いバッテリー

と挑戦を続けています」
。室内に所

かに使いやすく整理できるかを考

はじめての配属先は、鹿児島県の

狭しと積み上げられた無数のサー

え、工夫しています」
。

桜島火山観測所だった。島内およ

メンテナンスの手
安価で高精度、

を背負う必要はありません（笑）
」
。

採用直後は桜島で体力勝負

び周辺の小島には十一の観測点が

一五年前に入所した澤田さん。

あり、
島外には十三の観測点があっ
内をまわり、水準測量で地盤の変

に診断することができるので、
デー

が多いほど、震源断層をより正確

「万点規模」の観測網が築ける。数

治キャンパスの地震予知研究セン

桜島で二年間勤務したのち、宇

大に。
「半年間で、一観測点あたり

規模が大きくなれば、データも厖

およそ三〇〇か所の観測点を設置。

長野県西部、ニュージーランドに

たのは、観測点を維持管理するた

けている。

な、明るい笑顔でいることを心が

バーの重苦しさを跳ね飛ばすよう

動を測ったり、離島での人工地震

タの量と質の飛躍的な向上が期待

0

観測に参加したりしました。三〇

されている。

0

間も少ない満点システムを使えば、

キログラムのバッテリーを背負っ

た。
「桜島での仕事は体力勝負。島

て山を登り、地震計のメンテナン

ターに異動。
「当時、紀伊半島にお

四ギガバイトの記録カードを五～

現在、近畿や島根・鳥取県周辺、

いて三〇ほどの臨時地震観測点を

六枚使用しているので、全観測点

スをしたことも（笑）
」
。

展開するプロジェクトがあり、地震

めの情報だけではなく、解析に必

観測点の新設のためにかけ巡りま

テムを運用。岐阜県から宮崎県に

須の位置情報や機材の特性値など

の合計は一五〇〇枚、約六テラバ

かけて設置された八つの観測所の

今は日常的な任務に加えて、防

の関連した情報も管理できるウェ

イトのデータが集まります」
。これ

日本付近で発生する震度一以上

他、多くの観測点でも三六五日二

災研の飯尾能久教授が取り組む

ブデータベースシステム。
「他大学

した。候補地の下見や地権者との

の地震は、年に千回以上。
人間が揺

四時間途切れることなく計測し続

「満点計画」
のデータ管理と、
データ

と共同で鳥取県西部地震震源域に

交渉、設置、データ処理からサー

れを感じない小さな地震（微小地

けている。収集した厖大なデータ

ベースの構築にも携わっている。こ

一〇〇〇点の臨時観測（〇・一満

らのデータとともに、観測に関す

震）
は、
さらにその三倍以上におよ

の管理を担うのが、澤田麻沙代さ

れは観測点の数を桁違いに増やそ

点観測）をしたときも、関係者間で

るあらゆる情報を管理する。

ぶ。日本付近では、マグニチュード

んをはじめとする防災研技術室の

うという試みで、「満点システム」と

バー管理まで、はじめて一連の仕

八を超える巨大地震が多く発生す

技術職員たち。
「観測データだけで

名付けられた地震観測システムの

事に携わることができました」
。

ることから、巨大地震の予測や発

なく、観測点の緯度と経度などの

澤田さんが骨折りでつくりあげ

生メカニズムの解明には、観測デー

位置情報や、計測機器の情報、メ

情報を共有するために、
データベー

次世代システムの管理人

防災研究所附属地震予知研究セ

タの収集と分析は必要不可欠だ。

開発に端を発するもの。防災研を
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ンテナンス履歴、地権者の情報ま

→従来の地震計
（左）
と満点計画で開発し
た地震計
（右）

さわだ・まさよ◉1980年、大阪府に生まれる。奈良教
育大学卒業。

ンターでは、微小地震の観測シス

↑「満点計画」の観測網
（出典・国土地理院）

二四時間三六五日、
集まり続ける地震データを整理

京都大学をささえる人びと

「怪異」の跋扈する社会の
したたかな人びと

高谷知佳 （法学研究科 准教授）

雷神と化して朝廷を襲った菅原道真、
源頼光に倒された土蜘蛛や酒呑童子、
家宝の皿を割って主人に手討ちにされた「番町皿屋敷」の亡霊……。
前近代の怪異・怨霊の物語は、多くの史料に記され、
能や歌舞伎などの多様な娯楽を通して語り継がれている。
しかし、実は同時代の人びとは、
それらの怪異や怨霊をしたたかに利用して、
裁判や交渉を自らの有利に進めようとしていた。
高谷知佳准教授が「怪異」を切り口にして見出すのは、
それとは裏腹の人びとの合理性だ。

とう の みね

平安時代から江戸時代初期にか
たん ざん

けて、奈良県の多武峰妙楽寺（現・
たい しょくかん ぞう

談山神社）に祀られる藤原鎌足の
木像「大織冠像」が破裂するとい
う怪異現象がたびたび起こった。人
びとは、
「凶事の前ぶれだ」と恐れ、
政権は多武峰に使者を派遣し、祈
りを捧げて怒りを鎮めようとした。
「破裂といっても、割れて飛び散る
わけではなく、少しヒビが入るこ
と。気温や湿度の変化によって割

とはいえ、その原理を知っている

との思考にせまる高谷知佳准教授。

中世の政治情勢や政治に絡む人び

答えるのは、
「怪異」を切り口に、

ほど信じてないな』と思えるふし

ず。でも、文献をながめると、
『さ

れたのでは。
「もちろん恐かったは

い中世の人びとなら、なおさら恐

ないのに、だ。科学の知識に乏し

ぼうとすることもありました」
。

だ』と主張して、裁判を有利に運

『怪異が起こった、神仏がお怒り

協力してもらえないときなどに、

負けそうなときや、修繕や祭礼に

なった。
「寺社が武士と裁判をして

れることもあるでしょう」
。淡々と

現代の私たちでも、仏や地蔵の顔

も（笑）
」
。それはどういうことな

中世には、
現代のような、全ての

のだろう。

人に等しく適用される法や裁判制

玉が飛ぶなどの怪異現象は、神仏

に動物が侵入して変死する、火の

た。前述の「破裂」や、寺社境内

もと、政権と寺社が強く結びつい

「神仏が国家を守る」という前提の

明治維新以前の日本社会では、

はこうした裁判や交渉で武器とな

てもシビアな時代なのです。怪異

サバイバルするか。室町時代はと

や裁判の不充分な社会を、いかに

もらったりすることもあった。
「法

り、権威ある第三者に取りもって

ちろん、法以外の慣習を利用した

度はなく、当事者間での交渉はも

がこれから社会に起こる凶事を警

りました」
。

になり、寺社にとっては政権に近

防いだ」という社会へのアピール

政権にとっては「凶事を未然に

関わる裁判や紛争が起こっている

みると、破裂の直前に、多武峰に

いるが、その一つひとつを調べて

藤原鎌足像はたびたび破裂して

「怪異」の終わり

づき、自らの地位を高める手段に

はその解決に奔走した。

の発生を寺社が申し出ると、政権

告しているのだと解釈され、怪異

裁判や交渉での「怪異」

に傷がつくと、背筋に冷たいもの

藤原鎌足公御神像
別名・大織冠像。藤原（中臣）鎌足は飛鳥時代の豪族。
中大兄皇子とともに蘇我氏を倒し、大化の改新後は
政府の中核を担う。平安時代に栄えた藤原氏の祖
（写真提供・談山神社）

が走る。車止めのコンクリートが
欠けていても、なんの感情も抱か
たかたに・ちか
1980年、奈良県に生まれる。京都大学法学部卒業後、同学部助手
（現在の助教）
をへて、2006年から現職。著書に『
「怪異」の政治社会
学──室町人の思考をさぐる』
（講談社選書メチエ）
、編著に『日本法
史から何がみえるか──法と秩序の歴史を学ぶ』
（有斐閣）がある。
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を最も間近で見ている多武峰こそ

とはまずない。このことは、鎌足像

が割れることはありえても、
治るこ

部分が治ったとされている。木像

向かって祈りを捧げると、割れた

された使者が、破裂した鎌足像に

ことが多い。そして、
政権から派遣

の毒になるくらい、何度も破裂を

日後にまた破裂した』などと、気

は治らなかった』
、
『治ったが、数

め多武峰は、
『祈祷を捧げても破裂

合ってくれませんでした。このた

戦乱の調停などにはいっさい取り

使者は派遣するものの、根本的な

破裂を報告したという。
「朝廷は、

古典文学への興味はずっと続いて

しい話」や、その背景となる歴史や

てきた妖怪などの「おどろおどろ

入学後も、子どもの頃から惹かれ

特に室町時代が専門だ。法学部に

歴史は学べても、
歴史には学べない

が、実態と異なることを知りなが

訴えています」
。

しかし、世の中が戦国時代に移

なった。その代わりに近世の政権

に対して怪異を訴えることはなく

だけでなくその他の寺社も、政権

中世の終わりとともに、多武峰

的な法や裁判の制度が導入された

歴史を研究する学問。西洋の近代

法制史は法の成立や運用などの

を探す中で、この分野に出会った。

いた。その関心と法学部との交点

高谷准教授の専門分野は法制史。

ら、自らの利益のために怪異を利

行する時期になると、怪異は政権

のもとでは、裁判制度が充実して

用していたことを示している。

を動かすことができなくなる。多

明治時代以降の研究が最も多く、

＊

武峰は、応仁の乱以降、たびたび

いった。

前近代では『御成敗式目』の作ら

代の研究は少なかったので、どの

制度がほとんどみられない室町時

かんだった。
「成文法や明確な裁判

の編纂された江戸時代の研究がさ

れた鎌倉時代や、
『公事方御定書』

て訴える理由のなくなった神仏の

のも多くある。そして、
政権に対し

の中で主張されるようになったも

にではなく、江戸時代の相続争い

刀をめぐる由緒などは、戦国時代

が多い。例えば、戦国武将の鎧や

めに生み出されたものであること

さだめがき

ように秩序が形成されていったの

霊験や怪異も、その由緒の中に織

じ かた お

か、明らかにするべきことはまだ

く

たくさんあります」
。

を今に活かすためではなく、法や

法制史を学ぶのは、過去の事例

りこまれていった。

の先生に師事しながら、
文学部の日

研究の道に進んでからは法制史

本史研究室にも足を運んだ。
「
『門前

規範、伝統やモラルが生まれた過

直面する問題を解決するために、
怨

の小僧習わぬ経を読む』といいま

霊の執念を利用し、さまざまな知

程をきちんと知るため。
「歴史を学

現代の法やモラルに、伝統や歴

恵を駆使して、現代の視点で見る

すが、本堂にまで入れてもらって

史はさまざまな影響を与えている。

と非合理的な〈怪異〉を主張したり、

ぶことはできても、歴史に学んで

特に京都では、
「伝統を守る」とい

想像に満ちた〈由緒〉を作り出し

現在の問題を解決することはでき

うことが重視される。しかし一方

たりしました。歴史はそうした思

勉強させてもらいました（笑）
。京

で、個別の「伝統」や「由緒」を

都大学の学問の環境のおかげでこ

遡れるだけ遡ってみると、実は江

考と決断の積み重ねです。それと

ません。過去の人びとは、自らの

戸時代に、同じような立場や集団

同じように、現在の問題は、現在

こまできました」
。

の争いの中で、一歩抜きんでるた

のわれわれの手持ちのカードで取

り組まなければならない。将来、法

を運用する側に立つかもしれない

法学部の学生たちには、これだけ

は覚えていてほしいのです」
。

＊ 応仁の乱
有力 な 大名 で あ っ た 細川勝元 と 山名持
豊の対立と、将軍・足利義政の後継争い
が原因で起こった内乱。一四六七年から
十一年間続いた。
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戦乱にまきこまれ、朝廷や室町幕
府に介入してもらおうと、何度も

研究は、関連する日記などの古い記録を読むこと
から始まる。応仁の乱の後の京都では火事が頻発
し、室町時代の多くの書類が燃えてしまったとい
う。
「それに筆まめな人がいたかどうかも重要」

『付喪神絵巻 2巻』
（抜粋）
室町時代に成立した「付喪神（つくもがみ）」の話を描いたもの。
「付喪神」は、捨てら
れたことに腹を立て、妖物に変化した古道具たちが復讐を企てるも、最後には改心し、
仏門での修行をへて成仏を果たす物語（所蔵・京都大学附属図書館）

100年後の人類に役立つ
可能性を秘めた、
厖大な標本を次世代へ

西川完途 （地球環境学堂／人間・環境学研究科 准教授）

生物図鑑に載っているヤモリ、カエルをはじめとする爬虫両生類。
生態や習性の詳細が載ってはいるが、一つひとつの種に目を向けると、
実はわかっていることはほんのわずか。
「フィールドに出てみると、図鑑の情報とは違う時期に卵を産んでいたり、
これまで同種と思われていたものが実は違う種だったり、
いろいろな新情報に遭遇します」
。
3年前に研究室の先代・松井正文名誉教授から
厖大な数の標本を継承した西川完途准教授。
次の世代にバトンを渡す重責を感じつつも、
フィールドワークに喜々として取り組む。

「さあ、どうぞ」
。地下標本室の電
灯が点いた途端、棚にずらりと並
ぶ爬虫両生類の標本にくぎづけに。
標本の総数は六万五〇〇〇点。一
見すると雑然と標本瓶が置かれて
いるようだが、一つひとつが〈目・
科・属〉
、
〈採集場所〉
、
〈採集日〉に
分けてラベリングされ、
〈あるべき
場所〉に整理されている。
「あまり
知られていませんが、爬虫両生類
の系統分類学において、京都大学
その裏付けとなるのは先代の松井

どの爬虫両生類の多くは、実はま

ことにある。日本に棲むカエルな

爬虫両生類の種を分類・整理する

ていたことは標本でしか証明でき

〈その場所〉で、
〈その生物〉が生き

の対象となります。
〈その時〉に、

要となる。
「同種であっても、保存

は日本一の研究実績を誇ります。
正文先生から四〇年以上続く研究

だ名前が付けられていない種を含

ません」
。

を調べたりするなど、あらゆる角

本を細かく観察したり、種の DNA

も意見が異なります」
。そこで、標

類や種の名前は、研究者によって

態だとなおさら。爬虫両生類の分

も見分けるのは難しいし、卵の状

単ですが、成長した姿のカエルで

とめる』
ことです。一言でいえば簡

て、爬虫両生類の種を体系的にま

したり、新たに名前をつけたりし

にいる生物を見つけ、
その種を分類

ることも西川准教授の研究の一環

するために、
海外の博物館を訪問す

日本の固有種の古い標本を観察

研究のために保存し続けたという。

にして母国に持ち帰り、次世代の

ちは、さまざまな生きものを標本

に来日したヨーロッパ人の学者た

物館に保存されている。江戸時代

ドイツなど、ヨーロッパ諸国の博

標本の多くは、オランダ、イギリス、

る。日本固有の爬虫両生類の古い

ヨーロッパ諸国に深く浸透してい

「標本を保存する」という考えは、

標本を半永久的に
残すことの意味

度から観察することで、
〈これ〉と

だ。
「系統分類学の研究は、短期的

には成果を出しにくい分野ですが、

あることを証明しなければならな

い。その証拠資料として標本が必

〈あれ〉とは違う、あるいは同じで

ていることも。
「私の研究は『野外

同種に二つの名前がついてしまっ

ぞれに異なる名前をつけたことで、

む。一方で、過去の研究者がそれ

室の歴史と、アジアでも有数の標

標本を保存し続けるには、研究室の労力と維持費が不可
欠。例えば、標本の腐敗を防ぐアルコールは経年劣化す
るため、定期的に一つひとつの状態を点検しつつ、必要
があれば液を入れ替えなければならない

本の数です」
。

標本を根拠に、
より妥当な分類体型を構築
厖大な数の標本を集める目的は、
にしかわ・かんと
1975年、福岡県に生まれる。京都大学大学院人間・環境学研究科博
士課程中退。同研究科助手、助教をへて、2015年から現職。2018年
から大学院地球環境学堂准教授を兼任。
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究であり、将来には〈何かの役に立

全ての生物学分野の基礎となる研
して虹色に輝く、その美しさに感

卵が流れてきたのです。光に反射

「上流から、ヒダサンショウウオの

けば研究者しか考えられなかった。

員になると思っていたが、気がつ

大学入学当初、将来は教師か会社

味がわき、すぐに虜になりました」
。

ました。点と点とが線になる瞬間

でも『はっ！』と気づくこともあり

んどです。一〇年前に採った標本

れとは違う』とわかることがほと

その一環だ。

極的に取り組む。種の保全活動も

したりするなど、課外活動にも積

天然記念物に指定されているオオ

保全対象種の一例は、国の特別

動しました。後でわかったのです

＊

『バイオミミクリー』という生物の
が、私のいた渓流は偶然にもサン

は、たまらなく興奮します」
。

つ可能性〉
も秘めています。例えば、
かたちを模倣して、
工業製品を創造

サンショウウオ。
「京都市の鴨川沿

動画に映っている京都のオオサン

ショウウオの卵を見つけやすい地

先代の松井正文名誉教授から、

ショウウオのほとんどは、中国か

する学問がありますが、古い標本

全ての標本を受け継いで三年。そ

ら来た個体との交雑個体。全てを

いをのそのそと歩く姿は、動画共

標本は維持するだけでなく、増

の数は今後も増え続け、蓄積され

標本維持に差し迫った危機

やすことも大事。新たな標本を収

る見込みだ。

フィールドワークと
研究室とがつながる瞬間

渓流魚とサンショウウオは生息

集するために、
自らの足で海外を飛

有サイトで人気を集めていますが、

地が近く、いずれも上流に棲む。し

びまわる。
おもな研究フィールドは、

形だったのです」
。

かし、
イワナやヤマメなどの渓流魚

からイノベーションが生じた例も
るたびに、
『 標本を残し続けるこ
は「魚止めの滝」といわれる落差の

あります。各地の博物館を訪問す
と』の重要性を再確認します」
。

ように水中に卵を産みつける。
「棲

越えた場所で、
外敵に食べられない

れない。サンショウウオはその滝を

高い滝があると、それを越えて遡

大な土地で目的の生物を見つける

ものだと二か月間にもおよぶ。
「広

東南アジアの国ぐに。調査は長い

両生類が多く生息する東アジア、

学院生らと管理しているが、キャ

に収蔵している標本を一五名の大

た人材が不可欠。今は地下標本庫

相応のスペースと専門知識を備え

とにつながるはずですから」
。

年も先の未来に、固有種を残すこ

練っています。この活動も、何百

雑の拡がりを防ぐために対策を

捕獲するには限界があるけれど、交

二万種におよぶといわれる爬虫

には、事前の情報収集は欠かせま

この厖大な資料を維持するには、

両生類の中で、小型サンショウウ
み分けが成り立っていて『おもし

サンショウウオとの、
偶然で〈必然〉の出会い

オを専門とする西川准教授。研究

ころは、
世界でも珍しい。いわば日

パシティは限界を迎えつつある。
オの○○川の最上流部で採れた』

本の財産です。本来は設備の整っ

「ここまで多くの標本を保存すると
としか書かれていないことがあり

た大きな施設で、専門の学芸員が

ラマチックな宝箱を見つけるよう

が多いという。
「密林の奥地で、ド

に帰った後に研究室で気づくこと

てオオサンショウウオの生態を解

から、小学校の出張授業に出向い

んの人たちに伝えたいという思い

生物研究のおもしろさをたくさ

2017年に創刊された専門誌『Caudata（カウダー
タ）
』の編集にも携わる。アマチュア、プロを問わず
爬虫両生類をこよなく愛する研究者たちの記事が
満載。ネット通販のサイトで販売されている

＊ バイオミミクリー
生物の機能を模倣することで、新しい技
術 を 生 み 出 す 学問。爬虫両生類 の 生物
の中では、ヤモリの「ファンデルワールス
力を用いて壁に貼り付く」足の裏をヒン
トに、何度も貼り直せる粘着テープが開
発された例がある。

せん。昔のヨーロッパの探検隊が残

ます。その情報をたよりに現地に

管理することが望ましいのです。社

した旅行記録には『○○はボルネ

乗り込み、地元の人たちに聞き込

会に結びつく成果がすぐには出な

ろい！』と思ったのです。卵との

みをして、目標の種にせまる。こ

いので、みなさんの理解を得にく

遭遇でサンショウウオの生態に興

ういう文化人類学的な手法を用い

いのですが、いつ・どこで・何に

対象に決めたきっかけは、渓流に

ることもフィールドワークの魅力

役に立つかはわかりません」
。

な発見を想像されるかもしれませ

説したり、フィールドワークの心

研究で得た見識を
社会に還元

です」
。
研 究 の 成 果 と な る〈 発 見 〉は、
フィールドワークがベースとなる。

んが、意外と研究室でぼんやりと

がけを指導するエコツアーを開催

しかし、
〈予想外の発見〉は、日本

標本を見ているときに『あれとこ
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入って魚釣りをしたときのこと。

上／2017年、近畿地方
のとある川で調査中に、
巨大なオオサンショウ
ウオと遭遇。平均的な
体長は1m未満だが、こ
の個体は1.2m
下／2015年、学生たち
にフィールドワークを
体験してもらうボルネ
オスタディーツアーに
て。体長3.5mのニシキ
ヘビと記念撮影

下級生が中心となるBチーム
の応援にて。関西 Bリーグは、
トップ層だけでなくチーム全
体の強化を目的に、KULが他
大学によびかけて創設した

きっかけ、国籍、
年齢は関係ない。
踊りの輪は
どこまでも拡がる
民族舞踊研究会 部長

鳥居祐人

（工学部3回生）

朝

8時から気温30度超えの猛暑の中、
ゴール裏まで回り込み、縦横無尽に

フィールドを駆ける部員たち。スティックから
放たれるシュートは時速160キロメートル。
「地

闘する先輩の姿に、胸が熱くなりました」
。

上最速の格闘球技」の名はだてではない。予

ラクロスの特徴は、攻守のポジションごと

定の練習メニューが終わっても、
なかなかフィー

の役わりや求められる技量が多岐に渡るとこ

ルドを離れようとしない主将の椎橋広貴さん。

ろ。野球経験者は的確な送球、
サッカーは相

「主将は誰よりもラクロスに夢中ですからね」

手をかわす俊敏性とフィールド感覚、剣道の

と、チーム運営を担う後輩の佐藤瑠奈さんは

集中力、卓球のフットワーク、
それぞれの経験

笑いながら椎橋さんの姿を追う。

を活かせる活躍の場がある。高校球児だった

1990年創部の京都大学男子ラクロス部

椎橋さんは、自身を「器用貧乏なタイプ」と

（以下、KUL）は、関西学生ラクロスリーグ

評する。
「1、
2回生の頃は無鉄砲な練習に結果

戦＊に第1回から参加。優勝7回・準優勝3回

が伴わず悩みました。3回生になって、
『どう

を誇る強豪だ。椎橋さんに入部を決意させた

すれば』と自問しながら試行錯誤を重ねる中

のは、
「きみたちを絶対に公式戦に出場させ

で、少しずつ力がつきました。分析力は誰に

る」という先輩のことばだった。
「
『京大から

も負けません」
。

学生日本一』という文句に惹かれて新歓に行

「まとめる」よりも「ひっぱる」タイプ。
「どう

きました。
『何かを成し遂げたい』
という思いが

すれば」を言語化して伝え、100人を超える

あったんです」
。実はその時期、KULは2年間

部員のスキルアップを後押しする。
「なんとな

の公式戦出場停止中だった。
「復活を誓って

く決まったシュートと、分析に基づくシュート

社会人チーム『ファルコンズ』との試合に奮

とでは、その後の成長はずいぶん違います」
。
公式戦復帰3年目の昨シーズン、惜しくも準

部員がお世話になった人や友人を招待して開
く、招待パーティで踊ったマケドニアの踊り

後悔しつつ飛行機に乗りましたが、現地に着
いた途端に吹き飛びました」
。京都大学から
は8名が参加し、
台湾と香港のフォークダンス
チームとともにハンガリーの踊りを披露した。
忘れられないのはその後に参加した酒場での
パーティ。地元の人に混じってお酒を飲み、い
い気分になったところで演奏隊の出番。する
と、曲に合わせてお客みんなが一緒に踊り出
す。
「現地の独特の雰囲気や生演奏ならでは
の臨場感は、日本では味わえない。今でも体
が覚えています」
。
鳥居さんがこの研究会を知ったのは新入生
の頃。新歓でにぎわうキャンパスで「うちに

成し遂げたい。
「学生日本一」
という感動
男子ラクロス部 主将

椎橋広貴

（工学部4回生）

優勝に甘んじた。今シーズンは「学生日本一」
への明確な道筋を立てて練習に励む。
KULの強みは戦術。
「手数の多さを活かし
て意表を突く攻撃ができるのは、私たちなら
では。先輩たちが積み上げた数かずの『型』
を戦術に活かして、勝ちを重ねています」
。た
しかな手ごたえで「学生日本一」を狙う。
「ラクロスはマイナーなスポーツですが、京大
でもラクロス界でも注目されるチーム
になりたいんです。KULの理念
は
『自己の研鑽 感動の創造』
。
本気で日本一をめざす一途な姿
こそが、応援してくださるみなさ
んへの感謝の体現だと信じていま
す」
。インタビューを終えると、待ちきれ
ない様子で、午後の作戦会議へと足早
に駆けていった。

来てくれたら、
ご飯おごるよ」と、決まり文句
で誘われた。
「おごってくれるなら」
と軽い気持
ちでついて行った先で見た踊りに興味を持っ
た。
「飽き性で、新しいゲームを買ってもクリ
アする前にやめてしまうくらいです。そんな私

＊関西学生ラクロスリーグ戦●京都府、大阪府、滋
賀県、兵庫県の加盟大学22校の男子ラクロス部が戦
う公式戦
（日本ラクロス協会主催）
。優勝校はラクロ
ス全日本大学選手権大会に準決勝から出場できる。

がこの3年間は踊りっぱなし。
（笑）
新しい踊り
をもっと知りたいという興味は尽きそうにあり
ません」
。
先輩の一声から踊りの輪に加わり、その輪
は海外にまで拡がった。
「経験や、国籍、年
齢も違う人がごっちゃになって一緒に踊る。そ
れが楽しいのです。卒業しても仲間とは踊り
でつながっていたい」
。今度は鳥居さんがその
輪を後輩へと拡げる番だ。

新入部員のほとんどがラクロス初心者。
「努力の分
だけうまくなる。活躍する選手はみんなラクロスに
没頭しています」
紅萠│36号│2019
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インスタレーションは、場所や空間も含め
て、作品として体験させる芸術。映ってい
るのはクビトという神を描いた作品『触れ
たら、死ぬ』
NGO法人をベナンの友人
とともに立ちあげた。社会
的・経済的に不利な立場に
いる少女たちに職業訓練を
無料で実施している

鮮

やかなピンクの衣装に身を包み、リズム

録する「民族誌」
。
「映像は、民族誌の新しい

をとりながら体を揺らす女性たちが画面

形です。ビデオカメラを片手に話を聞き、村

に映しだされる。蛇の神が憑依し、神となり踊

の姿を記録します」
。調査を重ねるうち、ヴォ

る女性たちの輪に、人びとは足を踏み入れては

ドゥン信仰の神トホスは人間の姿で生まれる

いけない。ところが、一人の青年が輪に加わ

ことがあること、特に身体や知的な障害を

り、踊り始めた。──村津蘭さんが監督をつと

持って生まれた子どもがトホス神とされること

めるドキュメンタリー映画『トホス tɔxɔsu』の

がわかってきた。監督作の『トホス』
は、
「東京

ワン・シーンだ。
「輪に入った男性は、日本で

ドキュメンタリー映画祭2018＊」で奨励賞を

いうと知的障害者にあたるような人で、村人に

受賞。信仰とともに生きる人びとの姿と、村

からかわれる姿をたびたび目にしていました。で

の空気を伝えている。

も、儀式では、神である女性たちに敬われて

「現地の人びとの現実に鑑賞者が入りこめる

いる。彼はどういう存在なのだろうかと」
。

作品を生み出したい」
。村津さんは、
「民族誌」

村津さんの研究フィールドは、西アフリカ

の範囲を拡張させ、現地の方と合作した小説

のベナン共和国。
『トホス』
で描かれたヴォドゥ

や、インスタレーション展示など、多様な手

ンをはじめ、在来宗教の信仰が人びとの間に

法で「現実」の表現を試みている。
「現実と

根づくこの国で、民族の暮らしやあり方を調

は、環境や周囲のものから受け取る感覚を起

査する。

点に、私たちのまわりに立ち上がってくるも

学部生時代にはユーラシア大陸を横断する
など、他文化への好奇心は途切れなかったと

の。現地の人びとの生きる実感が作品を通し
て〈伝染〉する媒体を作りたい」
。

伴

「

奏がないと難しいな」
。恥ずかしそうに

いう村津さん。日本企業で働いた後、7年前

ベナンに滞在中の村津さんにIP 電話で取

に青年海外協力隊として派遣されたのがベナ

材した。通信状況が悪く、映像は届かなかっ

やかなステップで踊り始めた。靴底で床を鳴ら

ンだった。
「文化が違うと想像力のかたちも変

たが、
「人類学でできることを追究したい」と

し、ブーツのシャフトを手でたたくと、太く鋭

わります。ベナンの人びとのゆたかな想像力

いう声が今も耳に残る。レンズごしにベナン

い音が空気を震わせる。ハンガリーの踊りを

と向きあいたくなりました。日常生活のすみず

の人びとを見つめるまなざしを想起させるに充

披露してくれた鳥居祐人さんは、4、50名の部

みまで宗教が浸透しているベナンをもっと知

分な強さを秘めていた。

員が集う民族舞踊研究会の部長を務める。

りたくて、研究者の道を選びました」
。
人類学研究の基
礎は、民族の生活様
式や習慣などを詳し

＊東京ドキュメンタリー映画祭●より多様なドキュ
メンタリーの製作、発表の場の確保をめざし、2018
年に始まった映画祭。120本を超える公募作品の中
から選ばれた数十本を一挙に上映。

く観察し、文字で記

はにかむ顔がきりっと引き締まり、軽

みんなで集まって踊る例会もあるが、
普段は
部員それぞれが踊りたい曲を選び独学で習得
する。教材はYouTubeや資料ビデオ。ステッ
プの順序や踊りの雰囲気を観察し、鏡の前で
再現するという地道な練習の日々。毎年数
回、海外から指導者を招いて開く講習会は貴
重な時間。映像に残して何度も見返す。

遠い国の
〈現実〉
を
よびおこす
映像作品の力

踊りの好みは人それぞれ。激しくアクロバ
ティックな踊りをマスターしてかっこよく見せ
たい人もいれば、穏やかな曲でゆったりと踊
りたい人もいる。他大学の学生と踊る機会も
多い。
「出会いの数だけ新しい踊りと出会え
ます。みんなで手をつないで踊る曲は、人数
が多いほど盛り上がります。隣の人の呼吸の

村津 蘭

リズムや体の動きを感じ取り、自分の動きと

（アジア・アフリカ
地域研究研究科
博士一貫課程5回生）

マッチする瞬間が気持ちいい」
。
2回生の夏、
「ハンガリーに行って踊りを披
滞在先の家族のお母さんと。渡航は年に
1、2回。
「言語を覚え、食事をともにし、
人びとと同じ生活をしてはじめて、心を
開いてくれます」
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露しないか」と先輩に誘われた。
「はい！」と
二つ返事したものの、テスト週間にかぶって
いた。
「あとさき考えずに
『やってしまった』と

もの言わぬモノが語りだす
吉田キャンパスの本部構内は、1897年の京都帝国大学の創立以降、120余年の
歳月を積み重ねてきた。学徒動員、大学紛争、国立大学の法人化など、大学を
巡るさまざまなドラマの舞台となったキャンパスには、その歴史を刻む石碑や功
労者の胸像、遺構などが点在する。日常の風景に同化し、顧みられることは少な
いが、その由緒を探れば、京大生たちの学生生活が鮮やかに蘇る。
監修：山村亜希（人間・環境学研究科 教授）

京都大学の「顔」の変遷
正門から構内に足を踏み入ると、まず飛
び込んでくるのがクスノキと時計台。A
木陰での談笑や、待ち合わせ、課外活動
に励む学生たちの姿は、京都大学の〈い
つもの光景〉だ。このクスノキ周辺に植
樹や銅像の設置がなされたのは80年ほど
前のこと。それまでは、往来する学生た
ちを総長の銅像が見守ったかつての図書
〈京大の顔〉だった。図
館前の空間 B も、
書館が火災で全焼したので、胸像は時計
台周辺に移設されたが、戦時下の金属類
回収令で胸像を供出。鋳造用の原型が保
存されていたものが戦後に再建された。

旧土木工学教室本館の周辺には、
18基の石碑が残る。土や木に埋
もれたり、記念樹と石碑が分離
されたり、一見するとなんのた
めの石碑かわからないものも多い

学部・学科への
アイデンティティが作り出した景観

現在のクスノキは1935年に
植えられた2代目。初代が植え
られたのは1912〜1925年の
間と推測される

旧土木工学教室本館 C 周辺は、記念植樹と植樹年などを記した石碑が密
集するエリア。土木工学教室本館が建設（1917年）された大正時代末期
から昭和初期に設置されたものが多い。石碑の記載から、学生が毎年の
ように、卒業時に校舎周辺に植樹を繰り返したことがわかる。木々はみ
ごとに成長し、校舎を彩る緑の景観を作り出している。
文学部東館の中庭には、同窓会の寄付で設置された噴水とポンプの遺
構がある。D 地面には白いコンクリートが敷きつめられ、イスラム建築
の人工的な中庭空間を連想させる趣があった。このように、校舎自体は
大学が建設するが、校舎周囲の植樹や中庭の整備は、卒業生や同窓会が
担っていた。

京都帝国大学図書館

1960年頃、文学部東館の中庭に集う教官や
学生たち（所蔵・京都大学文書館）
現在
（右）
は、ポンプ
は左下の四角いふ
たの下にある。管に
は「エバラポンプ」と
いうラベルがついて
いる

1939（昭和14）
年の本部構内再現模型
かつての図書館前は、植え込みや樹木など
の緑で彩られていた

自分たちの場所は
自分たちで彩る

同じ階段でも
〈思想〉
が違う？！

学問の思想を伝える
「純粋階段」
京都帝国大学図書館前に設
置された故木下総長銅像
（所蔵・京都大学文書館）
木下廣次 胸像●京都
帝国大学初代総長。
「大学生は『自重自敬』
を重んじ、
『自立独立』
をめざさねばならない」と
述べ、京大の「自由の学
風」の礎を築いた

京大生は、勉学・研究
のみならず、課外活動や
友人との交流などを通
して、10代から20代の
多感な時期の多くを本
部構内で過ごします。
「青春」を過ごした場
所への強い思いと誇り、アイデンティティ
が、卒業後の寄付や記念植樹につながるの
ではないでしょうか。100年以上の歴史を
持つ京大ならではの景観といえます。
山村亜希教授
のひとこと

どこにも繋がっていないコンクリート製の階段がある。F
説明板には「京大建築純粋階段」の文字。
「純粋階段」とは、
前衛芸術家の赤瀬川原平たちが提唱した「トマソン」と
いう概念の一つ。建造物の増改築や更新を繰り返す中で
機能を失い、まるでオブジェのように取り残された階段を
そう呼ぶ。かつては研究室のアトリエにつながる階段だっ
たが、アトリエは1984年に解体・撤去された。
山村◦土木工学教室の審判台も一種の「トマソン」とい
えますが、そこに説明板はありません。この物体に命名
し、評価・説明
を加えるところ
に、建築学教室
の学問的思想が
うかがえます。

純粋階段

かつての意匠設計研究室アト
リエ●右下の階段だけが「純粋
階段」として現存する

旧土木工学教室本
コ
館の裏 E に残る、
ンクリート製のテニ
スの審判台跡。在校
生たちの要望に応
えて、卒業生からの
寄付金で1920年に
テニスコートが造成
された。近年、
コート
は駐車場に変わり、
審判台だけが残さ
れた。かたわらには
整備用の大型ロー
ラーも残る。
審判台跡（左）
と
山村◦かつて大学 ローラー（右奥）
で主流であった
〈ロ
の字型〉の校舎の中央には、テニスコートや
噴水、中庭など、学生・教員の憩いの場が
作られました。校舎とその敷地内は「学部
学科のもの」というテリトリー意識がうか
がえます。ちなみに、卒業生・同窓生によ
る石碑や植樹は文系学部よりも理系学部に
圧倒的に多く、理系学部の学科・研究室の
ちゅうたい
紐帯の強さを物語ります。
紅萠│36号│2019
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アンケートに
答えると
「総長カレー」が
当たる！

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
ききんの

「125」何の数字かご存知ですか？

vol.06

アンケート
問1

本誌の入手場所

問2

関心をもった記事

問3

ご意見・ご感想

問4
問5

年齢・職業
（学年）
プレゼントに応募の場合

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10名様に「総
長カレー」をプレゼントします。応
募の締め切りは2020年3月11日
（水）
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/about/public/issue/
kurenai/enquete

2022年6月18日、京都大学は創立125周年を迎
えます。本学では125周年を新たな契機とすべく、記
念事業を実施し、世界をリードする研究の推進と、次
世代を担う人材育成に取り組んでいく予定です。
創立125周年のちょうど3年前となる2019年6月
18日には、創立125周年記念事業特設サイトを公開
し、本学のあゆみとともに、特徴ある学問分野や多
方面で活躍する同窓生の姿を紹介しています。
この125周年の一環として、京都大学基金サイト
のリニューアルを行いました。京都大学基金では、人
材育成を中心とする創立125周年記念事業への取り

組みや、未来に向けて「京大力」を磨き続けるため
の運用原資とすべく、募金活動を実施しています。本
サイトにおいて、募金活動の状況や基金の活用報告、
寄付者や支援を受けた学生の声など、さまざまな情
報を発信していく予定です。
これから3年間、両サイトにて創立125周年を盛
り上げていきます。

京都大学基金サイト
http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp/
創立125周年記念事業特設サイト https://125th.kyoto-u.ac.jp/

編集後記
東京オリンピックの開催まで１
年を切り、日本開催のラグビー W
杯が盛り上がりを見せ、日本中で
スポーツの秋を感じられる今日こ
の頃かと思います。ここ京都大学
でも日々スポーツにいそしんでい
る学生も多く、今号で取材した男
子ラクロス部は、私学全盛と言わ
れる現代にあって、昨年は学生日
本一を勝ち取るあと一歩のところ
まで迫りました。
アメリカでは、大学スポーツが非
常に盛んで、リオ五輪
（2016）
の金
メダリストにおける世界の大学ラ
ンキングでは、スタンフォード大
学やUCLAなどアメリカの大学が
世界の上位を占めたと聞きます。
最近は京大出身者の中でも、日
本でそして世界で活躍するスポー
ツ選手も見受けられるようになっ
てきており、男子20キロ競歩では
京大出身の山西利和選手がつい
に東京五輪出場を勝ち取りまし
た。これはリオ五輪の七人制ラク
ビーに出場した竹内亜弥さんに続
く快挙です。今後も多くの京大出
身スポーツ選手が世界で活躍する
ことを願ってやみません。
2019年10月
広報委員会『紅萠』編集専門部会
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京都大学同窓会だより
第14回京都大学ホームカミングデイの開催
いどむ
2019年11月2日（土）に「挑」をテーマに第14回
ホームカミングデイを開催します。ホームカミングデ
イは本学同窓生やそのご家族、一般の方との交流を目
的として実施しています。各イベントを通して、皆さ
まが今向き合っている夢や、こころの底に抱いている
夢に対して、心新たに「挑む」一歩の後押しになれば
と思います。
当日は、建築家の安藤忠雄氏の講演と山極壽一総長
との対談が予定されています。たん熊北店の特別弁当
を味わう昼食会や、アカデミー（学問）とアート（芸術）
の融合がテーマの在学生及び卒業生の発表会、重要文
化財・清風荘の見学、百周年時計台記念館前庭での屋
台・ステージ企画、
クイズ
研究会やけん玉クラブ等
所属の在学生に挑戦する
イベント、謎解きスタン
プラリー等、多彩なプロ
グラムを用意しています。
ご家族・懐かしいご友
人とお誘い合わせの上、
ぜひご参加ください。イ
ベントの詳細は京都大学
同窓会ホームページから
建築家 安藤忠雄氏
ご覧いただけます。
(http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/）

新たに入会された同窓会
2019年3月に「京友会（静岡県京都大学同窓会）
」と
「京都大学ユースホステルクラブOB会」が、5月に「京
都大学同窓会ヘルスケアネットワーク令和」があらた
に京都大学同窓会に入会されました。
「京友会」は、静岡県に関係する京都大学関係者の親睦
を目的に、1987 年に設立された歴史ある同窓会です。
「京都大学ユースホステルクラブOB 会」は、創部 58 年
になるキャンプ・旅行を主体としたクラブで、加入者
数は約 750 人です。
「京都大学同窓会ヘルスケアネッ
トワーク令和」は、
出身学部や現在の職業を問わず、
ヘ
ルスケアに関心のある同窓生が幅広く交流できる場と
して新たな時代の幕開けとともにスタートしました。
京都大学同窓生向けサービス
在学生と卒業生、教職員の方を対象に「同窓生向け
サービス」を運用しています。ご登録いただいた皆様
に同窓生限定の優待特典や母校の最新情報をお届けす
るほか、ご希望の方は登録者同士の交流も可能です。京
都大学ドメインのメールアドレスを利用できるサービ
スも2019年リリース予定です。ぜひご登録ください。
（http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/kuon_alumni/）

その手を握り、光へ連れ出す。

寒空の中、右手だけが暖かかった。

二枚のチケットを掲げ、隣の顔を覗き込む。

知り得ない。その表情は二人のものだ。

彼は、彼女は、君は、あなたは、

―

寒い冬はまだ続く。

青羽 悠さん

（総合人間学部二回生）

冬は苦しい季節だと思
います。寒いので。けれどその
分、人との時間が際立つ季節だと
も感じます。誰もが誰かと繋がっている、
と信じられる瞬間があるなら、苦しさにも
お釣りが来る。冬は嫌いじゃないです。
寒いけど。

せめて今は、光の中で。

執筆者

主役は表現・創作活動に励む学生たち。
一つの作品を起点に、
「いろ・おと・ことば」のバトンをつなぎます。
感化され、刺激され、
ときには反発をしながら、
生み出された作品のコラボレーションを
お愉しみください
＊紅 萠ホームページでは、3つの作品を
融合した映像作品を公開しています。

起点

＊青羽さんは、2ページ
「巻頭対
談」にも登場しています。

今回は
「おと」から
スタート

医学部写真部

撮影者 大槻真子さん
（医学部3回生）

Take The "A" Train
ダーク・ブルー・
演奏者 ニューサウンズ・オーケストラ
作曲 ビリー・ストレイホーン

オレンジ色の街
灯に照らされた夜の街。石
畳に石造りの建物が立ち並ぶ通
りは、帽子を被りステッキを持った紳士
やエレガントなドレスを着た女性でにぎわい、
パブで人びとが談笑している。
曲を聞いて
そんな情景が浮かびました。夜闇と光が
コントラス
トをなす写真を、
と思い、
このド
イツのクリスマスマーケットで撮った
メリーゴーランドの写真を選
びました。

「Take The "A" Train」
、
これは
言わずと知れたデューク・エリントン
楽団の名曲中の名曲で、恐らく誰しも
一度は耳にしたことがあるでしょう。ジャ
ズの醍醐味でもあるソリスト、
キャッチー
なメロディ、まさにこの曲はジャズ初
心者にとっても、
とても親しみや
すい曲だといえます。
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