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私の図書館 II

福井秀昭

2004年 12月24日早朝。図書館が水道管破裂により地下書庫が水浸し

になり図書に被害がでているとの第一報を聞いたのは，休暇を取る予定をして

いたので自宅にいる時の事だった。電話を受けて一瞬，この 8月の美浜原発の

配管破損による蒸気噴出事故のことが頭をかすめた。昨日の天皇誕生日を入れ

て4連休をキメこんでいた私の思いも吹っ飛んで，マスコミの前で研究科長と

二人深々と頭を下げている光景が浮かんだ。とにかく自転車を飛ばして大急ぎ

で大学に向かった。

大学は今日から冬季休業に入り図書館も明日から休館になっている。その図

書館の正面玄関には，本日水害のため臨時休館。との張り紙がしてある。中に

入ると，ちょうど事務系職員が総掛で被災図書を二階閲覧室に運び込む者と地

下にたまった水を掻き出す者と手分けして懸命に作業にかかっていた。私はす

ぐに本部の財務部，資産管理課と施設・環境部，機械設備課に電話して現場を

見に来て貰うように連絡する。図書館の職員たちは，本学の図書館協議会の協

議員であり，研究科の図書委員会副委員長の金坂教授の指示のもとに製本のナ

カパヤシや経師の大入などに連絡を取って，冠水した図書や掛け軸などの処理

方法などについていろいろと相談している。金坂先生は大阪大学時代に附属図

書館の水害に遭った経験があるということで，大阪大学の図書館へも連絡をと

っている。 10年前のこの事件は，図書館の水害としては有名で， w図書館・文

書館の防災対策』にも「水害と図書館」と題して報告されている。

まず財務部から駆けつけてくれた担当者は，思いの外ひどい現状に驚きを示

したが，私に釘を刺すかのように， r本学はこの4月から独立法人になって新た

に総合保険を掛けているが，図書はその対象外である。」とはっきりした口調で

いわれた。次に施設・環境部からカメラを携えた担当者二人が来てくれた。破

損した水道管を見て， rこれだけ腐食しておれば無理もない。この手のものは全

て取り換えた方がよい。普通高層建物では屋上に高架水槽を設けて水圧を落と

しているが，この建物の給水は地下埋設給水管から直に引き込んでいるので相

当の水圧がかかっているJとのことであった。

今回は起こってしまったことは仕方がないとしても，同じ過ちを二度も続け

たらそれこそ人災と言われでも仕方がない。それに年末年始の長期の休暇に入
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る。それまでに何とか手立てを講じておく必要がある。私は出入りの水道屋の

親方に電話して，緊急事態だ，すぐに来て欲しいと頼む。親方，年末で猫の手

も借りたいという時期，何事かと駆けつけてくれる。そこで図書館中にある蛇

口のある箇所をトイレも含めて点検する。利用頻度の悪い 10ヵ所の洗面台は

この際撤去し， 2ヵ所を補修することにした。親方に今日は無理としても出来

れば明日から工事にかかって欲しいと頼み込む。親方難しい顔をしたが，とも

かくこれからすぐに人をかき集めてみましょう，との返事をくれた。

二階閲覧室には机の上はもとより床上まで所狭しと，図書館職員の手で被災

図書が，軽度，中度，重度の 3段階に区別して並べられている。さてこれから

この図書をどう処理するか。重度の図書はこのまま放置すればページが引っ付

いて剥がれてしまい廃棄するより手が無いだろうという。それではどうするか

というと， 1ページずつ紙を挟み込んで、水分を取るより方法が無いというの聞

いて思わず捻った。これだけのボリュームを職員の手だけではとても無理だ。

それも明日から週末に入る。 28日の仕事納めまでに作業を完了して，年末年

始の期間に紙を挟んだままで天然乾燥できれば， 4日か5日の正月明けには業

者に薫蒸させて何とか 11日の開館予定に間に合いそうだ。そしてこの 28日

までの実働時間は4日間しかない。頭を悩ませていると，この 10月に学生部

からここの経理掛に来てくれた畠中君が， r学生部の時は卒業式や入学式の体育

館での設営など諸々のことを京大のバレー部や応援団を使ってアルバイトさせ

てましたよ」というので，それだ，すぐに手配をしてくれと頼んでおいて，走

るようにして人環図書分室の向かいにある大学院生室に行った。そこには女子

大学院生が一人机に向かっていた。図書館で明日から座って出来る軽作業のア

ルバイトがある。なるべく多くの学生が必要なんだ。今この構内にいる学生に

メールでも打って明日 9時前に図書館の2階に集合して欲しい。というと，時

間単価はと質問され一瞬，図書は保険がきかない，というのが頭をかすめて面

くらったが，間違いなしに相場分は確保するからと言うと， rそれでは出来るだ

け連絡してみます。j とパソコンに向かつてくれた。さて明日何人の学生君が集

まってくれるか判らないが，それでも相当量のわら半紙を用意しなければなら

ない。経理掛ではわら半紙の調達が思う通り行かないらしく手分けして市内の

あちこちの文房具屋に連絡を取っている。それに金坂教授から作業するに当た

って本に付着している古い微を吸い込む可能性もあるのでマスクも必要だとの

忠告も受けている。そうそう大事なことを忘れている。明日水道工事が始まる

と図書館の一切の水道が断水する。ということはトイレも使えない。ええい，

10 



パベノレの図書館第 17号 (2005年3月 15日)

どこまで水に悩まされるのかと腹立たしく思っていると，図書から連絡があり，

地階の照明の漏電警報が出たので，ブレーカーを落としておいた。なお被災図

書は 3，575冊。掛け物類266種420点と報告があった。

窓の外は既に日はとっぷりと暮れている。私達に取ってはとんでもないイプ

の夜になっていた。

ここで突然だが， 1 969年9月 21日にタイムスリップしてみる。京都大

学百年史総説編 622ページから抜き書きする。

奥田総長は，これまで話し合いによる紛争の解決を目指し警察力の導入には

慎重な姿勢をとり続けてきたが，数回にわたり部局長会議で討議した上でこれ

以上占拠・封鎖を放置することは出来ないと判断。

警察の立ち入りの近いことを察知した全共闘派学生は， 1 7日夜時計台建物

の中心にある時計塔を封鎖占拠し， 1 8日朝からは屋上にブロックを積み重ね

て「とりでj 化を進め，徹底抗戦の構えを示した。

2 1日午前6時には総長の代理が封鎖中の各建物の前で、マイクにより退去要

求を行った。その直後，前夜総長が出動を要請した京都府警を中心とする機動

隊員約 2，000名が各門のバリケードを撤去して大学構内に入り，文・教育・

工・農・医の各学部と教養部の封鎖・占拠されている建物の封鎖を約 1時間半

のうちに全面的に解除した。

さらに，全共闘派学生が立てこもる時計塔の封鎖解除は，機動隊の放水とガ

ス弾にもかかわらず内部の堅固なバリケードのため難航し，午後 6時日没とと

もに翌日に持ち越すこととなったo

この 21日は我々職員も構内に入ることは出来ず，正門前で時計台の東西に

分かれた機動隊の放水車から時計台屋上に放水されるのを見つめた。ただシュ

ーという放水される水の音がするだけであたりは不気味なほどシーンと静まり

かえっている。それこそ時計台内部では機動隊が催涙ガス弾を撃ち込みながら

バリケードを撤去するのを全共闘学生が投石や火炎ピンで迎え撃ち必死の攻防

がされている様子が手に取るように分かるのだが，我々の見た目ではただ放水

と屋上では色とりどりの旗を振るヘルメットの全共闘学生の姿があるだけで，

知らない人が見れば消防演習と見間違うかも知れない。ただ一つ異常なのは風

向きによって襲ってくる催涙ガスだ。目を開けていられないほど痛く喉や肌が
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ヒリヒリとすることだ。正門前ではそんな状況だから見物人も少ない。その中

で見覚えのある人物が正門の閉じられた門扉にしがみつくようにして時計台を

見上げている。靴屋の親父だ。親父の庖は時計台の地下の踊り場のコーナーに

あるのだ。当時時計台の地下は生協の購買部と食堂からなっていた。その中で

親父は生協とは組せず独立独歩で商売をしていた。親父の様子から見ると， こ

の放水された水が地下まで達して商売の靴が水浸しになるのを心配しているの

だろうことは十分予想できた。その親父の気持ちを察すると私はとてもじゃな

いが声を掛けることは出来なかった。

この靴屋の親父は特徴があって絶えず人の靴を見ていることだ。であるから

歩いているときも，いつも下を向いては行きちがう人の靴を見ている。その親

父とは不思議なことに私とは縁がある。というのは私の靴は親父が提供してく

れる試供靴である。下の食堂を利用するとき親父は私の靴が汚れておればすぐ

に磨いてくれる。すり減ってくれば新しく試供靴を履かしてくれる。お陰で私

の靴は常にサラで磨きがかかっている。しかしこの頃，もう嫌になっているん

だ。お仕着せはもういい，自分で好きな靴を買いたい。反抗してやろうかと思

うんだが悲しむと思うと実行できない。このように紛争が続くと自前の運動靴

ですむが，大学が正常化すれば試供靴を履く羽田になる。でも今日の親父の姿

を見せつけられると，反抗心が萎えてしまった。

我々は，吉田山の中腹にある民家を借り上げた福利厚生施設，京国というと

ころで待機することになった。二階の屋根に登れば時計台が見える。まだ放水

は続いている。私は時計台の構造を頭に描いた。本来屋上はのっぺらで避雷針

が一本突き出ているだけだ。それをこの 18日全共闘学生がプロックを積み重

ねて，避雷針が見えないくらいだから 1メートル以上は積んでいるだろう。そ

れにこの放水の圧力に耐え得るということは鉄筋をも入れているやも知れない。

では屋上に溜まった水はどうしているのだろうか。屋上に上がるには内部から

の鉄梯子を登り潜水艦のハッチのように 50センチ四方の蓋を持ち上げるのだ。

現在彼らはこのハッチを開けたままにしているだろう。すると水は階段を伝う

のと真っ逆さまに一階の奉安殿のあった場所に流れ落ちていることになる。機

動隊にとっては杭や椅子で縛り付けられたバリケードを解くだけで精一杯の所，

身内による水攻めにあうのだから堪ったものではない。反対に全共闘にしても

もっとも頼るところの火炎ピンの効果が発揮しにくい。詰まるところ機動隊は

火炎ピン対策にこうまでして必要以上に放水しているとしか考えられない。そ

れではこの怒濡の水はそのまま奉安殿入り口の開け放された二枚の観音扉から
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正面玄関の階段を縫って車寄せまで出てくれれば問題はないが，東西2カ所の

地階の階段に落ち込むと地階が沈没する。これは確かに大変だ。靴屋の親父ま

だ時計台の正門で放水が止まるのを見つめているのだろうか。

ここで待てよ，と考えた。時計台の真下は経理部の事務書庫になっていて我々

はこれを塔下倉庫と呼んでいる。入り口はーカ所で四面は窓一つ無く壁で覆わ

れていて，たとえ火災に遭ってもこの書庫は大丈夫と思っていた。しかし仮に

ここに水が入れば大型水槽化することは充分考えられる。時計台の一階二階の

事務執務室内の書類は封鎖を想定して全て避難しているから特にどうとも無い

が，この書庫が水害に見舞われることは想定していなかった。当時私は管財課

という固有財産の管理をしている部署に所属していた。宇治の研究所敷地の借

り上げに関する書類や，原子炉，霊長研の土地を買い上げたときの契約書や図

面など一般家庭なら権利書に代わる重要書類だ。古いもので言えば，大正 10 

年に芦生演習林を 99年間使用する地上権を設定した書類もある。えらいこと

になった。靴を心配する靴屋の親父どころで無くなった。とにかく早く時計台

の封鎖を解除してくれと祈る気持ちになった。日が暮れ始めた夕刻ようやく放

水が止まった。やっと陥落したかと皆が思ったのは間違いで，まだ明日もう一

度延長戦となるとの伝言が届いたのだ。

大正 14年の建築当初からドイツのシーメンス社から購入した時計機器は放

水により電気系統がいかれているのだろう。夜が更けても当然時計台の灯りも

うかずにいる。それぞれのセクトの垂れ幕がぶら下がり張り紙や落書きだらけ

の満身創療の時計台が泣いている。総長も泣いている。教官も職員もそれに靴

屋の親父も泣いている。また授業に出られない学生も親も泣いている。その中

でも最も涙を多く流したのは，時計台に立て寵もっていた全共闘の学生だ。あ

れだけの催涙ガス弾を撃ち込まれて涙が出ないはずがない。

さて時計台は翌日の昼前には陥落した。しかし警察の現場検証などで我々が

時計台に立ち入ることが出来たのはそれから数日してからだ。私は真っ先に塔

下倉庫に行って書類がぷかぷか浮いているであろうかとの思いで，一枚物の

重々しい扉を開いた。その瞬間私は激しい目肢に襲われた。そこはなんと催涙

ガスが充満したガス室となっていたのだ。ハンカチを口に宛てて照明をつける

と床は濡れた状況ではあるが水が溜まっている形跡はない。また4面の壁面が

うっすら濡れている程度だ。書類は無事だったのだ。但し，このガスが完全に

抜けきるのには 5年も要しただろうか。いや5年ではきかなかっただろう。と
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いうのはガスが書類の隙間に浸透していて，必要な書類を取り出してきてペー

ジをめくるとガスが吹き出すのだ。

さて次に靴屋を覗いてみると親父が平然としているのをみて靴が大丈夫であ

ったのが判った。そこで親父に， rこの建物を大正 14年に設計したのは当時京

大の建築学教室の教授武田五ーという人なんだ。水田りなんて完壁に考えて設

計しているんだから，俺は一つも心配などしていなかった。j と言ってやった。

親父はにやりと笑って俺の顔ではなく靴を見つめた。

この辺でタイムスリップから戻ることにする。武田五ーは当時この時計台が

将来封鎖されて機動隊の放水を受けるなどと想像などしていなかったであろう。

明治や大正時代の建築の基本的な考え方は，幸田露伴の「五重の塔Jにあるが

ごとく日本伝統の古代建築の精神が宿っていたのではないか。それが現代の建

物は，横殴りの雨や雪が舞えば屋上から各階のロビーに飛び込んできて地階の

床面が水浸しになったり，建物内に土鳩が巣を造るような構造を見れば武田五

ーでなくとも腰を抜かすだろう。

昨年の 2004年が武田五ーの生誕 100年であった。それを記念して武田

五一展が京都芸術センターで開催された。その時の案内文を抜粋する。

武田五ー (1872"""'1938)は国会議事堂の設計に関与しました。

大阪城を桃山時代風に再現したのは彼でした。

大阪市立美術館や京都大学の時計台など彼の係わった作品はよく風景に閤11染

んでいます。

「武田グループj さ呼ばれる武田とその弟子達の作品には，気取ったところ

や大仰な表現は微塵も見あたりません。そこには誰にでもしたしまれるという

特徴が備わっています。

武田は，法隆寺をはじめ宇治の平等院や金閣寺など文化財の復旧に取り組ん

だ建築家としても知られています。そこで得た知見をもとに彼は新しい日本建

築のスタイルを創造しました。彼の作品が街角の風景になじんでいるのは「風

土Jの裏付けがあるからでしょう。

武田五ーと同時代の人で，どうしてももう一人紹介したい人がいる。土木技

術土の田漫朔郎 (1861"""'1944)だ。我々の年代の京都人はこの人のこ

とを小学校の時に耳にタコができるくらい聞かされた。それが 2003年に虫
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プロダクションが「明日をつくった男~団連朔郎と琵琶湖疎水Jという映画を

作成した。それが京都，滋賀，大阪で開催された第 3回世界水フォーラムで上

映されたのだ。そのことはさておき，私はこの人の恩師である英国人ヘンリー

ダイアーの言葉を田遺朔郎が自分のノートに書き込んだ，その言葉を座右の銘

にしている。この機会にその銘を是非紹介したい。

1T 18 NOT HOW MUCH WE DO， BUT HOW WELL. (Henry Dyer) 

それはそれとして，今回の被災から救出した図書は，現在は学生君などの応

援を得た結果一応は乾燥出来てはいる。ところが，一目見て表紙が変形してい

たり，ページ毎に多くのシミが浮き出ていて，なんだこの本はと， 1 0年先，

30年先， 50年先の後輩の学生君が疑問を持っと思うので， 3，575冊のそ

れぞれの表題紙の上の方にゴム印で

| 2004 (平成 16年) 1 2月 24日水道管破裂被災資料

と押印しておく。仮に君たちが論文でも仕上げるときに，この被災図書に出会

ったときは，本来廃棄されているはずのこの図書が，多くの人たちの努力のよ

って救われたのだと感じてもえたら，作業に関わった彼らや彼女達は報いられ

るだろう。

私は，先だってこの「パベルの図書館Jに「私の図書館Jとしてソフト面で

寄稿し，君たちにアンケートを求めたが，今回の事故により，取り急ぎハード

面での重要性を実感したので，パソコンを叩いたが，君たちも思いつくことを

述べてほしい。

言い忘れたが，その後の靴屋の親父のことを報告しておく。

それから一年もしたころ工学部8号館の建設が決まった。地階には新しく生

協の食堂部門が計画された。靴屋の親父は当時の施設部に日参して食堂と靴屋

は切っても切れない間柄だと変な理屈をつけて新しく出来る食堂の出口の一角

に靴屋のスペースを確保してしまった。私は親父の本音は，時計台はいつまた

占拠されるか分からない。もうあの放水の経験は二度としたくない思いがあっ

たのだろうと確信している。しかし靴屋の移転を一番喜んだのはもちろん私で

ある。もう，足下を見られることもなく試供靴も履かなくてもいいのだから。

(ふくい ひであき，人間・環境学研究科事務長)
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