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ブータン王立大学御一行の京都大学訪問に寄せて

坂本龍太 1,2）

1）京都大学白眉センター、京都、日本
2）京都大学東南アジア研究所、京都、日本

ヒマラヤ学誌　No.14, 195-206, 2013

はじめに
　2012年 9月 24日から 9月 29日、ブータン王
立大学（Royal University of Bhutan、RUB）総長（Vice 
Chancellor）ペマ・ティンレー氏、同大学言語文
化研究所（Institute of Language and Culture Studies、
ILCS）所長ルンテン・ギャツォ氏、同大学科学技
術カレッジ（College of Science and Technology、
CST）学長チェキ・ドルジ氏、同大学シェラブツェ
カレッジ（Sherubtse College）学務部長ソナム・
ワングモ氏の 4名が、京都大学ブータン友好プロ
グラムの一環で京都大学に招聘された。ブータン
王立大学と京都大学は 2011年 6月 3日にシェラ
ブツェカレッジと東南アジア研究所の間に学術交
流協定を締結しており、両校の交流はすでに始
まっていたが、ブータン王立大学総長が京都大学
を訪問するのは今回が初めてである。今回、招聘
する側の責任者は京都大学ブータン友好プログラ
ムの代表世話役を務める松沢哲郎氏であった。京
都大学ブータン友好プログラムは、2010年に松
本紘京都大学総長の批准を受け、霊長類研究所の
松沢哲郎氏を代表世話役とし、東南アジア研究所
の清水展氏、松林公蔵氏、大学院地球環境学堂の

小林愼太郎氏、防災研究所の橋本学氏、大学院教
育学研究科の前平泰志氏、ウィルス研究所の松岡
雅雄氏、こころの未来研究センターの吉川左紀子
氏を世話役とする組織であり、京都大学とブータ
ン王国との間に研究・教育・社会貢献のイコール
パートナーシップを構築することを目標に掲げて
いる。今回、筆者はブータン王立大学総長一行を
招聘する過程での仲介役、また、滞在中の全過程
での帯同役を担う幸運を得たのでここに報告す
る。ブータン王立大学との折衝及び滞在中のアレ
ンジに際しては、ブータン側はブータン旅行会社
ローメンツアーズのカルチュン・ワンチュク氏、
ブータン王立大学総長秘書ワンチュク・デム氏、
日本側は前述した京都大学友好プログラムの世話
役の皆様を中心に、霊長類研究所の酒井道子氏、
平田加奈子氏、小野一代氏、京都大学国際交流課
の春木淳氏、その他多くの方々のご尽力があった
ことを記載しておく。今回の招聘経費は幹事部局
である霊長類研究所に措置された全学経費によ
る。平田加奈子氏が作成くださったホームページ
も参照していただきたい。http://www.kyoto-bhutan.
org/

　2012年 9月 24日から 9月 29日、ブータン王立大学（Royal University of Bhutan、RUB）総長（Vice 

Chancellor）ペマ・ティンレー氏、同大学言語文化研究所（Institute of Language and Culture Studies、
ILCS）所長ルンテン・ギャツォ氏、同大学科学技術カレッジ（College of Science and Technology、
CST）学長チェキ・ドルジ氏、同大学シェラブツェカレッジ（Sherubtse College）学務部長ソナム・ワ
ングモ氏の 4名が、京都大学ブータン友好プログラムの一環で京都大学に招聘された。2012年 9月
26日松本紘京都大学総長とペマ・ティンレーブータン王立大学総長は会談を持ち、固く握手を交わし、
両校の友好関係のさらなる発展を誓い合った。ブータン王立大学との折衝及び滞在中のアレンジに際
しては、京都大学霊長類研究所の松沢哲郎氏、同大学東南アジア研究所の松林公蔵氏を中心とする京
都大学友好プログラムの世話役の皆様、同大学霊長類研究所の酒井道子氏、小野一代氏、ブータン旅
行会社ローメンツアーズのカルチュン・ワンチュク氏、ブータン王立大学総長秘書ワンチュク・デム
氏など多くの方々のご尽力があった。
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ブータン王立大学について1）

　ブータン王立大学は 2003年 6月 2日にブータ
ン各地にある複数の機関を統合して設立された国
内唯一の総合大学である。その使命は、国家が必
要とする学識豊かで技能に秀でた人材を育成する
ために適切で質の高い高等教育プログラムを開発
し提供すること、そして、研究の促進実行を通じ
て国際的に通用する知識の創生に貢献し適切な知
識をブータンへ移入することである。ブータン王
立大学は Gross National Happiness（GNH、国民総
幸福）の理念の下に人材を育成し、よりよい未来
に向けて新しい道を切り拓くことを目指してい
る。ジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク第五
代ブータン王国国王が大学の名誉総裁であり、
2011年ブータン王立大学の卒業式では卒業生に
次のような祝辞を贈ったという。「自分自身で立
てた目標が何であれ達成に向かって踏み出す時は
正しい価値観を持ちなさい。正しい価値観とは自
分自身の人生や人生の旅路で接する全ての人の人
生を実りあるものにする価値観です。自分自身の
個人的な目標や大志を他の人と調和を保ちながら
成し遂げる知恵を身につけなさい。他の人も彼ら
自身の目標や大志を成し遂げようと努力している
のです。正しい技術と知識を獲得しながら、学ぶ
ということは一生続く道程であることを覚えてお
きなさい。人生を生きていく中で自分の個人的な
努力で得た経験をうまく活用しつつ、歴史の中に
存在する豊富な経験を活用することを忘れてはい
けません」
　ブータン王立大学全体の生徒数は 2011年時点
で約 5千人であるが、2013年までに約 9千人に
拡充される予定である。現在ブータン王立大学を
構成する 10機関を表 2に示す。

1）College of Natural Resources（CNR、 天 然
資源カレッジ）
　CNRの使命は、農業、天然資源管理、環境科学、
農村開発における教育と研究であり、ブータン中
部のプナカ県ロベサに所在する。元々は Natural 
Resources Training Instituteと呼ばれ 1992年にスイ
スの Swiss Development Cooperation 及び Helvetas
の支援下に設置された。

2）College of Science and Technology（CST、
科学技術カレッジ）
　CSTの使命は、ブータンにおける科学技術の発
展に貢献する人材の育成であり、ブータン南部の
プンツォリン県リンチェンディンに所在する。
2001年に工学の学位号を授与できる機関として
設立された。

3）Gaeddu College of Business Studies（GCBS、
ゲドゥビジネスカレッジ）
　GCBSの使命は、ブータン国内外における商行
為やビジネス管理への貢献であり、ブータン南部
チュカ県ゲドゥに所在する。2008年にタラ水力
発電機構を引き継ぐ形で設立された。

4）Institute of language and Culture Studies
（ILCS、言語文化研究所）
　ILCSの使命は、ブータンの言語研究、歌曲、
絵画、建築、機織り、デザイン、占星術、仮面舞
踊、作法などの文化研究、仏教研究、ヒマラヤ研
究、GNH研究を行い、国の古い文化や伝統を保存、
振興することであり、ブータン中部トンサ県タク
ツェに所在する。1961年に仏教哲学を学ぶため
の学校 Rigney Schoolとしてシムトカに設立され、
1997年に ILCSに改称され、2011年 6月に現在の
場所に移設された。

5）Jigme Namgyel Polytechnic（JNP、ジグメ・
ナムゲル技術専門学校）
　JNPの使命は、工学、技術の分野で強固な基礎
を身につけた人材の育成であり、ブータン南部サ
ンドゥップジョンカル県デワタンに所在する。
1972年に Royal Bhutan Polytechnicという名で設
立され、2006年に改称された。

6）National Institute of Traditional Medicine
（NITM、国立伝統医療院）
　NITMの使命は、証拠に裏付けられた伝統医療
の確立であり、ブータン西部ティンプーのカワ
ジャンサに所在する。1971年にブータン王国保
健省の下に設立されたが、2003年にブータン王
立大学の所属となった。
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7）Paro College of Education（PCE、パロ教育
カレッジ）
　PCEの使命は、力量のある高潔で意欲的な教師
の育成であり、ブータン西部のパロ空港の近くに
所 在 す る。1975 年 7 月 に National Institute of 
Educationという名前で就学前トレーニング拠点
として設立された。

8）Royal Institute of Health Science（RIHS、王
立保健科学院）
　RIHSの使命は、国家が必要とする保健人材を
育成し、個々人、家族、コミュニティーの抱く保
健に関するニーズに応え、ブータン国民の健康状
態の保持と改善を通じて GNHの実現に寄与する
ことであり、ブータン西部ティンプーの Jigme 
Dorji Wangchuk National Hospitalのそばに所在す
る。1974年に設立された。

9）Samtse College of Education（SCE、サムチ
教育カレッジ）
　SCEの使命は、教師の育成であり、ブータン南
部サムチ県サムチに位置する。1968年にブータ
ン初の教師育成機関として設立された。

10）Sherubtse College（SC、シェラブツェカレッ
ジ）
　SCの使命は、一般教養や科学を注入した GNH
教育や人類発展への研究を通じて、国造りや社会
経済発展に貢献することであり、ブータン東部タ
シガン県カンルンに位置する。1968年にパブリッ
クスクールとして設立され、1976年に短期大学
となり、1983年にデリー大学所属のカレッジと
なり、2003年 6月よりブータン王立大学の所属
となった。

招聘までの経緯
　2012年 2月 26日に京都大学吉田泉殿で行われ
た京都大学ブータン友好プログラムの連絡会で、
ブータンと真の友好を築くためには京都大学から
一方的にブータンに隊を派遣するのではなく今後
はブータンから京都大学へ人を招聘することにも
重点を置くべきである、という方針が決まった。
翌日、代表世話役である松沢哲郎氏よりブータン
旅行会社ローメンツアーズのカルチュン・ワン

チュク氏を介して、ブータン王立大学総長を招待
したい、という京都大学側の希望が伝えられた。
3月 1日、カルチュン氏より電話にてペマ・ティ
ンレーブータン王立大学総長は京都大学への招待
をとても喜んでいるという情報が入った。3月 27
日、ティンプーにおいて清水展氏を隊長とする第
8次京都大学ブータン訪問団が総長を含むブータ
ン王立大学側と会合を持ち、その会合で 1957年
のケサン・チョデン・ワンチュク第 3代王妃と桑
原武夫氏、中尾佐助氏らとの交流からはじまる
ブータン王国と京都大学の歴史やブータン友好プ
ログラムの趣旨、松本総長のブータン友好プログ
ラムへの思いについて説明を行った。京都大学へ
の訪問及びその後の連携の強化について、ブータ
ン王立大学総長から「非常に前向きに検討する」
という返事があった。夕食にも招かれブータン王
立大学と第 8次訪問団とでお互いにブータンの焼
酎、アラの杯を重ね交流を深めながら京都での再
会を誓い合った。6月 12日、私が保健省とのミッ
ションでブータン東部を訪問した帰りに、ティン
プーにてペマ・ティンレー氏と再会し、総長を招
待したい、という京都大学側の希望を再度伝えた。

「京都大学は様々な分野に専門家を配しており、
将来ブータンで専門知識を必要とする事態に直面
した時、役に立てるはずだ。京都大学の総長は尊
敬できる方なのでぜひ直接会って友好関係を結ん
でほしい」と伝えた。ペマ・ティンレー氏は、「京
都を訪問するとすれば、日本における歴史や文化
の保全の試みや農村の現状を観察したい。また、
都市開発や生物多様性、地球温暖化による問題な
どにも興味がある」と話した。その後、ペマ・ティ
ンレー氏の秘書であるワンチュク・デム氏を介し
たやり取りが続いた。6月 28日、ペマ・ティンレー
氏から直接、2012年 9月 24日から 9月 29日の
京都大学への訪問を承諾する旨メールが届いた。
こちらの来日スケジュール案を提示した。そのス
ケジュール案はこちらの京都大学ブータン友好プ
ログラムの世話役の所属を考慮したものであった
が、前述の先方の希望を概ね満たしており、最終
的には良いスケジュールであるとの返事があり、
先方は我々の提示したスケジュールを了承した。
来日メンバーについてはペマ・ティンレー氏以外
に 2、3人ということでお願いし、人選はブータ
ン王立大学側に委ねられた。7月 18日、ブータ
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表 1　ブータン王立大学御一行京都大学訪問スケジュール
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ン王立大学側より総長ペマ・ティンレー氏、同大
学言語文化研究所長ルンテン・ギャツォ氏、同大
学科学技術カレッジ学長チェキ・ドルジ氏、同大
学シェラブツェカレッジ学務部長ソナム・ワング
モ氏の 4名の方々が提示され、先方の希望通りこ
の 4名に決定された。この 4名の専門はペマ・ティ
ンレー氏が教育学、ルンテン・ギャツォ氏が仏教
哲学及びサンスクリット文学、チェキ・ドルジ氏
が土木工学、ソナム・ワングモ氏が植物学であっ
た。訪問中のスケジュールの概略を表 1に示す。

訪問初日（平成24年9月24日）
　朝 7時、ペマ・ティンレー氏以下 4名がタイ航
空 622便にて関西国際空港に到着した。ペマ・ティ
ンレー氏以外の 3名はブータン西部パロからバン
コクを経由する旅路であったが、ペマ・ティンレー
氏は首相ジグメ・イェゼル・ティンレー氏と共に
9月 21日にインドのマディヤ・プラデシュのサー
ンチーで行われた仏教大学の定礎式に参加後、
ブータンに戻らずにデリー、バンコクを経由して
来日するというタイトなスケジュールであった。

ペマ・ティンレー氏とはティンプーで行われた 3
月と 6月の招聘交渉の際にお会いしており、ソナ
ム・ワングモ氏ともシェラブツェカレッジがブー
タンでの滞在先であったカリンと近いことからす
でに何度か会い話をしていたが、ルンテン・ギャ
ツォ氏及びチェキ・ドルジ氏とは今回が初対面で
あった。ペマ・ティンレー氏、チェキ・ドルジ氏、
ソナム・ワングモ氏は洋服であったが、ルンテン・
ギャツォ氏は空港でもエンジ色の僧衣を身にま
とっていた。チェキ・ドルジ氏は横浜国立大学で
修士号、博士号を取得されるなど日本に造詣が深
く、日本語もかなりの部分聞き取れる様子であっ
た。MKスカイゲイトシャトルにてホテルモント
レ京都に行き荷物を預けた後、ホテル内 1階カ
フェ &バー「ライブラリー」にてサンドイッチ
をつまんだ。その後、タクシーにて鹿苑寺（金閣
寺）及び賀茂御祖神社（下鴨神社）を拝観した。
金閣寺では、舎利殿の金箔の輝き、鏡湖池にうつ
る色のコントラスト、陸舟の松が西方浄土へ向か
う形を模していることに興味を示し、特に、池の
鯉や夕佳亭の茅葺を感嘆の声が上がった。下鴨神

表 2　ブータン王立大学を構成するカレッジ及び研究所
/

College of Natural Resources Lobesa, Punakha 1992 B. Sc. (Agriculture, Forestry, Animal Science),
Diploma (Agriculture, Forestry, Animal Husbandry)

B. Sc (Rural Development, Environmental Studies), M.
Sc

College of Science and Technology Rinchending,
Phunetsholing 2001 B. E. (Civil, Electrical, Electronics and

Communication)
B. E (Information Technology, Architecture,
Hydropower)

Gaeddu College of Business Studies Gedu, Chukha 2008 B. B. A. (Marketing, Human Resource Management,
Entrepreneurship) , B. Com. (Accounting, Finance)

Diploma (Banking, Finance), M. B. A. (Finance), Legal
Studies

Institute of Language and Culture
Studies Taktse, Trongsa 1961 B. A. (Dzongkha Language, Culture)

Diploma (Dzongkha Creative Writing, Translation,
Visual Communications) B. A. (Bhutanese and
Himalayan Studies, Bhutanese Language and
Literature) M. A. (Bhutanese Language and Culture,
Bhutanese Language and Literature, Bhutanese and
Himalayan Studies, Buddhist Studies), Ph. D.

Jigme Namgyel Polytechnic Dewathang,
Samdrup Jongkhar 1972 Diploma (Civil Engineering, Electrical Engineering,

Mechanical Engineering)
B. E. (Mechanical, Surveying), Diploma (Information
technology, Surveying, Early Childhood Education)

National Institute of Traditional
Medicine

Kawajangsa,
Thimphu 1971 B. Sc. (Traditional Medicine), Diploma (Traditional

Medicine) M. Sc. (Traditional Medicine)

Paro College of Education Paro 1975

M. Ed. (School Management and Leadership), B. Ed.
(Primary Education, Secondary Education,
Dzongkha), P. G. D. E. (Dzongkha), Diploma
(Leadership and Management)

M. Ed. (Primary Curriculum, Dzongkha, Special
Education), Diploma (Early Childhood Education,
Coaching and Sports Administration), P. G. D. E.
(Special Education), Ph. D. (Education)

Royal Institute of Health Sciences Thimphu 1974 B. Sc. (Public Health), Diploma (General Nursing and
Midwifery) B. Sc. (Nursing)

Samtse College of Education Samtse 1968 P. G. D. E. (Education), B. Ed. (Primary Education,
Secondary Education)

P. G. D. E. (School Guidance and Counselling),
Diploma (Laboratory Management, Library
Management), P. G. D. (Higher Education), M. Ed.
(Science, English, Maths)

Sherubtse College Kanglung,
Trashigang 1968

B. Sc. (Computer Science, Physical Science, Life
Science), B. A. (Dzongkha & English, Dzongkha and
Geography, English and Environmental Science,
Economics and Geography, Economics and
Environmental Science, Economics and Sociology,
Political Science and History, History and Dzongkha,
Political Science and Sociology), P. G. Diploma
(English)

B. A. (Population Studies and Economics, Population
Studies and Sociology, Creative Media and
Communication Studies), P. G. Diploma
(Mathematics), M. A. (English, Economics), M. Sc.
(Mathematics), Certificate Gross National Happiness
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社では、糺の森を「ブータンのようだ」と話しな
がら心地よさそうに歩き、干支の社では自身の干
支の守護社の前でオンマニペネフムというお祈り
を唱える姿が印象的であった。昼食は下鴨神社の
近くの下鴨坦々にて坦々麺の大盛りを完食され、

「（唐辛子の効いた）この味は、ブータン人ならみ
んな好むはずだ」と話した。タクシーで京都御所
に行き、宮内庁の行っている 1時間ほどの英語案
内コースに参加した。スピーカーを使ったガイド
の説明に興味深そうに耳を傾け、時折、質問もし
ていた。特に、清涼殿の檜皮葺の製法に興味を示
し、模型を片手に、樹皮を重ねて葺いてゆき竹製
の釘で固定する仕法に熱心に耳を傾けていた。そ
の後、ホテルに帰り、数時間の休息を取った。
　夕食は京都大学東南アジア研究所の松林氏の呼
びかけで、京都大学楽友会館にてささやかな歓迎
立食パーティーが催された。参加者は五十音順に
安藤和雄氏、大西信弘氏、大西佑紀氏、奥宮清人
氏、栗田靖之氏、小坂康之氏、竹田晋也氏、陳玟
玲氏、月原敏博氏、松林公蔵氏であった。総合地
球環境学研究所の奥宮氏の歓迎スピーチの後、国
立民族学博物館名誉教授の栗田氏に乾杯の御発声
をお願いした。参加者一人一人の自己紹介が行わ
れ、それぞれのブータンとの関わりやブータンへ
の思いが語られた。月原氏はゾンカ語での挨拶と
なった。参加者の中には、ブータンと強い関係を
持ついわば京都大学ブータン友好プログラムの先
達が多く参加した。乾杯の挨拶を行った栗田氏は
京都大学山岳部御出身で桑原武夫氏や中尾佐助氏
らからはじまる京都大学とブータンとの友好関係
を継承し、1970年からブータンとの友好関係構
築に尽力した。また、今回のブータン王立大学御
一行の京都大学訪問を松沢氏とともに主導した松
林氏は、その栗田氏が副隊長を務めた京都大学
ブータンヒマラヤ学術登山隊のメンバーとして
1985年に当時未踏峰であったマサ・コン主峰に
初登頂を果たし、竹田氏、月原氏もその初登頂の
メンバーであった。安藤氏はシェラブツェカレッ
ジと東南研との間の学術交流協定締結の主導者で
あり、奥宮氏は、筆者も所属するブータンをフィー
ルドの一つとする地球研高所プロジェクトのリー
ダーである。到着当日ということもあり、ブータ
ン側の疲労を考慮し二時間ほど歓談の後、松林氏
の挨拶で閉会となった。ブータン御一行は京都で

多くの研究者がブータンと厚い親交を持っている
ことに驚かれるとともに安心している様子であっ
た。ホテルへの帰路、ブータン側から「地理的に
は遠いが外国だという気がしない」と話していた。

訪問二日目（平成24年9月25日）
　朝 9時半より京都大学東南アジア研究所との会
談が持たれた。清水所長にとっては、三か月前に
第 8次京都大学ブータン訪問団の隊長としてティ
ンプーで会って以来の対面で、その際に交わした
京都での再会の約束をしっかりと果たす形となっ
た。会談では松林氏から我々がブータン王国保健
省と協力して行っている高齢者計画について説明
があり、安藤氏の主導でシェラブツェカレッジと
協力して行われている農村から都市への移住の問
題についても意見が交わされた。10時半からは
京都大学地球環境学堂との会談が持たれ、藤井滋
穂学堂長から大学院のコースについて説明があ
り、ブータンからの応募も歓迎する旨話があった。
今回の訪問メンバーであるチェキ・ドルジ氏が学
長を務めるブータン王立大学科学技術カレッジへ
の勤務が決まっている高橋氏の紹介もあった。さ
らに深町氏からは今後、ブータンに大学院生を派
遣したい旨提案があった。会談後、ブータン王立
大学御一行は快晴の下、吉田キャンパス内を歩き、
時計台の前で記念撮影を行った（写真 1）。
　レストラン「しらん」にて会食後、京都大学留
学生課と会談が持たれることとなった。これは
ブータン側の希望で東南アジア研究所の松林氏が
急きょアレンジしたものであった。ブータン側は
日本人旅行者の増加もあり日本語教育に力を入れ
たいという希望があり、京都大学の外国人留学生
がどのような日本語教育を受けているのか興味を
持っていた。可能であれば京都大学で外国人に日
本語を教えている教官にブータンで教鞭をとって
ほしいとのことであった。14時からは京都大学
こころの未来研究センターにて会談が持たれた。
センター長の吉川氏よりセンターの説明があり、
熊谷誠慈氏からブータン仏教プロジェクト、内田
由紀子氏から幸福感の研究プロジェクトについて
の発表があった。その後、阿部修士氏、中井隆介
氏の案内で附属する連携MRI研究施設の見学と
なった。当日の訪問スケジュール終了後、タクシー
の車中で、ブータン王立大学側は東南研とは協力
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関係がすでにあるが、農村から都市への移住の問
題や高齢者の問題は今のブータンで最も大切な問
題の一つでありシェラブツェカレッジを核として
さらに連携を強化していきたいこと、また、学堂
が扱っている地球環境問題というテーマはブータ
ンでも関心が高いテーマであり学堂へぜひ学生を
派遣したいこと、そして、こころの未来研究セン
ターの中核の概念である「こころ」はブータン人
にとって非常に共感できる重要な言葉でありブー
タン王立大学は GNHを扱う研究所の設置を考え
ているので今後 GNH研究について連携を結びた
いこと、などの言及があった。
　夕食は烏丸御池と市役所の間にある「よしか
わ」という料理屋へ行くこととなった。日本の滞
在経験もあるチェキ・ドルジ氏とも相談し、海老
の天ぷらを食べましょう、という話になった。タ
クシーの運転手さんにどこがいいか聞いたとこ
ろ「そりゃ、よしかわやろ」とのこと。携帯で情
報を調べると思ったより価格が高く、「この店、
結構しますね」と躊躇していると、「そんなもん
な、せっかく遠いブータンから日本まで来てくれ
はったのに、マズい天ぷら食べてもらってもしゃ
あないで」注 1）と運転手さん。その一言でここに
決まった。店は暖簾をくぐると煌びやかな屏風が
目に入る豪華な町家の世界であった。ブータン御
一行は日本家屋や庭園の美しさ、季節を意識した
趣向を凝らした天ぷら懐石、仲居さんの接待のき
め細かさに大変感激され、「今日の食事は一生忘
れないだろう」と話していた。

訪問三日目（平成24年9月26日）
　昼の 11時より今回の訪問のメインイベントで
ある松本紘京都大学総長との会談が行われた。そ
こには清水展氏、橋本学氏、平井啓久氏、藤井滋
穂氏、俣野正氏、松岡雅雄氏、松沢哲郎氏、松林
公蔵氏、吉川左紀子氏（50音順）らが参加した。
松本総長は、京都大学について説明し、ブータン
が京都大学から学べることも多く、同時に、我々
京都大学がブータンから学ぶべき点も多いことを
伝えた。その中でノーベル賞受賞者を多く輩出す
る大学として知られているという言及があった
が、その 12日後に発表された山中伸弥氏ノーベ
ル医学・生理学賞受賞の報は、まさにその言葉を
証明するニュースとなった。ペマ・ティンレー氏

はブータンと京都大学は縁が深く、松本総長に是
非一度ブータンに来てほしいと要請した。総長が
奥様も一度ブータンに行きたがっておられること
を明かし、様々な事情が許せば総長の任期の間に
ブータンを訪問したいと言及があった。会談終了

写真 3　清風荘の庭園で記念撮影。

写真 2　ペマ・ティンレー氏（左）と松本紘京都大学総
長（右）。

写真 1 時計台の前で記念撮影。左からソナム・ワング
モ氏、ルンテン・ギャツォ氏、ペマ・ティンレー
氏、チェキ・ドルジ氏。
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後、両者は固く握手し、両校の友好関係のさらな
る発展を誓い合った（写真 2）。場所を清風荘に
移して昼食会が行われた。清風荘については、総
長から、明治—昭和の元勲・西園寺公望の元私邸
であり、昭和 19年に京都大学に寄贈された重要
文化財である旨の説明があり、庭園の散策も行わ
れた。総長自身もまだ 6回ほどしか利用したこと
がないということであった。晴天の下、総長同士
再度固く握手を交わした。この日は両校にとって
記念すべき一日となった（写真 3）。
　昼食後、百周年時計台記念館二階国際交流ホー
ル IIにて国際ワークショップが開催された。60
名ほどの参加者が集まり、松沢氏の開会の辞から
プログラム通り会が進行した。ブータン王立大学
側の発表では、チェキ・ドルジ氏による地理的な
側面を中心にブータンの概要についての発表に続
いて、ソナム・ワングモ氏によるブータンにおい
て顕在化しつつある農村から都市への人口の流出
の問題について発表があった。次に、ルンテン・
ギャツォ氏より仏教の考え方に基づく人間の幸せ

（happiness）についての発表があった。その中で、
人の Quality of Lifeは社会のメンバーとの関係性
に依存するものであること、他者との共存

（coexistence）のためには信頼（trust）、相互扶助
（reciprocity）、家族の親密性（family closeness）、
連帯（solidarity）、もてなしの心（hospitality）、協
調（cooperation）、社交性（sociability）、公平性

（fairness）、忠誠（loyalty）、友情（friendship）が
必要であること、幸せ（happiness）というのは調
和（harmony）というものの理解を通じて確保さ
れること、文化（culture）というものは幸せ

（happiness）を得るための道具であること、など
の言葉が印象的であった。ペマ・ティンレー氏の
GNH教育についての発表では、幸せ（happiness）
というのは心の状態（state of mind）であり、幸
せになる環境を創り出すことはできる、という趣
旨であったと理解された。幸せになれるかどうか
は、約 15％が富や物質的な豊かさ、約 25％は遺
伝的な要因によって決まるが、あとの約 60％は
人生で学ぶことによって決まる、という研究があ
ることを紹介し、「幸せというのは人生で身につ
けるべき最も大切な技術である」と話した。また、
幸せに関するジグメ・シンゲ・ワンチュク先代国
王の言葉に“Sem Gochoep Zoni”があるが、この

言葉は“peace and harmony within oneself promoting 
peace and harmony in others（自分自身の中に平和
と調和を保つことは他者へ平和と調和をもたらす
ことにつながる）”という意味である、とのこと
であった。夕食はホテルの近くの伊右衛門サロン
で、ご飯と旬菜と小海老の天ぷらを食べながら京
都大学とブータン王立大学との今後の連携につい
て話合いがなされた。京大側の参加者は松沢氏、
松林氏、藤澤道子氏であった。詳しい内容につい
ては別の機会に譲りたい。

訪問四日目（平成24年9月27日）
　ペマ・ティンレー氏の来日前からの希望であっ
た、日本の農村を見たい、という要望に応えるた
め前述した東南研の安藤氏と中村均司氏の御案内
により京丹後市を訪問することとなった。京丹後
市を訪問させていただくことになった理由は、市
長である中山泰氏が 2015年度までにブータンを
参考に施策の基準に市民の幸福度を示す指標を導
入することを表明しブータン王立大学からの訪問
客を大歓迎である、という情報を京丹後市と以前
から付き合いのある安藤氏が入手し、ブータン王
立大学及び京丹後市の双方に有益であると判断し
たためである。早朝 6時半、ジャンボタクシーに
て京丹後市に向かい、ホテルを発った。車内で朝
食のサンドイッチを食べながら安藤氏、中村氏の
両者から日本の農村の現状についての説明があっ
た。9時半頃、京丹後市役所に到着し、市長及び
市役所の方々との会談が始まった。京丹後市長か
らペマ・ティンレー氏に対し、「ブータンを見習
い市民総幸福のまちづくりを目指しているが、
GNHの国づくりはどういったものか」という質
問があった。ペマ・ティンレー氏は「幸せ

（happiness）というものは個人の経験によるもの
だが、我々は幸せの条件（condition）を創り上げ
ることができる、幼少の頃から幸せとは何かを教
育し、今あるものに感謝する大切さを教えること
が大切である」と答えた。市長は「コップの水の
話のようなもので、同じ量の水を少ないと思うよ
りも多いと思うようにする、ということと理解し
ました」と話した。ブータン王立大学側からは

「ブータンでも農村から都市に人口が流出してき
ているが、京丹後市ではどのような対策をとって
いるのか」という質問があり、京丹後市側からは、
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丹後町袖志の棚田保全の活動や都会の子供たちを
農家に宿泊体験させる取組みについて説明があっ
た。ブータン王立大学、京丹後市は共に、今回の
訪問をきっかけとしてさらなる交流の発展を願い
閉会となった。京丹後市側は市長自ら玄関まで来
て、車が発車するまで見送りを行った。
　ジャンボタクシーで移動中、車窓から日本海を
望み、ブータン王立大学御一行から歓声が上がっ
た。早速、車を降り、海をバックに記念撮影となっ
た。また、袖志棚田保存会の代表を務める平井貞
雄氏の案内で袖志の棚田を見学し、平井氏が営む
農家民宿を見学した。そこで、僧でもあるルンテ
ン・ギャツォ氏が奥の部屋にあった仏壇を目に留
め、「お祈りをさせてもらってもいいですか」と
たずね、丁寧にお祈りをささげた。平井夫妻は「こ
んなえらいお坊さんにお祈りをしていただいてあ
りがたい」と話し、感激している様子であった。
民宿に別れを告げた後、上世屋の棚田を見学した。
上世屋では合力の会の代表である井之本泰氏に、
住民で力を合わせて米や野菜を作り皆で分け合う
取り組みについて説明があり、老朽化した民家を
860人もの人々が力を合わせて修復し完成させた
という合力の家にて、弁当を食べながらの歓談と
なった。ブータン側からは「農業だけで生活が持
続できるのか」という質問があり、井之本氏は「ど
うにかやってます」と苦笑した。旧美山町（現在
は南丹市）に場所を移し、かやぶきの里、美山民
俗資料館や放棄田を見学した。かやぶきの里では
幸運にも実際に葺き替えが行われている現場に立
ち会うことができた。美山民俗資料館の見学後、
総長から、「ブータンにも伝統が失われる前にぜ
ひこのような資料館を作る必要がある」、「シェラ
ブツェカレッジがその核となるべきだ」とソナム・
ワングモ氏に語りかけていた。放棄田では元々は
良質の田んぼであった土地に植林が行われ、放棄
田の周りで廃屋や荒廃している神社の現状を目の
当たりにした。御一行は言葉を失い、衝撃を受け
ている様子であった。美山町知井振興会での会合
では、都市から女性を呼んできて町の若者と町コ
ンを行うなど、何とかして町の活気を取り戻そう
と懸命に活動されている岩間孝弘氏、名古友弘氏
の切実な思いに熱心に耳を傾けられていた。名古
氏から「世界に農村の魅力を発信しているブータ
ンは美山町の鏡であり見習いたい」と発言があっ

た。ブータン側からは、「住民に対して幼少の頃
から町の魅力を教育していくことが重要ではない
か」とコメントがあった。京都市内のホテルに戻っ
たころには 19時を過ぎており、夕食はホテルの
近くの美濃吉で、皆でしゃぶしゃぶ鍋をつつきな
がら一日を振り返った。「日本の農村の過疎化の
様子は未来のブータンの姿かもしれない」と、ブー
タンも早急に対策を考える必要があると感じたよ
うであった。また、山に囲まれたブータンでは見
ることができない美しい海をみることができたこ
とを非常に喜んでいた。

訪問五日目（平成24年9月28日）
　朝 8時半頃ホテルを発ち、地下鉄、新幹線、名
古屋鉄道を利用し 10時半頃犬山駅に着いた。犬
山駅にはすでに京都大学霊長類研究所からのお迎
えの車が待っており、その車で霊長研へと向かっ
た。霊長研では、川本芳氏、高田昌彦氏、平井啓
久氏、俣野正氏、松沢哲郎氏（50音順）が出迎え、
所長である平井氏より霊長研の説明があり、今回
の招聘の代表者である松沢氏が自ら実験施設を案
内した。高さ 15 mのトリプルタワーにいるチン
パンジーに松沢氏がチンパンジーの言葉で話かけ
る姿に目を丸くし、顔を見合わせていた。松沢氏
がチンパンジーの言葉を発しながら屋内に入る
と、猛然と一人のチンパンジーが下階から我々の
いた階に登ってきた。そのヒトこそ世界で最も有
名なチンパンジー、アイちゃんであった。ブータ
ン王立大学御一行は窓越しにアイちゃんと挨拶を
行い、満面の笑顔であった。昼食をとって、すで
にブータン王国農業省と協力してサルの生態やウ
シ、ヤク、ミタンの交雑の研究を行っている川本
芳氏の研究について講演を聞いた。ソナム・ワン
グモ氏からは、今後シェラブツェカレッジでもサ
ルの研究を進める必要があり、ぜひ霊長研に留学
生を派遣したいという希望が伝えられた。
　午後は、松沢氏が客員教授を務める岐阜県各務
原市にある中部学院大学においてペマ・ティン
レー氏による講演が行われた。霊長研まで中部学
院大学の水野友有氏による車でのお迎えがあり、
中部学院大学に着くと、中部学院短期大学部学長
の片桐多恵子氏とその夫で学校法人岐阜済美学院
理事長の片桐武司氏、そして、各務原市副市長の
松岡秀人氏の出迎えがあった。お抹茶や月とスス
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キを模した和菓子がふるまわれ、扇子のお土産が
あった。部屋にはこの日のために用意したという
書画や生け花があしらわれてあった。講演会場に
移動すると入り口には歓迎を表す横断幕や複数の
大きな看板が掲げられ、職員の方々の拍手とお辞
儀の出迎えがあった。講演会場の扉をくぐると、
中部学院大学・同短期大学部の学生、市役所職員、
一般市民ら約 280人が集まっており、大きな拍手
に包まれた。松沢氏による京都大学とブータンと
のつながりの歴史についての説明があった後、
ブータンの幸せに関する教育についての講演がは
じまった。ペマ・ティンレー氏は、幸せについて
心の持ちようが大切であることを説き、聴衆全員
で瞑想の実践が行われた。ペマ・ティンレー氏は
ゆっくり間を置きながら、静かに方法を説明して
いった。「座りながら背筋を伸ばして」、「そのま
ま体の重みを感じて」、「眼は開いていてもよいが
何も見ようとする必要はない」、「自然に従って」、

「眼は閉じる方が楽だったら閉じてもいいです」、
「自分の呼吸に集中して」、「今という時間に集中
して」、「過去のことは忘れて」、「未来のことを心
配しないで」……会場が静寂に包まれると、空調
のブーンという音が鮮やかに聞こえてくる。そこ
へ「空調の音が聞こえてきますが放っておいて」
というペマ・ティンレー氏の静かな声が響く。こ
の瞑想法は学校のカリキュラムにも入れられてい
て、学生の態度や成績に著しい向上が認められる
とのことで、総長自身が毎朝 1時間ほど実践して
いるという。講演が終わり、聴衆から幸せについ
てのいくつかの質問があった後、子ども学科の講
師でありソプラノ歌手でもある山田かおり氏によ
る「ふるさと」他 2曲の独唱があった。会が終わ
り、万雷の拍手に包まれての退場となった。岐阜
駅に向かう車内で、ソナム・ワングモ氏は「心の
こもったおもてなしが伝わってきた」と話してい
た。
　夕食をどうするか話し合ったところ、ペマ・ティ
ンレー氏から「豪華な食べ物ではなくて日本の文
化をより深く理解するためにも日本の人々が通常
食べる大衆料理が食べたい」と要望があった。「結
婚前に週 2回はお世話になっていた早い、うまい、
安い、が売りの店でもよいか」と聞くと、「ぜひ、
そこにしよう！」ということなので京都駅周辺の
吉野家を探し、八条口前に店をみつけ、牛丼の特

盛にキムチとみそ汁のついた Cセットを注文し
た。お腹が減っていたこともあり黙々と食べ、一
同一気に完食であった。

訪問六日目（平成24年9月29日）
　朝 8時半頃タクシーにてホテルを発ち 9時半頃
京都大学防災研究所に到着した。研究所では橋本
学氏の出迎えがあり、研究所の英語の紹介ビデオ
を見た後、実験室の見学へと移った。まずは、斜
面災害研究センターの釜井俊孝氏、王功輝氏によ
る説明があった。そこでひと際目を輝かせていた
のがチェキ・ドルジ氏であった。チェキ・ドルジ
氏は横浜国立大学でまさに地滑りの研究をしてい
たのであった。実験室を出る際、リングせん断試
験機を指さして、「これホントすごいネ」と日本
語で耳打ちし、こんな装置を自分のカレッジに取
り入れたいと話した。続いて、気象・水象災害研
究部門、耐風構造研究分野の丸山敬氏による飛来
物による外装材の耐衝撃性能を調べるための実験
装置や風洞実験装置、そして、地震予知研究セン
ターの橋本学氏による微小地震観測システムなど
についての丁寧な説明があった。防災研の構内を
歩いているとクリの実が落ちており、御一行は殻
斗ごと拾って興味深そうに観察しておられた。そ
れを目にした一人の事務の男性が何やらせわしな
くウロウロとあたりを見渡しはじめた。防災研を
発つ段になると、その男性が再び現れた。手には
ダンボールの素材でできた手作りの箱が持たれて
いた。ブータン御一行が手にされていたクリの実
が殻斗のイガのために持ちにくそうにされている
のを見かね、手ごろな箱を探し、無いと思うや自
ら作ってくださっていたのだ。クリの実はその箱
にちょうど塩梅よく収まった。
　防災研を後にした御一行は奈良へ向かった。東
大寺の廬舎那仏をみるためであった。プログラム
を目にしたとき、ペマ・ティンレー氏は「我々の
プログラムは最初にお寺（金閣寺）を参って最後
もお寺（東大寺）に行き、大仏を拝観して閉める。
これは吉兆の徴だ」と喜んだ。奈良に着き、まず
は昼食をとった。前日と同様に「日本の大衆料理
が食べたい」とのことであったので、天下一品ラー
メン東向店を探した。吉野家に続き特盛を注文し、
スープまで飲み干す完食であった。「今度日本に
来たときは吉野家と天下一品の看板を探す！」と
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いう声も上がった。歩いて興福寺国宝館に向かっ
た。国宝館に着くと僧であるルンテン・ギャツォ
氏は入場が無料であった。中に入り仏像を目にし
た御一行は、他の旅行者がガヤガヤと見物する中、
神妙な面持ちで念仏を唱えながら拝観し、時に跪
き五体投地を行う姿はとても印象的であった。東
大寺でも然りで、観光客がごった返し騒然とする
堂内で、廬舎那仏の前で五体投地をし、お祈りを
ささげていた。御一行は、「（多くの建物で焼失を
繰り返しているとはいえ）8世紀からの歴史を持
つお寺を拝観することができてとても幸せだ」と
話していた。
　ホテルに戻りしばしの休息を取った後、スカイ
ゲイトシャトルで関西国際空港へ向かった。空港
内の案内板を見ながら今回の京都訪問の最後の晩
餐は何がよいか伺うと、寿司店の写真を指差した
ので皆でビールを片手ににぎり寿司を食べ、その
後、御一行は深夜の便でバンコクに発たれていっ
た。出発前、ペマ・ティンレー氏は、手を強く握
りこう語った。「京都大学にはとても感謝してい
る。渡航前はブータン王立大学と比較するとあま
りにも巨大な大学と本当に実質的な協力関係が築
けるか不安があったが、実際に京都大学に来て、
多くの人と接し、今は強い友好関係が築けると確
信している。本当に来てよかった。ありがとう」

おわりに
　今回のブータン王立大学御一行の京都大学訪問
に際しては、日本、ブータン両国のここには挙げ
きれない多くの方々のご努力があったと思う。筆
者も関わることができて非常に光栄であった。感
謝の気持ちでいっぱいである。そして、ブータン
からのお客様に付き添う際にいつも感じることだ
が、皆様すばらしい方々であった。ただ一つ、こ
ういう場で記載するべきか迷ったが、悲しい事実
を記載させていただきたい。実はブータンを発つ
前、ソナム・ワングモさんの御兄弟が重病に陥っ
てしまった。ソナムさんにはそのそばを離れたく
ない気持ちがあったであろうが、我々に気を使わ
れたのか、ブータンを発ち日本に来てくださった。
そして、日本滞在中のソナムさんのもとにその御
兄弟が亡くなられたという連絡が入った。ソナム
さんは「このことは他の 3人には言わないでほし
い。みんなこの滞在を本当に楽しんでいるのに悲

しい気持ちにさせてしまうから」とおっしゃった。

　ソナム・ワングモ氏の御兄弟の御冥福を心より
お祈り申し上げます。

注
1） 「せっかく遠方から来てくださっているお客
さんだから少々高い値段のお店だけれども、
美味しい天婦羅を召し上がってもらってはど
うですか？」の意（京都市に在住する総合地
球環境学研究所の北由貴子氏に意味をご教授
いただいた）。
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Summary

Honored Guests from Royal University of Bhutan to Kyoto 
University

Ryota Sakamoto1,2）

1）Hakubi Center, Kyoto, Japan
2）Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan

　 From September 24th to 29th, 2012, honored guests from Royal University of Bhutan (RUB) visited Kyoto 
University, organized by Kyoto University Bhutan Friendship Program. The members from RUB were as follows: 
Pema Thinley, Vice Chancellor of Royal University of Bhutan; Lungtaen Dorji, Director of Institute of Language 
and Culture Studies; Cheki Dorji, Director of College of Science and Technology; and Sonam Wangmo, Dean of 
Student Affairs of Sherubtse College. On September 26th, 2012, they had a meeting with Hiroshi Matsumoto, 
President of Kyoto University and strengthened the ties between the two universities. The day became a significant 
day in the history of friendship between Japan and Bhutan.
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