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西田幾多郎遺墨展について
開催期間：2013 年 10 月 30 日（水）

〜 12 月 1 日（日）

　西田幾多郎（1870–1945）は，『善の研究』などの著

作で知られる，日本近代哲学の礎を築いた哲学者であ

るが，芸術の分野にも深い関心を寄せ，多くの論文や

エッセーを執筆している。また，自ら短歌や漢詩を作り，

多くの書を残した。

　西田は揮毫したものを，知人に贈ったり，弟子たち

に与えたりしたが，それ以外にもかなり多くの書が西

田宅に残されていた。その 130点あまりの墨跡が，こ

のたびご子孫のご厚意により京都大学に寄贈されるこ

とになった。これまで知られていなかった墨跡をも含

むこのコレクションは，表装されず，そのままの形で

保存されてきた。それだけに，西田の生彩あふれる筆

致をそのまま伝える，貴重な資料群である。広く一般

の方々にもそれに触れていただきたいと考え，総合博

物館において，平成 25年度秋期特別展として「黙より

出でて黙に帰す　西田幾多郎遺墨展」を計画していた

だき，現在開催中である（12月 1日まで開催の予定）。

　この遺墨展に「黙より出でて黙に帰す」という言葉

を冠したのは，それが西田の書の性格をよく示してい

るように思ったからである。これは，西田が昭和 5年

（1930年）に和辻哲郎宛に送った書簡のなかに出てく

る言葉である。そこに「夢中問答は面白い。万物黙よ

り出でて黙に帰す。黙は Sphärenmusik〔天空の音楽〕

の音かも知れませぬ」（二〇・四一六）と記されている。

　『夢中問答』というのは鎌倉後期から南北朝時代にか

けて活躍した臨済宗の禅僧・夢窓疎石が著した説教集

である。おそらくこの書簡に先だって，和辻が西田に

宛てて，『夢中問答』を読んだということを書き送った

のであろう。それに対して西田は「夢中問答は面白い」

と記し，この『夢中問答』を貫いている禅の根本精神

を「万物黙より出てゝ黙に帰す」という言葉で言い表

したのである。

　西田は禅について深い理解を有した人であった。若

い頃，金沢の雪門玄松老師のもとで，非常に熱心に禅

の修行を行った。西田は書に「寸心」という落款を記

したが，それは金沢時代に雪門老師から与えられた居

士号である。おそらく「寸心に乾坤（宇宙全体）を蔵す」

というような意味が込められていたのではないかと思

う。西田はこの居士号をそのまま書号にして，書に「寸

心」と署名したのである。

　西田の書には，禅の修行者としての西田の，あるい

は人間としての西田の境涯や境地をよく表しているも

のがたくさんある。たとえば，「無我」とか，「任運自

在」，あるいは「光万象を呑む」といった書がそれである。

それらはいずれも，西田の境涯や境地をよく表してい

る。和辻哲郎宛書簡に見える「万物黙より出でて黙に

帰す」という言葉も，それを端的に表現していると思い，

「西田幾多郎遺墨展」にこの言葉を冠したのである。

　その沈黙が，古代ギリシアのピタゴラスが考えた「天

空の音楽」に喩えられている点も，たいへん興味深い。

ピタゴラスも，西田も，ともに星々が奏でる音楽を聴

くことのできた人であったのではないかと思っている。

（総合生存学館教授　藤田正勝）
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「驚異の部屋」
̶京都大学ヴァージョン 
京都大学総合博物館と東京大学総合研究博物館との

共催事業として，東京丸の内にあるインターメディア

テクで「『驚異の部屋』―京都大学ヴァージョン」東京

展を現在開催している。

東京駅丸の内南口からすぐの JPタワーにあるイン

ターメディアテクは，東京大学総合研究博物館と日本

郵便株式会社が協働運営する公共施設で，旧東京中央

郵便局舎のもつ昭和モダニズムの洒脱な雰囲気を活か

しながら，東京大学総合研究博物館が取り組むミュー

ジアム・テクノロジーの手法によって，さまざまな学

術文化財を訪れる多くの来館者に開陳する展示空間で

ある。

今回の展示企画は，研究大学

における学術標本や大学博物館

に関する国内外のシンポジウム

などを通して，両館が深めてい

た学術交流の中で生まれたもの

である。今春，東京大学総合研

究博物館の西野嘉章館長に京都

大学総合博物館の所蔵資料を見

ていただいたことに端を発し，

その後，東京大学インターメ

ディアテクスタッフと当館スタッフのコラボレーショ

ンで準備を進め，11月 1日の開催に至った。

本展で展示しているのは，旧制第三高等学校旧蔵の

資料を中心とした自然史の学術標本 50点で，講義や実

習などで用いられた教育標本を多く含んでいる。三高

由来の動物標本群，理学部植物学教室由来の地衣類標

本，農学部由来のカイコ模型，工学部採鉱冶金学教室

由来の火山灰標本など，教材として京都大学の学びや

当時の高等教育を支えてきたものから，そうした歴史

性を帯びつつも研究の第一線にたち戻りうる標本（環

境・社会変化により，教育資料が唯一無二の研究資料

になることもある）まで，そこに投げかける視線が逆

に試されるようなモノばかりである。

展示タイトルの「驚異の部屋」は，珍奇な品々を蒐

集し陳列するコレクションルームのことであり，近代

博物館の一つの祖形として言及される。今回の「驚異

の部屋」展は，歴史的珍奇品のコレクションルームを

脱して現代の博物館展示になっているのか，あるいは

現代における新たなコレクションルームとなるか，博

物館とは何かに直結するテーマを孕んでいる。こうし

た「驚異の部屋」について，両館館長の激論が 11月

28日に交わされる。

展示デザインとの兼ね合いもあるため全てというわ

けにはいかないが，展示標本の幾つかについては細部

を観察することができる。標本から失われてしまった

部分や，台座やケースに貼られたラベルなどにきっと

気付かれるだろう。

標本の色や形が失われてい

くのは物の理であるが，その失

われた情報の痕跡は，逆に過ぎ

去った時間の蓄積を情報として

表すことになる。一足飛びに百

年前の往時を想起するのではな

く，こうした時間の総体を受け

止めることも大切だろう。もち

ろん，こうした自然な蓄積はモ

ノだからこそ可能な業である。

ラベルが複数付いている標本は，標本を管理する組

織や体制が変わったことを示している。標本資料が人

の手によって意識的に残されてきた営みの直接の記録

であり，また歴史的時間総体を把握しようとする時の

もうひとつの手がかりである。蓄積と継続という一種

の重苦しさの上に，あるいは一体として，学術活動が

成り立っていることを改めて考えさせられる。

本展の会期は来年の 5月 25日までである。本学東

京オフィスからもアクセスしやすい会場である。本学

のみなさまにもぜひ足をお運びいただき，思索深まる

秋と新緑の頃にそれぞれ標本の時間をどう受け止めら

れるか試していただきたい。

（総合博物館特定助教　山下俊介）

開催期間：2013 年 11 月 1 日（金）
〜 2014 年 5 月 25 日（日）

東京展



4

京都大学November 2013

　主に小中学生を対象に「夏休み学

習教室（以下：学習教室）」を開催し

ました。会期中に 14個のプログラム

を実施し，約 400名が参加しました。

2000年の学習教室開催以来，初の試

みとなる子育て世代の保護者を対象と

したプログラム「笑いの雰囲気̶哲学

者と語る̶」（講師：小川 侃　京都大

名誉教授・甲子園大学長）を実施しま

した。参加者らは「笑いがもたらす家

庭の雰囲気」について語り合いました。

　また，学習教室の運営には学芸員を

目指す本学学生も館園実習の一環で参

加しました。実習生からは「参加者だ

けでなく，講師も楽しそうにしていた

のが印象的だった」「自分も参加者と

同じように学ぶ楽しさを体験すること

ができた」「自分も学芸員になれたら，

このようなプログラムを作りたい」等，

実習生にとっても，博物館が社会にお

いて生涯学習の重要な役割を担ってい

ると感じ，自身の進路を再確認する機

会となりました。

夏休み学習教室
期間：2013 年 8 月 7 日（水）〜 11 日（日）

企画展「海」の関連イベントとし

て，期間限定映像展示「クジラがやっ

てくる !?」を開催しました。この展示

では，ライトアニマルというプロジェ

クターと CG映像を合わせた新しい動

物展示技術に，本学の研究者らが収録

したイルカやクジラの声を特別な音響

システムを用いて合わせ，まるで海の

中にいるような不思議な空間を演出し

ました。ライトアニマル展示は関西初

展示です。

本展示ではザトウクジラとミナミハ

ンドウイルカの映像を展示し，期間中，

約 3000人の方にお越しいただきまし

た。来館者からは「思ったより迫力が

ある！」「癒やされました。」などの感

想が聞かれました。

また，開催初日（10月 26日）には，

期間限定映像展示

「クジラがやってくる !?」
期間：2013 年 10 月 26 日（土）〜 11 月 3 日（日）

レクチャーシリーズ「イルカとクジラ

の生活」とトークイベント「博物館で

映像と音を考える」を開催しました。

レクチャーシリーズでは，周辺海域に

イルカが生息していることで有名な御

蔵島でのイルカの生活や個体識別方法

についての話があり，トークイベント

では専門家らによってこれからの博物

館での映像や音を用いた展示の可能性

について意見交換が行われました。

ようきんしゃったねー

「大学は宝箱！̶京都・大学ミュージアム連携出開帳 in博多̶」
期間：2013 年 10 月 8 日（火）〜 26 日（土）

　「京都・大学ミュージアム連携」は，

2011 年に発足。京都の 14 大学 15

ミュージアムが参加しています。

　今年度は，昨年度に引き続き，合

同展覧会を九州産業大学で開催しまし

た。総合博物館からは，考古遺物の他，

文化史資料を出陳しました。
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　第 3回東アジア脊椎動物種多様性国際シンポジウム

(Third International Symposium on East Asian Vertebrate 

Species Diversity)を，ベトナム・ハノイで，ベトナム

科学技術院生態学生物資源研究所，同ベトナム国立自

然博物館と共同で 9月 13～ 15日に開催しました。総

合博物館が拠点機関である日本学術振興会アジア・ア

フリカ学術基盤形成事業「東アジア脊椎動物種多様性

研究基盤と標本ネットワーク形成」の一環として行わ

れたものです。日本，ベトナム，韓国，中国，ロシア，

フィリピン，カンボジア，インドネシアの 8ヶ国から

88名が参加し，69演題の研究発表と活発な議論が行わ

れ，アジア脊椎動物研究への期待と発展を共有するシ

ンポジウムとなりました。

国際シンポジウム
第 3 回東アジア脊椎動物種多様性国際シンポジウム
期間：2013 年 9 月 13 日（金）〜 15 日（日）

学術交流協定

　総合博物館はベトナム科学技術院ベトナム国立自然

博物館と標本を基盤にした自然史分野における研究と

教育の協力体制を強化・発展させていくために，部局

間学術交流協定を 2013年 9月 16日に締結しました。

1997年に設立された総合博物館，2004年に国の機関

として設立されたベトナム国立自然博物館は，いずれ

も生物多様性などの自然史分野での標本を基盤にした

研究機関としてアジアで重要な役割を果たしています。

標本を基盤とした共同研究の推進，国際共同研究およ

び標本ネットワーク構築に必要な研究者交流，展示や

次世代をになう学生を対象とした研究成果や科学教育

プログラム構築などの多方面の活動における連携強化

が今後進められます。

◇ ベトナム科学技術院ベトナム国立自然博物館◇ 台湾国立成功大学博物館

　総合博物館と台湾国立成功大学博物館は 2013年 9

月 11日，部局間学術交流協定を締結し，成功大学博物

館で締結式を開催しました。成功大学は 1956年に設立

され，台南に本部を置く台湾トップクラスの理工系の

国立大学です。

　締結式には本学から大野照文 総合博物館長が，成功

大学からは褚 晴暉 博物館長，陳 政宏 同副館長をはじ

めとする代表が参加しました。はじめに大野館長が挨

拶を述べた後，大野館長と褚 館長が学術交流協定へ署

名を行いました。学術交流協定は，すでに実績のある

脊椎動物学を含む自然史科学の教育・研究，さらには

博物館活動について，様々な共同研究，事業を行うこ

とを目的とし，両大学の博物館が協力して共同研究お

よび学術交流の発展をめざす内容となっています。

　なお，交流協定締結式にあわせて，顏 鴻森 成功大

学副校長を訪問し，両大学の伝統を担いながら，両博

物館が協力関係の構築を目指していくことの重要性に

ついて意見交換を行いました。また，成功大学博物館，

工学院機械工程学系の研究室や学内施設を見学し，成

功大学の教員や学生との意見交換を行いました。
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 Upon invitation and financial support from 
the Kyoto University, István Rácz has spent a 4-month 
visiting scientist period in southern Japan to do research 
on and collect basic documentation for two dozen trees 
(Gymnosperms) and their unique habitats in Japan. The visit 
was part of a series of expeditions and other trips for the 
Dendrological Atlas project, a Hungary-based international 
programme aiming to produce a comprehensive 4-volume 
English-language manual with a treatment of about 540 
conifers of the temperate and adjacent zones worldwide. 
With its 50 species and varieties of conifers (of which 36 are 
endemic to Japan), this country is a very important chapter 
for the Atlas project. 

 The activities of István Rácz included a 3-week 
study period in the first class facility of the Herbarium of 
the Kyoto University Museum. Here, he consulted about 
400 plant samples and collected data of distribution to 
pinpoint the best locations for several rare, local and in part 
endangered trees in Japan. This made it possible to organise, 
with a great help of botany professor Hidetoshi Nagamasu, a 
series of short expeditions to various places in Japan. These 
included the following:

Kii Peninsula (July 7–9) to locate scattered juniper and 
podocarp populations, and document trees in the vicinity of 
the Nachi Falls;

Tokyo and Tsukuba (July 12–18), to work in three herbaria 
and in the botanical garden of the Tokyo University and the 
Tsukuba Botanical Garden;

Kyushu (Aug. 1–4), accompanied by professor Nagamasu; 
field work in Mt. Kurokami and Mt. Sijiki, both in Hirado 
island, as well as Mt. Kuju and later Tatsu-no-shima in 
various juniper habitats;

The vicinity of Kanazawa (Aug. 18–23), with trips 
organised by Dr. Mariko Nakano of the Ishikawa Museum 
of Natural History, including a 2-day hike to Haku-san, and 
later trips to Komatsu, Katano, and Io-zen;  

Japanese Alps (Aug. 25–27) with the guidance of Dr. 
Toshio Katsuki from the Forest and Forest Product Research 
Institute, to the Yatsugatake mts., and other field trips to the 
Akaishi and Kiso ranges;

Tanegashima, with Dr. Nagamasu (Sep. 1–2), to document 
the rare Pinus amamiana;

Yaku-shima (Sep. 6–9), where ancient forests of Sugi, as 
well as a juniper and the Amami pine habitat were visited;

Tokyo and Tsukuba (Sep. 16–19), to the Tama Forest and 
the Tsukuba Botanical Garden;  

Odaigahara mountains (Sep. 21–23), to visit protected sites 
of several Japanese conifers including Koyamaki and Toga-
sawara;

Izu peninsula and Mt. Fuji (Sep. 25–27) to do research on 
juniper occurrences and document 3 other types of conifer;

 During the 4-month tenure, 4 presentations were 
made by István Rácz in Kyoto, Ishikawa, and Hachioji.

 A herbarium collection of about 3500 specimens 
were assembled during these 4 months. The dried plant 
samples will be shared between the herbaria of Kyoto 
University and the Hungarian Natural History Museum.

 On behalf of the Dendrological Atlas team István 
Rácz expresses sincere thanks for Kyoto University for 
supporting this research with an extremely helpful team 
of the Kyoto University Museum, which will also be 
acknowledged in future publications.

I. R.

外国人研究員（客員教授）2013年 6月 1日～ 9月 30日

István Rácz （Hungarian Natural History Museum, Budapest）

A brief report on a research visit to the Kyoto University Museum
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研究資源アーカイブ通信
京都大学研究資源アーカイブは，京都大学の教育研究の証拠となる資料（研究資源，一次資料）を保存し，今後の教

育研究に活用していくための大学全体の活動です。総合博物館は，この活動の運営責任部局となっています。研究資

源アーカイブは，連携部局の学術情報メディアセンター，支援機構の情報環境機構をはじめ，各部局等，学内外の京

都大学関係者からの協力により支えられ，進められています。

　この欄では，研究資源アーカイブの活動のようすの一部を，お伝えします。

2013 年 2 月

　映像ステーション（稲

盛財団記念館 1階）映写

コーナープロジェクター

を交換（16:9等画面対応），

スイッチャー（デジタル

映像対応）も更新。 

2013 年 3 月

　北部作業室（北部総合教育研究棟［益川記念館］402

室）へ，資料保存棚を設置（左），医学研究科附属総合

解剖センター資料を搬入。 

　また，ドライクリーニングボックス（資料清掃用），

フリーザー（資料低温燻蒸用）を設置（右）。

2013 年 3 月 26 日

　映像ステーションにて，研究資源アーカイブ研究会

を開催。映画フィルム修復師の吉岡博行氏の講演。吉

岡氏が修復を手がけた映画フィルムも事例として上映。

2013 年 5 月 20 日

　平成 25年度研究資源化プロジェクト公募開始（9月

27日まで）。

2013 年 8 月 1 日

　映像ステーションにて，第 4回天文台アーカイブプ

ロジェクト報告会（公開研究会）を開催。

2013 年 9 月 18 日

　京都大学デジタルアーカイブシステムが「学認」サー

ビスプロバイダーとして認可。（全学認証対応機能整備

の一つ）

2013 年 10 月 1 日

　映像ステーション休館（10月 28日まで）。

2013 年 10 月 29 日

　映像ステーション再

開。閲覧視聴用のシンク

ライアントシステムをリ

ニューアル。

2013 年 11 月 1 日 

　京都大学デジタルアーカイブシステムの愛称および

ビジュアルデザインを募集開始。

（五島敏芳　総合博物館講師）
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展示

実施日 名称

7月 31日（水）～ 12月 1日（日） 企画展　「海」

7月 31日（水）～ 9月 1日（日） 特別展　2013年京都国際地理学会議開催記念「地図　温故知新」

10月 30日（水）～ 12月 1日（日） 特別展　「黙より出でて黙に帰す̶西田幾多郎遺墨展̶」

＜他会場での展示＞

ようきんしゃったねー「大学は宝箱！－京都・大学ミュージアム連携出開帳 in 博多」
（九州産業大学美術館，10月 8日［火］～ 26日［土］）

レクチャーシリーズ

実施日 内容・テーマ 講演者

7月 20日（土） no.115 地球史から見た平安遷都 中川 要之助（応用自然史研究室「人と大地」室長）

9月 28日（土） no.116 海の物理をはかる 根田 昌典（理学研究科・助教）

10月 12日（土） no.117 災害を知ろう・考えよう 岡本 茂（㈱ランドシステム研究所・代表）

10月 26日（土） no.118 イルカ・クジラの生活
小木 万布（御蔵島観光協会・常勤職員）
森阪 匡通（東海大学創造科学技術研究機構・特任講師）

博物館セミナー

実施日 内容・テーマ 講演者

7月 12日（金） 第 55回 アーカイブ資料管理を紹介するガイドの内容 五島 敏芳（総合博物館・講師）

10月 11日（金）第 56回 In Search of the History of Everyday Life 呂 紹理（総合博物館・客員教授，台湾大学・教授）

イベント

実施日 名称

8月 7日（水）～ 11日（日） 夏休み学習教室 体験 EXPO 2013’ 夏

9月 15日（日），10月 20日（日） ワークショップ「スナメリってなに？～いろんな動物の骨と比べてみよう～」

10月 26日（土）～ 11月 3日（日） 期間限定映像展示「クジラがやってくる !?」

入館者数
　20,154名　（うち特別観覧　94団体 5,195名）




