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Z議多お夏場姦物み島レ鉱集＆i参易義あ
京都大学の先生方も、今までにたくさんの本に出会ってこられました。

その中にはさまざまなエピソードがあって、小さいとろの思い入れがある本、今のご自身の研究に影響をあたえた本などがあるようです。

学生のみなさんにもそんな本がありますか？ まだこれから出会うのでしょうか？

今号の特集では、 4人の先生方にそんな本を紹介していただきます。

”サイエンテイストとは”
『精神と物質：分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか／立花隆利根川進著．文萎春秋』

大学で天文学を専攻した私は、学位取得後、海

外の研究機闘を渡り歩いていました。縁あって米

国テキサス大学の研究員となり、文字通り朝から

晩まで研究を続けていました。それなりに充実し

た日々を送りつつも、次々と研究機関に就職して

いくかつての同級生を横目で見ながら、正直、焦

りもありました。いつになったら日本に戻れるの

か、自問する日々でありました。自分の学聞に、

もひとつ自信がもてなくて悶々としながらも、そ

れでも必死になって切薩琢磨していました。そん

な時、大学のアジア文庫でとっていた『文薯春秋』

で、その記事に出会いました。

京大理学部出身の利根川進博士が、日本で最初

のノーベル医学生理学賞を受賞された翌年のこと

です。立花隆氏が利根川氏をインタビューした記

事を『文薯春秋』に連載していました。読み入り

ました。利根川氏の研究に関する強烈なメッセー

ジを貧るように読み、大いに啓発され、そして励

まされたのです。

－サイエンスでは二度目の発見なんて，意味がな

い．ゼロですよ．

－サイエンスで一番大切なのは，コンセプトの方

－人間の頭の容量なんてのはだいたいみんなき

まっているから，記憶力がものすごくいい秀才

タイプは，逆にひらめきみたいな能力に欠ける．

（私は）記憶力も悪いし，そんなに頭がいい人閉

じゃない．だからときどき変なことを考える．

そのほうがサイエンテイストには重要なんだ・．．

（本文より引用、一部短く改変しています。）

この連載記事は、後ほど『精神と物質』という

タイトルで出版されました。

京大で教えていて気づいたことは、自信をなく

している学生が意外と多いということです。きっ

と周りをみて「みな頭がいいなあ、自分はダメだ

なあ。」と落ち込んでいるのです。そんな学生たち

に、この本に書いてあることを講義の中で話すこ

とがあります。俗に言う余談です。「頭のいい人に

いい研究はできないと、あの利根川博士もいって

おられる。自分は、頭がからつぼのところがある

から人のやらない実験をして、それがノーベル賞

に結びついたんだと。だから他人と比較すること

をやめ、自信をもって自分の学聞を追究しなさい。」

こういった話をすると、それまでトロンとして

いた学生の眼が急にらんらんと輝き始めるのです。

のアイデアなんです．ここがわからない，ここが 真剣なまなざしで一斉にこちらをみるのです。不

不思議だというところを まず問題として定式化 思議です。利根川博士の言葉は、今も研究・教育

するところからはじまる．

・（サイエンテイストの喜びとは）みんな知りた

がっていることを自分だけが知っていて，それ

をみんなに聞かせてやるんだという満足感．

・何をやるかではなく，何をやらないかが大切だ．

自分はこれが本当に重要だと思う，乙れなら一

生続けても悔いはないと思うことが見つかるま

で研究をはじめるな．

・このチョウチョウでこうわかっていることを，別

のチョウチョウについて調べるような実験はい

やだ．

の両面において、私に力を与えてくれています。

嶺重慎みねしげしん

（理学研究科教授）

一所蔵館・窒一

附属図書館

2F開架 RAll7lllセ40B

吉田南総合図書館
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”『蝦夷地別件』から逃げられない”

『蝦夷地別件／船戸与一著；上・中・下．小学館，（小学館文庫）』

わたし程度の心の弱い人間であれば、人生の方

向を変えるととくらい容易である。だから、わた

しを変えた本は多い。本を読み終わったあと、ふ

と見上げて広がる景色が、いつもより大きな心臓

の鼓動とともにこちらに迫ってくる、なんて経験

は結構多い。

しかし、わたし程度の記憶力の人間であれば、

内容を忘れた本もやはり多い。そうなると、とと

で紹介できる本は極端に少なくなる。大岡昇平の

『野火」、カフカの『変身』、石牟礼道子の『苦海浄土』

など、実際にほのかに甘いような苦いような味が

舌に残るような読書体験はいまでも鮮やかに記憶

されている。

船戸与ーの『蝦夷地別件』も強烈だった。船戸

のハードボイルドは、文字通り貧るように読んだ。

ゲリラへの武器密輸、民衆の武装蜂起、秘密警察

の暗躍など、閣社会を生きる人々の生と死者鼻に

付くほどキザに、しかも悲惨に描く。彼の作品の

登場人物たちは、しばしば、乾いた唇を腕で拭う。

何ヶ国語も自由に操る。トヨタのランドクルーザー

に乗る。急に性欲が暴走する。よく食べ、よく飲む。

死ぬときにプツンと神経が切れる。船戸以後、わ

たしは、叙述の細部にこだわり始め、ハンドルを

ステアリング、お茶を「滝れる」と表記してみた

りした。要するに憧れたわけだ。

なかでも、文庫で三巻本になる『蝦夷地別件』

のスケールは半端ではない。近世のアイヌ部族の

反乱と幕府による制圧を扱ったものだが、啓蒙期

ポーランドの貴族が、パイカル湖までやってきて

アイヌに武器を売るなんて、どうして想像できる

のだろうか。船戸は歴史書を読みとなしたうえで、

物語を構想しているから、時代考証もしっかりと

している。

また、アイヌ部族のなかに入り込んできた優し

い武士が、紅戸幕府の間諜である乙とが徐々にわ

かるのだけれども、その「徐々に」わかっていく

演出がにくい。『蝦夷地別件』もそうだが、争いとは、

にらみ合う二者が戦うものではなく、第三者によっ

て二者が戦わされるものである、というのが船戸

与ーの歴史観である。歴史の大きな歯車のなかに、

若い人生をかけて権力に抗する人聞の美しさを描

いて読者を麻痔させたあと、急に手のひらを返し

て、との人聞は第三者の手のひらで踊っているに

すぎないことを伝える。この残酷なフィナーレに、

わたしはいつも酔いしれていた。烏の眼、つまり

社会科学的視点と、虫の目、つまり人文科学的視

点の奇跡的な共存乙そ、わたしの力不足をはっき

りと意讃させたあとに、何かを語る喜びを教えて

くれたのである。

そして、『蝦夷地別件』以後、歴史学とは何か、

という闘いはわたしにとって重くなる。ユーラシ

ア大陸をまたにかけるような世界史の想像力や、

明日の仕事よりもいまの一行の牢屋に読者を閉じ

込める文章の力を、歴史研究者は、どこまで得ょ

うと修行してきただろうか。

昨年の春、七十一歳で亡くなった。死の寸前で

書き終えた『満州国演義』は、もったいなくて、

まだ読めていない。

藤原辰史ふじはらたっし

（人文科学研究所准教授）

一所蔵館・室一

附属図書館

2F開架阻1116511エ1
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”そこにうまく収まっていない私みたいな一冊”

『EdmundSpenser, 1he Shepheardes Ca.伽 か(1ラ79;rpt 1890）』

文学研究科・文学部が現在のモダンな建物に収

まっている場所には、かつて煉瓦造りのいかにも

旧帝大然とした建物があった。その北西の角に、

私がその本に出会った書庫があった。文学科閲覧

室、略して文聞は、哲聞、史聞とともに、古書の

匂いに揮れる人聞にとっての阿片窟だったo 教養

部から文学部の英文科の学生となって初めてこの

薄暗い書庫に足を踏み入れたとき、私の頭には「我

万巻の書を読まん！」と言う言葉が塔の鐘のよう

に鳴り続けた。まさにそ乙には万、いや何十万の

書物が、読まれるのをただ静かに待っているのだっ

た。

しかし、書庫に入り浸り、背伸びしてあれこれ

の洋書を借り出してはみたが、学部生の私がちゃ

んと読めた本は 10冊あるかないか、といったと乙

ろであった。英語は高校生のとろから大好きだっ

たし、大学の同級生の中でも劣っていたとは思わ

ない。しかし私には「文学」が足りなかった。卒

論にモダニズム作家ジェイムズ・ジョイスの自伝

的小説『若い芸術家の肖像』（191めをとりあげた

ものの、批評的な視点は持ち合わせず、かといっ

て創造的に意味をつけ加えるセンスもない私に、

ろくな論文の書きょうもなかった。私が持ち合わ

せていたのは，それでもなお大学院に進学しよう

という勘違いだけだった。

修士課程で何を研究すべきか、文学部の先生は

決して示唆を与えない。大学院はそれが明確であ

る人の来るととろである、はずだった。そうでな

い自分はこ乙にいるべき人間ではない、という思

いは卒論のころから増大する一方で、〈実は今もま

だちょっとそう思っている）そんな不安と劣等感

を抱えて行けるととろは、薄暗い書庫しかなかっ

た。英文学の書物の並ぶ棚の一つに、版型が少し

大きいため周囲の本から背が飛び出している一冊、

そこにうまく収まっていない私みたいな一冊老手

にとり、聞いてみる。

それは古い、といっても文聞の中ではそれほど

でもない、 19世紀末の本である。私たちが読める

ロ」マンから、読みづらいドイツ語のようなひげ

文字まで数種類の小さなフォントが使われていて、

ところどころに木版画が挿入されている。これは

昔の英国の絵本なのだろう。子供向きの内容なら、

フォントを覚えるという、文学センスを要しない

努力さえすれば私にも読める、何か書ける、かも

しれない。これも勘違いであった。

その本は実は 16世紀の本のファクシミリ復刻版

(1890）で、オリジナルはエドマンド・スベンサー

(Edmund Spenser）が匿名で出版した『羊飼いの暦」

(The Shepheardes Ca/.e枕 r,1579）という＇＂ストラル

（牧歌）である。木版画は、暦の 12の各月に一枚

ずつ付され、その月の季節にちなんだ話題が、羊

飼いや牛飼いの対話の形で語られる。とれが英国

ルネサンス期の文学的ナショナリズムに火をつけ

る作品であったことや、その作者スベンサーは後

に『妖精の女王」 （TheFaerie Queene, 1590・96）と

いう長大な寓意物語詩を書いて時代を代表する詩

人とみなされるようになったことなど、との本の

意義は知る由もなかった。羊飼いを登場人物とす

る牧歌は、しかし民衆の歌ではなく、ギリシャ・ロー

マ文学に起源する極めて自意識的な文学形式であ

ることや、登場人物の身分の低さは時として反権

力性をも帯びるととも、後で知った。ただ、冒頭

と末尾、一月と十二月という寒い季節にスペンサー

の分身ともいうべき羊飼いコリンが登場し、憂穆

な面持ちで歌＝詩に別れを告げているのが気にな

り、そとから少しずつ論文らしきものを書けるよ

うになったのだ。自分の論文で初めてメジャーな

雑誌に載ったのも牧歌論であった。

この本が今どうなっているのか、文学研究科の

書庫へ会いに行ってみた。ところが、どういうわ

けか見つけることができなかったし、 KULINE上

でもヒットしない。紛失したか、廃棄されたので

あろうか。あの出会いが幻であったとはとても信

じられないが、愛する文聞と、愛する『羊飼いの暦』

が記憶の中で結びついてしまった可能性ー限りな

くぜロだとは思うーを認めるしかないのだろうか。

水野員理みずのまり

（人間・環境学研究科教授）



”リビング、にあった科学事典”

「ライフ／人間と科学シリーズ．タイムライフブックス』

私の科学への芽生えは、小学生当時、全校集会

での校長先生の話だった。校長先生は、しばしば

南極の話をしてくれた。先生はEうも南極越冬隊

員だったらしいと知り、図書室に行き、南極の本

を調べてみると、巻末のリストに名前が載ってい

た。校長先生は医学・体育を専門とする第十次南

極越冬隊員だったのだ。南極という未知の世界を、

隊員であった先生の口から直接聞けたことは幸せ

であったが、同時に、図書室に所蔵されている本

の活字として先生の名前が記されているという事

実が、校長先生が話す南極、ひいては科学の話を

より一等重要なものとして、私に感じさせてくれ

たのである。薄暗い図書室で本のページをめくり

ながら調べるワクワク感、そして情報（名前）を

見つけた時の高揚感者、今でも忘れることができ

ないし、ものを調べる喜びを知った原点である。

さて、私はどちらかというとテレピっ子であっ

た。当時、一家にテレビが一台、家族が集うリピ

ングに置かれるというのが普通であったし、その

当時のお約束として、テレビの傍らにある本棚に

は百科事典や絵画全集が並んでいた。親兄弟がそ

の事典を広げて読んでいるのを見たととがなく、

子供ながらに、教養ある雰囲気を醸し出すための

インテリアの一つ？とも感じていたが、その中に、

アメリカの「ライフ／人間と科学シリーズ」とい

う書籍の翻訳物が並んでいた。「宇宙への挑戦」や

「時聞の測定」、「数の世界」というタイトルが並ぶ

25冊の大人向けの教養科学事典である。私にとっ

ても、その事典はリピングのインテリアであり続

けたが、中学生の頃、ふと、手に取ってみた。内

容は小難しい感じがしたが、大きな図版とカラー

写真が象徴的に、また数多く使われ、視覚的に情

報を伝えてくれるものであったため、テレピっ子

の私にも抵抗なく、少し背伸びをする感じで読む

ことができた。いつの間にか、乙の本を読むため

にリビングにくるのが常となっていた。何度も何

度も読み返したこの事典は、自分が科学というも

のに興味があるととを確信させてくれた。特に、

この事典には多くの科学者が登場したこともあり、

科学は単なる知識ではなく、人聞が一生をかける

に値するものであると感じたのである。

引っ越しをした乙ともあり、いつの間にかこの

事典は手元から無くなってしまっていたが、昨年、

偶然乙の事典が古本屋で売られているのを知り、

懐かしさもあって購入した。そして、かつてそう

であったように、リピングの本棚に並べてみた。

それから約一年がたち、いまだ子供たちがこの本

老手にした形跡はない。まあ、それでも良いのだ。

読ますのではなく、読めるようにリピングに並べ

ておくのだ。ふとしたきっかけで自ら本を手にし、

面白いと気づくことこそ、本当の興味につながる

と思っている。

ここまで書いて、ようやく気づいた。自分の親

も同じ事を考えていたのではないか。今の今まで、

親がインテリアとして事典を並べていたと思って

いて済みません。そして、科学って面白い、と自

分で気づいたように思わせてくれて、ありがとう。

高橋良和 たかはしょし必ず

（工学研究科准教掛

DI圃曙園ー田圃圃圃圃・ー＿＿＿＿.雪ーー

一所蔵館・窒一

附属図書簡

B2書庫 6-4011ス1199

吉田南総合図書館
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所属部局 寄贈者氏名 寄贈図書名 出版社 出版年
人文科学研究所 池田巧 名詞句の構造（シナ＝チベット系諸言語の文法現象I) 京都大学人文科学研究所 2016 

名誉教授 竹本修三 日本の原発と地震・津波・火山 マニュアルハウス 2016 

名誉教授 狭間直樹 梁啓超：東アジア文明史の転換 岩被書店 2016 

人文科学研究所 村上衛 海洋史上的近代中国：福建人的活功与英国、清朝的因座 社会科学文献出版社 2016 

人文科学研究所 小川佐和子 映画の胎動： 1910年代の比較映画史 人文書院 2016 

名誉教授 志岐常正 現代の災害と防災：その実態と変化を見据えて 本の泉社 2016 

名誉教授 川崎良孝 アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史 京都図書館情報学研究会 2016 

名誉教授 山田慶児 吾号旦｜苛－~Pl型（中国医学の起鞠韓国語訳 キ司と巳Hト 2016 

名誉教授 踊波護 陪唐悌教文物史論考 法融館 2016 

名誉教授 嘱波護 惰唐都城財政史論考 法融館 2016 

この一覧は附属図書館への寄贈者著作のみの掲載となっております。また、所属部局は寄贈時のものです。

上記以外にも多くの図書を各図書館・室lこいただきました。今後とも蔵書充実のためご寄贈し、ただきたくよろしくお願いいたします。

ぷ試み以Z多掲揚語感銘多易協払謀議調嬢μ易協霧島

2015年4月28日に採択された「京都大学オープンアクセス方針」に関する説明会を、各研究科・学部等に

出向いて開催しています。それぞれの会場に合わせて内容を調整し、ポイントを変えながら説明しています。

これまでの説明会では、例えば、こんな質問がありました。

Q.お金を払って掲載誌上で、オープンアクセスにした論文も対象になりますか。

A.なります。「京都大学オープンアクセス方針」は京都大学学術情報リポジトリ： KURENAIでオープンアク

セスにする方針なので、掲載誌上でオープンアクセスにしたものも対象になります。

Q.オープンアクセス方針に従って KURENAIに登録した論文は、京都大学以外の人も見ることができますか。

A.できます。インターネットの環境があれば、世界中どこからでもどなたでもご覧いただけます。

Q.KURENAIへの登録を出版社が認めているかどうかは、自分で確認する必要がありますか。

A.図書館が確認いたします。

今後も各研究科・学部で開催をいたします。教職員向けの回が多いですが、学生の方に参加いただける回も

ありますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。

－京都大学オープンアクセス方針の内容や説明会の情報はこちら一
http・／／www.kulib.kyoto-u.ac.jp/contentO/l3092 
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＼醐窒からのお山

・京都府内の公共図書館から本を取り寄せることができます

附属図書館を受取・返却の窓口として、送料無料で、府内の公共図書館から本を取り寄せられ

るサービスを開始しました。利用できるのは京都大学にど所属の方で、同時に取り寄せできる

冊数は1人 1冊、取り寄せの所要日数は1週間程度です。お申込みは「MyKULINE」からどうぞ。 回

詳しい利用方法は、次をご覧ください。
h句：／／www3.kulib.kyoro-u.ac.jp/guide/jpn/g叫de...jpム卯t。preゐαire出.html ~. 

回

本サービスは 2017年3月までの試行として実施しています。なお、従来の郵送による取り寄

せサービスも選択できます。

・学部図書館・室で後期試験期の開館時間の延長（試行）を予定しています

学生の皆さんの自学自習環境の向上を目的として、今年度後期試験期に、開館時間の延長を予定してい

ます。延長を実施する図書館・室と時聞は、後日、図書館機構ウェブページ等でご案内します。

・本を巡るイベントが開催されています

新たな本を手に取るきっかけとして、図書館に足を向けてみませんか。

－吉田南総合図書館では、 12月 28日（水）までの問、「BOOKBINGO」を開催中。様々な

分野の本を借りて、ビンゴカードを埋めていくと特典がプレゼントされます。

http://www.kulib.旬。to-u.ac.jp/bulletin/ 13722ラ6

・経済学部図書室では、資料展示「京都の企業について知ろう」が 11月初日（水）まで行わ

れています。各社の社史を中心とした企業関連資料が展示されています。

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/ 1372381 

・附属図書館の書庫入口に入庫ゲートを設置しました

学生証等を預けることなく、書庫へお入りいただけるようになりました。入るときは、学生証等(ICカード）

をかざすか、図書館利用証（磁気カード）をスライドさせるとゲートが聞きます。出るときは、ゲートに

近づくと自動で聞きます。なお、かぱん等の荷物がある方は、従来どおり書庫入口のロッカーに入れてく

ださい。

・再生医科学研究所図書室の閉室について

2016年9月末日をもって、再生医科学研究所図書室は閉室しました。

． 静惰Vol.53No.2に掲載した「京都大学図書館統計」の一部に、次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

訂正箇所： 8ページ「全学の貸出冊数」のグラフ

誤） H26 : 471,723 正） H26 : 476,284 

官旦盟施由佳盟盛3




