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ブータンと京都大学との友好 60 周年の記念事業報告（坂本龍太）

ブータンと京都大学との友好 60 周年の記念事業についての報告
坂本龍太
京都大学東南アジア地域研究研究所

はじめに

での訓練後、1985 年からブータン王立護衛隊に

平成 29 年 10 月 21 日から 10 月 27 日まで、ソ

配属となって以降四代国王の Aide-de-camp（ADC、

ナ ム・ デ チ ェ ン・ ワ ン チ ュ ク 王 女、Royal

副官）を務め、1989 年 2 月に四代国王が大喪の

Bodyguard of Bhutan（RBG、ブータン王立護衛隊）

礼に参列された際も日本に同行した 1）。

少 将 の チ ェ ン チ ョ・ ド ル ジ 氏、Jigme Singye
Wangchuck School of Law（JSWSL、ジグメ・シンゲ・

サンゲイ・ドルジ氏：

ワンチュク法学校）学務長のサンゲイ・ドルジ氏、

ジグメ・シンゲ・ワンチュク法学校（JSWSL）

Bhutan National Legal Institute（BNLI、ブータン国

学務長。インドのセント・ステファン大学で名誉

立司法研修所）のテンジン氏、The United Nations

文学士、英国の Victoria University of Manchester（マ

Entity for Gender Equality and the Empowerment of

ンチェスター大学）で教育学の修士号を取得して

Women（UN Women、国連ウィメン）・ブータン

おり、National Technical Training Authority（NTTA、

事務所のリンジ・ペム氏の五名が来日された。こ

国立技術訓練機構）王立技術研修所の校長、教育

れは、ブータンと京都大学の友好六十周年の節目

省 Bhutan Board of Examination（BBE、
試験委員会）

に「京都大学ブータン王国友好 60 周年記念事業」

次官補、労働省人材局及び労働基準局の局長など

（代表・松沢哲郎、山極壽一総長裁量事業）とし

を歴任し、2016 年 5 月 10 日に王女の指名を受け、

て行われたものである。

学務長となった 2）。

来日された方々

テンジン氏：

ソナム・デチェン・ワンチュク王女：

ブータン国立司法研修所（BNLI）の Drangpon（陪

ジグメ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王の

席判事）でソナム・デチェン・ワンチュク王女の

妹君。ブータンで敬愛されている父ジグメ・シン

秘書官。インドの National Academy of Legal Study

ゲ・ワンチュク第四代国王の最大の寵愛を受ける

and Research University of Law（NALSAR）で学士、

とともに雰囲気や性格、考え方を最も受け継いで

ジョージワシントン大学法科大学院国際法・比較

いるのではないかと噂されている人物である。ス

法分野で修士を取得している。

タンフォード大学で国際関係分野の学士号、ハー
バード大学法科大学院で修士を取られ、ブータン

リンジ・ペム氏：

国立司法研修所とジグメ・シンゲ・ワンチュク法

国連ウィメン・ブータン事務所の全ブータン調

学校の総裁を務めているほか、世界で最も美しい

整官。ソナム・デチェン・ワンチュク王女の幼馴

王女の一人として取り上げられることもあり、才

染であり、王女の母ドルジ・ワンモ第四代王妃が

色兼備の王女として人々の憧れと尊敬を集めてい

ブータンで貧困層など社会的弱者を支援するため

る。

に創始したタラヤナ財団の理事にも名を連ねてい
る。

チェンチョ・ドルジ氏：
ブータン王立護衛隊（RBG）少将。四代国王と

10月19日（木曜日）ブータンお出迎え

常 に 行 動 を 共 に し て い る 人 物 で あ る。Indian
Military Academy（IMA、 イ ン ド 陸 軍 士 官 学 校 ）

肌寒いブータンの昼下がり。首都ティンプーの
郊外で車を降り宮殿の敷地の中を上がっていく
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と、スラっとした美しい女性が不意に現れた。長

情が硬く、緊張した様子が垣間見られた。飛行中、

い黒髪のキラを着たその女性は伏し目がちに右手

不意に乗客の小さな女の子が近づいて来て王女に

をさしだした。それがソナム・デチェン・ワンチュ

話しかけると、添乗員の方は顔を赤らめ困惑した

ク王女であった。その手を軽く握り、会釈をした。

表情を浮かべていた。周りの心配をよそに、王女

王女は「今、建設中なので、うるさくてごめんな

は話しかけてきた少女に対してやさしく対応し、

さいね。
」と話したが、その音は全く気にならな

護衛隊長チェンチョ氏もそんな王女の性格を御存

かった。建物の中は落ち着いた雰囲気で、煌びや

知なのか、全く慌てるそぶりはみせなかった。し

かな印象は持たなかった。壁の棚にいくつかの置

ばらくして、不意に王女が後列座っていた私の方

物が飾られており、その中に日本のものと思われ

を向き、二人のお子様が日本のお土産に大喜びで

る人形や扇子があった。椅子に座り、王女に日本

あった様子を話してくださった。「王女はお子様

からのお土産をお渡しした。王女は、二人のお子

たちに深い愛情を注ぎ、一緒にいる時間を大切に

様のこと、ご両親のこと、おばあさまのこと、お

されている。」という情報を得て、けん玉と LaQ

兄様のこと、日本の料理や映画のこと、総裁を務

ダイナソーワールド・トリケラトプス & プテラ

める JSWSL のこと、アニメを用いた次世代への

ノドンにしていた。王女は、「息子がちょうどト

教育の可能性などをお話しくださった。王女とお

リケラトプスが大好きなのでピッタリでした。」

会いする前、ブータンの友人からは「王女とお会

とおっしゃった。使用法を示すために坂本の長女

いする際は王女が言うことにただラスラ（はい）

がけん玉で遊ぶ様子を収めた動画をお見せする

と返事をするか、聞かれたことにだけ答えればよ

と、「娘さんはとっても可愛らしいわ。」とおっ

い」ときつく言われていたが、その禁は知らぬ間

しゃった。バンコクの空港に着くと、在タイ・ブー

に破られていた。楽しい時間がアッという間に過

タン大使館の方々の出迎えがあった。王女は特別

ぎ去り、一時間ほど経って、「今日はお招きいた

室の上座に座られた。皆も座ったが、やや下を向

だきありがとうございました。」と申し上げると、

きながら静粛を守った。ディグラム・ナムザ（ブー

王女がお祈りに使っているお堂に案内くださっ

タンの礼）に従いお顔を直接見るのを避けている

た。台所を通る際に、
「汚いのにごめんなさいね。」

様子であった 3）。王女はその沈黙に少し困ったよ

とおっしゃった。お堂について、五体投地礼（チャ

うに笑い、近くに座られていた大使にお話を始め

クツェル）を行い、お堂の中を見回すと、壁には

た。それに対して大使や周りの方々は「ラスラ」
「ラ

下のお子様を身籠られていた際に王女御自身やお

スラ」と返事をされていた。王女は入口付近で坂

母様、お父様がご覧になったという不思議な夢の

本の隣に座っていたサンゲイ・ドルジ氏に、「ド

内容が描かれていた。その子は大訳経法師ヴァイ

クターが退屈になるから、ちゃんとお話をして

ローツァナの生まれ変わりであるとされている。

ね。」と声をかけられた。

10月20日
（金曜日）パロからバンコクへ

10月21日（土曜日）関西国際空港到着、京都
での歓迎会

パロ空港の滑走路には、タラップに向かって赤
いカーペットが敷かれ、傍らに十名ほどが整列し、

早朝、関西国際空港に着いた王女一行は、京都

王女の登場を待った。もうすぐ王女が到着される

ブライトンホテルにて今回の招聘の責任者である

という報が入ると、皆、直立し、静粛を保ってい

京都大学高等研究院の松沢哲郎氏らのお出迎えを

た。王女が現れると皆、頭を下げる。王女は一人

受け、部屋でしばし休息をとられた。その間、王

一人と握手をしながらタラップに向い、機内に乗

女以外のメンバーに対して、松沢氏から台風第

り込まれた。前述の日本渡航メンバーのうち、王

21 号について説明があり、皇室及び日本弁護士

女、チェンチョ・ドルジ氏、サンゲイ・ドルジ氏、

連合会との面談へ万全を期すため、当初 23 日の

テンジン氏は同乗したが、リンジ・ペム氏はバン

朝を予定していた東京へ向けた出発を、22 日の

コクから合流することになっていた。ドゥルク航

夜に早めることが伝えられた。王女を含めて、ホ

空の機内では、王女が最前列に座られた。普段は

テル内の奥座敷「蛍」で昼食をとった。色彩あふ

落ち着き払っているリーダー格の女性添乗員の表

れる和食に感嘆の声があった。王女は「母（ドル
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ジ・ワンモ四代王妃）も私も和食が大好きなので、

いこ。」、年配の方々も「では私も」という具合に

タイを訪問した際などに日本料理店によく行くん

列をなし、少し緊張しながらうれしそうに王女の

です。
」とおっしゃった。また、米国留学時代の「留

隣に並んでいった。王女のあまりの人気ぶりに、

学当初一人では何もできなかったので、とっても

なかなか収拾がつかず、閉会の時間を延ばさざる

苦労しました。
」、「国王の娘であることを同級生

を得なくなった。ブータンでは専属のカメラマン

に秘密にしていて、親の職業を聞かれたときは政

以外撮影が許されないという話だが、その夜は、

治家と答えていました。」、「でも一年くらいたっ

特別に許可され、王女一行は長旅の疲れを見せず

て王女であることを知られてしまいました。」な

一人一人丁寧に対応いただいた。

どと興味深いお話を伺った。食事の終わりには、
お抹茶とお菓子が出てきた。王女は、おばあさま
（ケサン・チョデン・ワンチュク三代王妃）がお

10月22日（日曜日）二条城、ひと・健康・未来
研究財団、裏千家、東京への移動

抹茶を大変お好きで王女自身も抹茶を立てる練習

超大型で非常に強い台風第 21 号は午前 6 時の

をしたことがあるというお話をされた。松沢氏よ

時点で南大東島の東北東約 260 キロを時速約 35

り「茶道の作法は色々あるが、極意は“自由”で

キロの速さで北北東へ進んでいた。中心気圧 925

ある。
」と説明があった。王女一行はなるほどと

ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は 50 メー

うなずいていると、松沢氏が「坂本は日本人だが、

トル、最大瞬間風速は 70 メートルで、その後、

全く分かっていない！」と言った。王女一行は、

速度を増しながら北上し、22 日夜から 23 日にか

左手にお茶碗、右手にお菓子を掴んで、むしゃむ

けて西日本から東日本にかなり接近する見通しで

しゃと口を動かしている坂本に視線を移し、大笑

あった 6）。京都からできるだけ早く東京に向けて

いした。
「極意は“自由”なんですよね？」、「そ

出発することが話し合われた。二条城では、北村

れは“自由”とは言わない。単に“野蛮”と言う

信幸元離宮二条城事務所長に御案内いただき、竹

んだ！」というやり取りで、皆笑い弾けた。

林群虎図やうぐいす張りの廊下、そして、大政奉

金閣寺を訪問し、新京極で買い物をされ、休憩

還の様子を再現した 92 畳の大広間で、松鷹図や

の後、京都ブライトンホテル・カディコートにて、

二重折上格天井などについて説明を受けた。昼食

「ブータン王国ソナム王女歓迎の夕べ、京都」が

は、時代祭の見物に絶好の場所となる烏丸御池の

開催された。松沢氏の先導で王女一行が入場する

ひと・健康・未来研究財団でとった。台風 21 号

と会場は大きな拍手に包まれた。松沢氏による歓

の影響で時代祭は順延となったが、ひと・健康・

迎挨拶、王女の御言葉、京都大学副学長の湊長博

未来研究財団の方々、2015 年 5 月に Forbes 誌が

氏による乾杯挨拶後、20 分ほど歓談した。会場

選ぶ「America’
s Richest Self-Made Women」に日本

には、六十年前に王女の祖母であるケサン・チョ

人で唯一選ばれた京大出身の実業家である久能祐

デン・ワンチュク第三代王妃を接遇した桑原武夫

子氏との会談がもたれた 7）。

氏の御子息である桑原文吉氏や西岡京治氏の奥様

14 時過ぎ、裏千家では、雨が降る中、兜門前

であり御自身もブータンに滞在された西岡里子氏

まで千玄室氏自らお出迎えいただき、聴風の間に

のお姿もあった。京都市長の門川大作氏、在大阪

おいて、王女は千敬史氏によるお点前を喫された。

ブータン名誉領事の辻卓史氏、日本ブータン学会

倉斗宗覚氏の指導により王女もお点前を披露され

学長の栗田靖之氏ら来賓による御挨拶が行われ

た。「和敬清寂」という茶道の四規が書かれた掛

た。最後に、松沢氏より六十年に渡るブータンと

け軸の前でキラを着た王女がお茶を点じるお姿

京都大学との友好の歴史がスライドショーで発表

は、美しかった（脚注 1）。その後、ホテルに戻り、

された。1985 年当時京都大学ブータン・ヒマラ

東京へ急いだ。東京へ持参するブータン側の大き

ヤ学術登山隊登攀隊長であった横山宏太郎氏によ

なスーツケースだけで相当な数となったため、車

るマサ・コン峰初登頂の解説もあった 4,5）。歓談中、

掌に依頼し、車掌室の隣の荷物置き場に収納いた

王女の前には挨拶及び記念写真の行列が並んだ。

だいた。東京駅では、雨の中、業務渡航センター

恥ずかしがっていた学生たちも「俺も王女と撮っ

の村山浩之氏が待ち構えてくださり、ハイヤー 2

てもらおうかなぁ？いいかなあ？」、「おう、いこ

台に乗り込みホテルニューオータニに向かった。
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台風の影響により、ハイヤーに乗り込む際、道路

れた。王女は 2004 年 10 月にお母様であるドルジ・

には靴の全体が浸かる程度の水たまりができてい

ワンモ・ワンチュク四代王妃とともに皇后陛下に

た。東海道新幹線はこの日の夜から停電のため運

お会いしており、
13 年ぶりの再会となった。
その後、

転を見合わせられ、東京―新大阪間で一時、上下

秋篠宮御一家と昼餐を共にされた。秋篠宮家の長

線で計 30 本が立ち往生となった。

女である眞子様が 6 月 1 日～ 7 日までブータンを
訪れ、ブータン王室勢揃いで歓待を受けており、5

10月23日
（月曜日）日本弁護士連合会、東京
での歓迎会

か月たたないうちのご再会となった 9）。皇太子御
一家とは、ハーバードのロースクールの同窓であ

台風第 21 号は午前 3 時頃、静岡県御前崎市付

り、雅子様の妹さんと国連でご一緒だったという

近に上陸した。台風はその後、広い暴風域を伴っ

御縁があり、お話が弾んだようである。王女は国

たまま北東に進み、
9 時には福島県沖に抜けていっ

連での研修時代を思い出して、
「
（書類の）コピー

た 8）
（脚注 2）
。王女一行は、午前中は銀座の伊東屋、

もとりましたよ」と笑いながら話されていた。こ

三越、和光でショッピングを楽しまれ、午後 14

の会談には愛子様も同席され、12 月 1 日の愛子様

時から日本弁護士連合会にて中本和洋会長らと会

のお誕生日の際には海外の王族とも英語で会話を

談が行われた。この会談が実現した背景には、中

されたということで話題に取り上げられた 10）。皇

本会長が京都大学の卒業生であるという縁があっ

室外交の合間を縫って原宿の KIDDY LAND や竹

た。ソナム・デチェン・ワンチュク王女は前述の

下通りに買い物に出かけた。夕食は、ホテルニュー

ようにハーバード大学で法学修士号を取得されて

オータニ 17 階の回転展望フロアでとった。東京最

お り、Jigme Singye Wangchuck School of Law と

終日の夜ということもあり、メンバー皆で 360°
の

Bhutan National Legal Institute の総裁を兼務されて

東京の夜景を眺めながら乾杯をした。日本の恋愛

いる。両国初の法曹界トップ会談として歴史的に

事情などとりとめのない話もして、楽しい夜となっ

意義深い機会となった。

た。

18 時からは、ホテルニューオータニの鳳凰西
の間において、
「ブータン王国ソナム王女歓迎の
夕べ、東京」が開催された。京都の時と同じく、

10月25日（水曜日）清風荘における山極総
長らとの会合、シンポジウム

松沢氏により先導されて王女一行が入場すると、

8 時頃ホテルを出発し、東京駅から新幹線で京

会場は大きな拍手に包まれた。熊谷誠慈氏（京都

都駅まで向かった。ホテルで着替えなどを行って

大学こころの未来研究センター）の司会の下に、

いただいた後、清風荘に向かった。清風荘での会

松沢氏による主催者挨拶、王女による挨拶、駐カ

談は、山極壽一総長、松沢哲郎氏、松林公蔵氏、

タール特別全権大使や駐マレーシア特命全権大使

上本伸二医学研究科長、稲垣暢也医学部附属病院

などを歴任され、現在も国際自然保護連合・地域

長、河野泰之東南アジア地域研究研究所長、吉川

理事（南・東アジア地域枠）、京都大学特任教授

左紀子こころの未来研究センター長、坂本龍太が

などを兼務されている堀江正彦氏による乾杯、在

茶室間取り造りの離れで昼食を取りながら行われ

東京ブータン王国名誉総領事の徳田ひとみ氏、日

た。王女より総長に対してブータンで信じられて

本ブータン友好協会会長の小島誠二氏、外務省ア

いるイエティについて言及があった。すると、総

ジア大洋州局南部アジア部審議官の石川浩司氏ら

長は「ベリー、イントレスティング！」と強い興

来賓による御挨拶が行われた。ここでも王女との

味を示し、DNA 解析の結果クマであったとする

記念撮影に長蛇の列ができた。王女が退室し、閉

報告について紹介があった 11,12）。王女からは父で

会した後も余韻が冷めず、会場に集まった方々は

ある四代国王が山を散策するのがお好きで、その

なかなかお帰りにならなかった。

最中に不思議な足跡を発見したというお話が披露
された。昼食後は、七代目小川治兵衛氏作の庭園

10月24日
（火曜日）皇后陛下、皇太子御一
家、
秋篠宮御一家との交流

をともに歩き、総長と共に池の鯉に餌をおあげに
な っ た。 王 女 は 鯉 た ち に 届 く よ う に、 右 腕 を

午前 10 時半、皇居・御所にて皇后陛下と懇談さ

ファーっと伸ばしておられた。その後、時計台記
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念館の京大サロンで展示されているブータンの写
真をご覧になった。

“Medical Cooperation between Kyoto University and
University of Medical Sciences of Bhutan”と発表が

シ ン ポ ジ ウ ム は、“Bhutan & Kyoto University

続き、休憩をはさんで、イェゼル氏（ブータン王

60th Anniversary Memorial Symposium” と 題 さ れ、

立 大 学・ シ ェ ラ ブ ツ ェ カ レ ッ ジ ）“Issues and

山本真也氏（京都大学高等研究院）の司会で開催

Challenges of Rural-Urban Migration in Bhutan”、赤

された。山極総長による歓迎の言葉に始まり、王

松芳郎氏（京都大学東南アジア地域研究研究所）

女からの基調演説があった。演説の中に次のよう

“Thinking on Rural Development from a Comparative

な言葉があった。“Japan and Bhutan are thousands

Study of Rural Issues in Bhutan and Japan”、安藤和

of miles apart from each other, but the long-standing

雄氏（京都大学東南アジア地域研究研究所）“A

and close friendship between our two peoples has

possible way to cope with depopulation and

always made us feel much closer. Our relationship is

abandoning farming: Lessons from the workshop held

based on a common spiritual heritage, our shared

in the Sherubtse College and experience”、坂本龍太

respect for the institution of monarchy as symbol of

（京都大学東南アジア地域研究研究所）

unity, reverence for our cultures and traditions that

“Community-based medical care for the elderly in

gives us unique identities, and many other shared

Bhutan”が発表された 13-17）。
最後に、西本恵子氏（京都大学経営管理大学院）

social values. The people of Bhutan have always held a
strong affection for Japanese, and have always

により国際交流科目「ブータン農村に学ぶ発展の

celebrated the success of your great nation.（ 日 本 と

あり方」で訪れたブータン王立大学シェラブツェ

ブータンは何千マイルも離れていますが、両国の

カレッジとの交流の様子が発表された後、同科目

国民の間に長い年月をかけて築き上げられてきた

でブータンに渡航経験を持つ酒井肇氏、西本恵子

親密な友好関係があるため、いつもとても近く感

氏、犬飼亜実氏、田中咲妃氏、浅井薫氏、高浦雄

じます。我々の関係は、共通の精神的遺産、共有

大氏、横畠尚貴氏、柏木真穂氏、平田二千翔氏、

する結束の象徴としての君主制への敬意、独自の

岡和來氏、渡航予定の伊藤愛莉氏、岡田紫苑氏、

固有性をもたらす我々の文化や伝統への畏敬の

藤原萌氏によりゾンカ語の歌“ヨンプラ”の披露

念、他の様々な共有する社会的価値観の上に築き

があった 18-20）。歌はブータンの民族衣装ゴ、キラ

上げられています。ブータンの国民はいつも日本

を着用して行われた。この歌は酒井肇氏（京都大

人に対して強い愛情を感じており、いつもあなた

学公共政策大学院）の呼び掛けで学生が練習を積

方の素晴らしい国の成功を祝福しています。）”
（資

み、行われたものである。会場はゆったりとした

料参照）

調べに包まれ、学生の真摯な姿に釘付けとなった。

続いて、松沢哲郎氏による基調講演が行われた。

王女も「とても心を打たれた」と喜ばれていた。

基調講演では、1957 年の桑原武夫氏らのケサン・
ワンチュク第三代王妃接遇、1969 年の松尾稔氏
らのブータン学術調査隊、1985 年の京都大学ブー
タン・ヒマラヤ学術登山隊のマサ・コン初登頂、

10月26日（木曜日）iPS細胞研究所、医学部
附属病院、ブータン関係部局懇談会、京
都造形芸術大学

2010 年の松沢哲郎氏・松林公蔵氏らのジグメ・

伏見稲荷を訪れた後、iPS 細胞研究所を訪問し

シンゲ・ワンチュク第四代国王謁見、京都大学ブー

た。これは王女一行に京都の伝統と最先端の科学

タン友好プログラムの活動などについて言及が

を連続してお見せしたいという松沢氏の発案によ

あった。その後、王女よりタンカ（仏画の掛軸）が、

り設定されたものである。急なお願いであったに

総長より風神雷神図屏風絵の贈呈が行われ、熊谷

もかかわらず、山中伸弥所長、齋藤博英氏や他の

誠慈氏（京都大学こころの未来研究センター）

iPS 細胞研究所の方々に温かく受け入れていただ

“Multidisciplinary Research on Buddhism and GNH in

いた。王女は山中氏の名前を御存知であった。米

Bhutan: an overview”、西平直氏（京都大学教育学

国の話になり、王女がスタンフォードとハーバー

部）
“Fateful and Unexpected Encounters: Researching

ドのご出身だということを知ると、山中氏は「ワ

Bhutanese Youth”、岡島英明氏（京都大学医学部）

オ！」と声をあげられた。途中、事務の方々の配
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慮で「それでは後は我々が案内します」と言われ

ら JSWSL は国民総幸福の研究もその使命にあげ

たが、山中先生は「いえ、まだ大丈夫です」と言

ており、独自の法学のあり方を追求している旨説

われ、自ら施設の中を案内された。医学部附属病

明があった。法学研究科の教授陣からは、日本は

院では、松原和夫氏や岡島英明氏らが施設を案内

西洋などから法学を学び、自国の固有のものと融

してくださった。医学部附属病院は 2013 年 10 月

合させてきた経験があるので、それを共有するこ

にブータン保健省、ブータン医科大学との間にイ

とは、ブータンが今後自国の法学を創り上げてい

コールパートナーシップ協定を締結し、すでに第

くうえでも意味があるのではないかとの助言が

八陣まで派遣されている 21,22）。

あった。サンゲイ・ドルジ氏は一度ぜひブータン

昼食は聖護院の河道屋養老でいただいた。食事

に来てほしい旨要請があった。

を終え、暖簾をくぐる際の王女の可愛らしさを松

次に、東南アジア地域研究研究所から安藤和雄

沢氏は絶賛し、なんとか写真に収めようと繰り返

氏、藤澤道子氏、赤松芳郎氏、ブータン王立大学

しその動作をお願いしていた。昼食をとった後、

シェラブツェカレッジのイェゼル氏、ソナム・ペ

時計台記念館の貴賓室でブータン関係部局との懇

マ・ヤンチェン氏、医学研究科大学院生の竜野真

談会が行われた。松沢氏の挨拶の後、霊長類研究

維氏、教育学研究科の西平直氏、ジェレミー・ラ

所の湯本貴和所長より同研究所の川本芳氏が行っ

プレー氏、こころの未来研究センターの広井良典

ているブータンでの交配家畜の遺伝学研究やアッ

氏、内田由紀子氏、熊谷誠慈氏、ミゲル・アルバ

サムモンキーを対象にした Human-Wildlife Conﬂict

レス・オルテガ氏との会合があった。安藤氏、イェ

の研究などについて報告があり、野生動物研究セ

ゼル氏からは離農や過疎に関する東南研とシェラ

ンターの幸島司郎センター長からは、自らがヒマ

ブツェカレッジとの共同研究について、藤澤氏か

ラヤの氷河で発見したヒョウガユスリカなどの昆

らはブータンでの高齢者医療ケア計画の活動につ

虫についての研究などの紹介があり、防災研究所

いて紹介があり、ジェレミー・ラプレー氏からは

の橋本学氏からは同研究所の大見士朗氏が行って

教育学の新たなパラダイムの可能性について、内

いるブータンでの地震火山活動の研究などについ

田氏からは幸福感・他者理解・対人関係について

て報告があった

23-26）

。

の比較文化研究について話題の提供があった。

そして、法学研究科の洲崎博史研究科長、木南

その後、京都造形芸術大学へ向かった。これは、

敦氏、西谷祐子氏、吉政知広氏との懇談が始まっ

王女がブータンの法精神、倫理規範、自然、伝統

た。王女一行はこの会合を心待ちにされていた。

文化などを子供たちにアニメを用いて教育を行い

JSWSL は 2015 年 2 月 21 日ジグメ・ケサル・ナ

たいという希望をお持ちであったところに、松沢

ムゲル・ワンチュク国王によってブータン初の

氏が同大学文明哲学研究所の所長であるという縁

ロースクールを設立する勅許が付与され、2017

が重なり実現したものである。京都造形芸術大学

年 7 月 3 日にティンプーのタバにて開校式が行わ

では徳山豊瓜生山学園理事長、元京大総長である

れたばかりで、連携先を探している 27）。京都大学

尾池和夫京都造形芸術大学学長、丹羽貴大キャラ

法学部の学生はすでに何名かブータンに渡航して

クターデザイン学科長に案内を受け、学内ギャラ

いるが、法学部の教員でブータンにおいて活動し

リーで開催中であった「オールテニプリミュージ

ているメンバーはいない。会談では冒頭から同校

アム in 京都」を観覧した。展示内容を説明くだ

の学務長を担うサンゲイ・ドルジ氏より留学生受

さったキャラクターデザイン学科の学生、水谷泉

け入れ状況やその仕組みについて質問があったほ

氏と栗原聖美氏に対して王女から「あなたたちも

か、
「ブータン人が京都大学で法学を学ぶ場合の

このような人気のキャラクターを生み出せるよう

長所は何か？」との問いがあった。留学生に関す

になるの？」と問いがあり、
「そうなりたいです。」

る現状について説明があった後、2017 年の司法

と答えると、王女から「やりたいではなくやるに

試験において京都大学からの受験者 222 名のうち

しなくてはだめよ。」という言葉があったとのこ

合格者が 111 名で、合格率 50.0％と全国の法科大

とである 29）。

学院の中で第一位であったことが説明されると、
王女一行から祝福の拍手があがった

28）

。松沢氏か

六十年前にケサン・チョデン・ワンチュク三代
王妃が歩いた新京極を歩き、今回の日本滞在にお
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写真
1. 歌を唄う学生に拍手を送る王女

ブータンと京都大学との友好 60 周年の記念事業報告（坂本龍太）

ける最後の晩餐は、丸太町の京料理かじでとった。

加藤恵美子氏、竜野真維氏、坂本龍太が関空へ荷

乾杯をしながら日本の日々を楽しく振り返った。

物とともに先発した。空港で在大阪ブータン王国
名誉領事館の辻卓史氏、今津康雄氏、業務渡航セ

10月27日
（金曜日）御帰国

ンターの村山浩之氏の出迎えがあった。王女、チェ

朝 8 時に王女が松沢哲郎氏と会談。サンゲイ・
ドルジ氏、テンジン氏と熊谷誠慈氏、秋山未来氏、

ンチョ・ドルジ氏、リンジ・ペム氏が合流し、お
別れの挨拶の後、帰国の途につかれた。

3. 左からテンジン氏、サンゲイ・ドルジ氏、チェンチョ・ドルジ氏、リンジ・ペム氏（二条城にて）

2. ゾンカ語で♪ヨンプラ♪を唄う学生たち

写真 1

歌を唄う学生に拍手を送る王女

写真 2

3. 左からテンジン氏、サンゲイ・ドルジ氏、チェンチョ・ドルジ氏、リンジ・ペム氏（二条城にて）

ゾンカ語で♪ヨンプラ♪を唄う学生たち

4. 王女と総長（清風荘にて）

写真 3 左からテンジン氏、サンゲイ・ドルジ氏、チェ
ンチョ・ドルジ氏、リンジ・ペム氏（二条城にて）
4. 王女と総長（清風荘にて）

写真 4

王女と総長（清風荘にて）

5. 清風荘での昼餐会

写真 6

写真 5 清風荘での昼餐会
6. 京都大学吉田キャンパスでの集合写真
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おわりに

ことにも意味があるのではないだろうか。日本滞

1957 年の晩秋、ケサン・ワンチュク第三代王妃、

在中の王女を心配して、父である第四代国王から

王妃の母マユム・チョイン・ワンモ・ドルジ氏、

電話があったと聞いている。ブータンにおける四

姉タシ・ドルジ氏、医師のカボ氏が来日され、桑

代国王の影響力は絶大であり、今回の招聘が両国

原武夫氏ら京都大学山岳部が中心となり、一行を

の関係にとっていい方向に作用することを願って

歓待した。その時の様子を桑原武夫氏は「ブータ

いる。最後に、今回の京都大学ブータン王国友好

ン横断紀行」
（講談社）の中で次のように述べて

60 周年記念事業の最大の目的は、ブータンとの

いる 30）。
「都ホテルのロビーで待っていると、忽

友好を次世代につなげることであった。京都、東

然として華麗なチベット服をまとった窈窕たる美

京で行われた歓迎会やシンポジウムなどに、学生

女が老婦人とともに現れた。ケサン・ワンチュク

を含む多くの若者が参加した。王女一行やブータ

殿下とその母君であった。」、「最後の日、私はや

ンとの友好を築いてきた先輩たちと直に接した若

はり来日中のフランスの哲学者ガブリエル・マル

者たち、テレビや新聞で接した若者たち、友人や

セルの歓迎晩餐会があったのを断って、王妃のお

先輩から話を伝え聞く若者たちが、両国のこれか

別れパーティに三島亭へ行った。学説は後日、本

らの友好を創り上げていくことになるのである。

の中で読むことができるが、ヒマラヤの王族とス
キヤキ鍋をつつく機会は今夕しかない。」この時

脚注

に育まれた友好は、両国の歴史を語る上で欠かす

1） 裏千家のホームページによれば、茶道の四規

ことのできないものとなった。これがもとになり、
翌年 1958 年に京都大学山岳部の OB で浪速大学
（現在の大阪府立大学）農学部の助教授であった

「和敬清寂」の中で、「和」とは、お互いに心
を開いて仲良くするということ、「敬」とは、
尊敬の敬で、お互いに敬いあうという意味、

中尾佐助氏がブータンに渡航、その時に生まれた

「清」とは清らかという意味だが、目に見え

著書「秘境ブータン」が 1960 年第 8 回エッセイ

るだけの清らかさではなく、心の中も清らか

スト・クラブ賞を受賞している 31）。そして、大学

であるということ、「寂」とは、どんなとき

で中尾佐助氏の薫陶を受けた西岡京治氏が 1964

にも動じない心のことであるという 43）。今回

年コロンボ・プランによる海外技術協力事業団（現

対応いただいた千玄室氏は次のように述べて

JICA）の農業専門家としてブータンに派遣され、

いる。「茶の道で一番大切な教えは、「和敬清

「ブータン農業の父」と評されたその後の活躍は

寂」。千利休が掲げた精神です。「和」は、皆

有名である 32）。ブータンにおいて国際協力機構

で和し合うこと。英語で言えば、“peace and

JICA のプレゼンスは今も絶大である。研究面で

harmony”（平和と調和）です。「敬」は、敬

京都大学山岳部の OB たちが果たした役割は大き

い合うこと。肩書きのある人だけを敬うので

く、国立民族学博物館の栗田靖之氏、名古屋大学

はなく、人間すべてを敬うことを指します。

の上田豊氏、放送大学の河合明宣氏、福井大学の
月原敏博氏などがブータンの民族、氷河、農村開
発、地理などの知見を積み上げていった 33-36）。

そして「清」は、清らかな気持ちを持つこと。
「寂」は、寂然不動の心構え、何事にも動じ
ない気持ちを持つことを意味しています。茶

今 回 の 王 女 一 行 来 日 は、 ブ ー タ ン 国 営 放 送

の道とは、これらの心を涵養することなので

Bhutan Broadcasting Service や KUENSEL 紙、毎日

す。」、「人間というものは、ちょっと放って

新聞、The Japan Times、めざましテレビなどで大

おくと、すぐに埃が溜まります。埃とは、怒

きく取り上げられた 37-42）。ブータン、日本、両国

り、嫉妬、傲慢、憂い・・・・。知らない間

の国民がこれらのニュースを介して、六十年の友

にポケットに埃が溜まるように、心が汚れて

好の歴史に思いをはせたことは、大きな意味があ
るのでないかと考える。また、両国法曹・法学界

いく。だから、自分を省みる必要があります。
「日に三省」という言葉がありますが、相手

の交流の端緒となるという意義もあっただろう。

のためにお茶を差し上げることができたか、

そして、秋篠宮家の眞子様のブータン渡航から 5

茶の道というものを一つの心として差し上げ

か月もたたないうちに両国皇室が再会したという

ることができたか、すべてのことにおいて粗
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相はなかったか。これらを常に省みながらお

畿地方や東海地方を中心に 500 ミリを超える

茶を点てることが、自分を成長させる素とな

記録的な大雨となった 45）。沖縄から北海道に

るのです。
」

44）

至る広い範囲で風速 20 メートル以上の非常

今回の招聘を省みて、これができたであろ

に強い風を観測し、西日本や東日本、北海道

うか。王女だけでなくすべての方を敬うこと

で は 風 速 30 メ ー ト ル を 超 え る 猛 烈 な 風 と

ができただろうか。少なくとも粗相は山ほど

なったところがあった 45）。そして、この台風

した。まず、ブータン一行をお迎えに向かう

による死者は 8 名にのぼりました。犠牲にな

際、バンコクの空港での乗るはずのドゥルク

られた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

航空便を逃してしまった。携帯の時間設定上
の勘違いと池井戸潤著「陸王」のあまりの面

謝辞

白さに熱中しすぎたことが重なったためだ。

ソナム・デチェン・ワンチュク王女について思

ブータンの友人に連絡してもなかなかつなが

い出すのはその笑顔である。例えば、王女がキラ

らず、民営ブータン航空の離陸後にやっと連

から洋風のドレスに着替えて出てこられた際、廊

絡がついた。そして、その日の 16 時に王女

下で待っていた我々は美しさに思わず「おおっ！」

との会合が設定されていたことを初めて知ら

と声をあげてのけ反ってしまった。そんな時、王

された。同日の後発するドゥルク航空便に乗

女は恥ずかしそうに笑うのだ。その瞬間、周りに

り込み、パロ空港に着くと、伝え聞いていた

いるものは胸に花がぱっと咲いたような気分に

空港職員と友人が私を待ち構えており、通常

なってしまうのである。チェンチョ・ドルジ氏は

の入国ルートをパスしてすぐに車に乗り込

威厳を持ちつつも温かみがあり、一緒に歩いてい

み、車の中でスーツに着替えながら宮殿に向

ると親戚のおじさんのように感じてしまう。軍服

かった。会合が 15 時前に設定されていたら、

に着替えられた際に、
「やっぱり制服を着るとちゃ

アウトだっただろう。幸運が重なり周りの方

うなぁ。」と我々が思わず日本語で発してしまっ

の御努力があって王女との会合を飛ばすとい

たが、意味を何となく理解されたのか、誇らしそ

う事態は避けることができたが、友人たちに

うにされていたのが印象的である。サンゲイ・ド

大きな迷惑をかけた。また、今回の日本滞在

ルジ氏はいつも穏やかに微笑んでおられた。娘さ

最後の晩餐予約時、人数にブータン側の 5 名

んを誇りにしておられた。そんな彼から次の格言

をカウントするのを忘れてしまった。一行が

をいただいた。“Only when time is right, things will

店に到着した後にそのことに気づき、店の方

happen.（適切な時が来た時だけに、物事は起こる

の機転で、机を追加配備できることになった

ものだ）”テンジン氏は、事故で重度の熱傷を受

が、王女も我々と一緒に机を動かした。その

けた経験を持ち、医者からは絶望視された状況か

他にもシンポジウムの御連絡のこと、在大阪

ら生還した男である。子供や奥様を愛する男であ

ブータン王国名誉領事館の方とのやり取りな

る。今回、ブータン一行の手のかかる仕事の大部

ど粗相は尽きなかった。

分を彼一人が担っていた。テンジンとはそういう

2） 平成 29 年台風第 21 号は、10 月 21 日から 22

男である。リンジ・ペム氏は姉御肌のお世話焼き

日にかけて日本の南を北上し、23 日午前 3

で、「あなたの家族を連れてきなさいよ、王女が

時頃、静岡県御前崎市付近に上陸した。台風

喜ぶから」と言うので、ぜひと思いシンポジウム

はその後、広い暴風域を伴ったまま北東に進

の懇親会の会場に家族を呼ぶと、王女との記念撮

み、23 日 15 時に北海道の東の海上で温帯低

影にいざなってくれた。その際に妻がカバンを

気圧となった

45）

。台風を取り巻く発達した雨

持ったまま写ろうとすると、「それは置いた方が

雲や本州付近に停滞した前線の影響により、

いいわね。」と適切に指摘し、撮影後カバンを忘

西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大

れそうになった妻に「バッグ、バッグ」とまた指

雨となった 45）。特に和歌山県新宮市では 48

摘してくれた。五名とも魅力あふれる方々であっ

時間に 888.5 ミリを観測し観測史上 1 位の値

た。貴重な時間を使ってはるばる来てくださり誠

を更新するなど、21 日から 23 日にかけて近

にありがたいことである。
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今回の招聘の発端となったのは、カルチュン・
ワンチュク氏である。2017 年が友好六十周年に

日本ブータン友好協会、国際協力機構 JICA など
様々な方々のご尽力があった。

あたることを知った同氏が、友人であるブータン

招聘に際して多くの方に相談させていただい

政府観光局の局長チミ・ペム氏のもとへ私を連れ

た。栗田靖之氏は 2004 年 10 月にソナム・デチェ

ていき、節目の年に皇室から日本への訪問を行う

ン・ワンチュク王女が母であるドルジ・ワンモ第

ことの意義をチミ・ペム氏に強く訴えた。チミ・

四代王妃と一緒に来日された際にすでにお会いし

ペム氏はその場で協力を約束した。私はこの話を

た経験をお持ちであった。その際の接遇の様子に

まず恩師である松林公蔵氏と栗田靖之氏に相談し

基づき的確な御助言をいただき、今回の招聘実行

た。松林氏は「今京大でそれができるとしたら松

委員の間で共有され計画を立てる上で大変役に

沢しかいないでしょ。」と話した。そこでカルチュ

立った。竹田晋也氏からは、1958 年 2 月 5 日付

ン・ワンチュク氏の助言を京都大学ブータン友好

でカリンポン、ブータン・ハウスのジグメ・パル

プログラムの責任者である松沢哲郎氏に伝えたと

デン・ドルジ元首相から芦田譲治氏に送付された

ころ、
松沢氏は「それはぜひやりたい。」、
「カルチュ

手紙を見せていただいた。そこには、ジグメ・ド

ンにそう伝えて」
、「素晴らしい。」と即答した。

ルジ・ワンチュク第三代国王が中尾佐助氏を招聘

そこから、この計画が大きく前進したのである。

することが書かれていた。先方に招聘状を送る際、

その後、多少の紆余曲折があったが、カルチュン・

この貴重な御手紙のコピーを同封させていただい

ワンチュク氏、チミ・ペム氏、そして、今回来ら

た。また、今回の招聘事業には京都大学東南アジ

れたテンジン氏などの多大な尽力があり、今回の

ア地域研究研究所の河野泰之所長裁量経費からも

王女一行来日へとつながったのである。また、ジ

大きなご支援をいただきました。他にも安藤和雄

グミ・シンゲ・ワンチュク法学校、ブータン国立

氏、熊谷誠慈氏、河合明宣氏、月原敏博氏をはじ

司法研修所、ドゥルク航空、パロ空港、タイ航空、

めとするたくさんの方々にご相談させていただい

在タイ・ブータン大使館、在インド・ブータン大

た。ご協力いただいたすべての方々にこの誌面を

使館の方々など様々な方々のご尽力があった。

おかりして心より御礼申し上げます。

日本側でも、京都大学高等研究院の松井一純氏、

2017 年 12 月 21 日、我々の最も親しい友人の

松永倫紀氏、竿智巳氏をはじめ、山本真也氏、藤

一人ドルジ・ワンチュク氏が奥様ともに交通事故

井稔久氏、嶌村克氏、津崎善晴氏、高宮泉水氏、

で亡くなられました。2011 年にお招きした際に

川上文人氏、リングホーファー萌奈美氏、京都大

彼が我々に与えてくれたものが今回の招聘にもつ

学野生動物研究センターの左海陽子氏、秋山未来

ながっています 46）。保健省事務次官を務め、引退

氏、京都大学霊長類研究所の平田加奈子氏、京都

された後も日本で訪れた土佐町のすべての人々に

大学医学研究科の岡島英明氏、加藤恵美子氏、竜

自分の最高の愛を届けてほしいと話していまし

野真維氏、瀬川裕美氏、総合地球環境学研究所の

た。彼のあふれる愛情はきっと未来にもつながっ

小林舞氏、日本ブータン友好協会の渡辺千衣子氏、

ていくでしょう。妻の第四子の妊娠を伝えたとき、

平山雄大氏、京都大学山岳部の六車光貴氏、森本

「お前は日本中を Sakamotos で埋め尽くす気なの

悠介氏、井ノ上綾音氏、神戸大学人間発達科学部

か」、「世界中を Sakamotos でいっぱいにするつも

の越智咲穂氏、二条城、ひと・健康・未来研究財

りなんだ」などと笑い合ったのはついこの前のこ

団、裏千家、日本弁護士連合会、宮内庁、外務省、

とでした。今回の招聘もとても喜んでくれていま

京都大学医学部附属病院、京都大学 iPS 細胞研究

した。忙しい中でも、いつも人懐っこい満面の笑

所、京都大学こころの未来研究センター、京都大

顔で我々を迎え、大きな体で温かく抱きしめてく

学教育学部、京都大学法学部、京都大学防災研究

れたドルジ・ワンチュク。そばにいてやさしく微

所、京都大学地球環境学堂、京都大学東南アジア

笑んでおられた奥様。お二人のご冥福を心よりお

地域研究研究所、京都造形芸術大学、業務渡航セ

祈り申し上げます。

ンター、京都ブライトンホテル、ホテルニューオ
オタニ東京、在大阪ブータン王国名誉領事館、在
東京ブータン王国名誉領事館、日本ブータン学会、
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ありがとうございました。
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ブータンと京都大学との友好 60 周年の記念事業報告（坂本龍太）

Summary
A Report on Bhutan & Kyoto University 60 th Anniversary Memorial
Program
Ryota Sakamoto
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

From October 21st to 27th, 2017, Kyoto University invited honored guests from the Kingdom of Bhutan
to celebrate Bhutan & Kyoto University 60th Anniversary. The members from the Kingdom of Bhutan
were Her Royal Highness Princess Sonam Dechan Wangchuck, Mr. Chencho Dorji (Major General,
Royal Bodyguard of Bhutan), Mr. Sangay Dorjee (Dean, Jigme Singye Wangchuck School of Law), Mr.
Tenzin (Legal Officer and Personal Secretary to the Hon'ble President, Bhutan National Legal Institute),
and Ms. Rinzi Pem (The National Coordinator of Bhutan, The United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women). They participated into an international symposium “Bhutan & Kyoto
University 60th Anniversary Memorial Symposium”, organized by Kyoto University. As the keynote
address of the symposium, Her Royal Highness said“Japan and Bhutan are thousands of miles apart
from each other, but the long-standing and close friendship between our two peoples has always made
us feel much closer. Our relationship is based on a common spiritual heritage, our shared respect for the
institution of monarchy as symbol of unity, reverence for our cultures and traditions that gives us unique
identities, and many other shared social values. The people of Bhutan have always held a strong affection
for Japanese, and have always celebrated the success of your great nation.” During the visit, the guests of
Bhutan had the meetings with Prof. Juichi Yamagiwa, President, Kyoto University. Her Royal Highness
met Her Majesty the Empress Michiko, His Imperial Highness the Crown Prince Naruhito, Prince
Akishino, Princess Akishino, Princess Aiko, and Princess Mako.
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