インタビュー

加藤九祚名誉教授に聞く

シベリア抑留生活をロシア語留学にしてしま
う知識欲とプラス思考。 その奥底に流れる
のは、人との縁や絆を大切にするヒューマニ
ズム。 民博着任などの節目を 「スタートラ
イン」 と捉えた学究の徒としての真摯な姿
勢とともに加藤名誉教授の旺盛な探求心は、

（本誌編集長）
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米寿を迎えた今も健在である

聞き手

先生はシベリアや中央アジアの文化史をご専
――
門とされています。シベリアとの出合いはどのよ
うなものだったのでしょうか。
シベリアとの出合いは、四年八カ月におよぶ抑
留生活のなかで、ロシア語を猛勉強したのがそも
そものはじまりです。
八月一五日に戦争が終わって、私たちが武装解
除したのが二〇日ごろでした。ウラジオストクを
通って日本へ帰れると言われて、多くの日本人も
そのことを信じていたようでした。
私はドイツ語ができたので、ドイツ語が話せる
西部戦線帰りのロシア人将校に聞いてみたら、
「君たちは数年シベリアにいることになるだろう」
と言うんですね。このままでは、生きるか死ぬか
もわからぬままになってしまうのではないか。死
ぬなら死ぬで、自分の状況を知ったうえで死にた
い。一緒にいる人たちにも状況を伝えてあげたい。
そのためには、ロシア語を勉強しないとどうにも
ならないと思いました。
普通は捕虜になると、悲観したり、絶
――
望的になってしまったりするのではないで
しょうか。
そう。捕虜になっても、その日その日を
過ごせればいいとなってしまうんだけど、
そのあいだも勉強していましたからね。

までも忘れられない文句があります。人間は自然
のなかでは弱いもので、これを殺すにはたいした
武器もいらない。一滴の水でも足りる。しかし、
人間は自然が偉大であることを知っているという
意味において、自然よりはるかに勝るという内容
です。知識や、知ることがいかに大事であるかと
いうことですね。
私はそうしたことがずっと頭のなかにありまし
た。だから、自分が置かれている状況を知りたい
と思ってロシア語を勉強したんです。
とっか
私たちが終戦を迎えた敦化という中国の東北部
にある都市の飛行場に、ハルピンの図書館から運
ばれて来たと思うんですが、貨車一杯の本が山の
ように積まれていました。そのなかに、陸軍関係
の本を出版していた偕行社が刊行したロシアの捕
虜尋問用の日露対訳会話集がありました。それが
ロシア語との出合いでした。あとはロシア人の将
校をつかまえて、片っ端から聞いていきました。
私は尋問されるほうでしたけどね（笑）
。
汽車でシベリア
に 送 ら れ る 途 中、
駅で長いあいだ止
まることがありま
した。ときには二
晩も三晩も止まる
んですよ。そのと
き、ロシア人の子
どもたちが寄って
きたんです。私は、
学校のテキストは
あるかと聞きまし
た。ノートやいろ
いろなものと交換

か と う きゅうぞう
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北道に生まれる。上智大学文学部卒業。陸軍工兵少尉として戦
後、シベリア抑留生活を四年八カ月経験する。一九七五年から
一九八六年まで民博教授を務める。その後、相愛大学、創価大
学教授を歴任。
『天の蛇 ニコライ・ネフスキーの生涯』
（河出
書房新社、一九七六年）で大佛次郎賞を受賞。
『中央アジア歴
史群像』
（岩波新書、一九九五年）など著書、訳書多数。

して、ロシア語の教科書を手に入れたんです。それ
から、人に頼りながら頭から数ページ覚えました。
そんなふうにして、ロシア語の勉強を続けました。
一年くらいしたら、ずいぶん上手になりまし
た。簡単なことなら通訳もできるようになったん
です。そうしたら、
「お前はどこでロシア語を勉
強したのか」とスパイの疑いをかけられてしまい
ました。ずいぶん時間はかかりましたが、結局は
戦犯にならなくてすみました。
シベリア抑留を「シベリア大学」と呼んで、
――
抑留生活をプラスに考えられたそうですね。
プラスに考えられるようになったのは、日本に
帰ってからです。帰国してから、アルバイトをし
ながら上智大学ドイツ文学科に通いました。帝政
ロシアは革命によって倒されてソ連になりますが、
両者の思想のあいだにはつながりがあるのか、つ
まり帝政ロシアとソ連の思想における連続と断絶
をテーマにしようとしたのですが、まとまった資
料がなくてどうにもなりませんでした。

発想の転換「シベリアを
フィールドにする」
当時、梅棹忠夫さんや川喜田二郎さんたちによ
るアフリカやヒマラヤへの現地調査が新聞に載っ
ていたりして、私もこのような調査に加われたら
いいんだけれど、高嶺の花だと思っていました。
そのころいろいろな探検記を読んでいて、その
なかにプルジェワリスキーというロシアの有名な
中央アジア探検家がいました。彼がシベリアを調
査した旅行記を読んでいるうちに、
「そうだ、私
はシベリアに行ったことがあるんだから、そこを
フィールドと考えたらいいんじゃないか」と思い
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捕虜尋問用会話集を
教科書に
出兵する前、上智大学予科に通っていた
ころは、哲学を志していました。哲学者の
三木清の著作に『パスカルにおける人間の
研究』という名著があって、そのなかにい

探検家プルジェワリスキーの墓をたずねる〈キルギスのイッシ
ク・クル湖岸、2007年〉

ついたんです。これはたいへんな発見でした。ソ
連を憎んだり、シベリアに行かされた運命を呪っ
たりしてもしかたがない。あるがままを受け入れ
て、そこからなにができるのかが、私の生きる道
ではないかと思ったのです。そう思えたことが、
自分でもたいへん嬉しくてね。さっそくシベリア
の歴史に関する文献を読みはじめました。
私は、なにかを知りたいという欲求の強い人間
だと思います。今日あるのも知識欲のおかげだと
思います。私はとても貧乏な家に育ちました。で
も、親は本をたくさんもっていた。
親父が、
「俺は勉強したかったけど、できな
かった」と言っていたことを思い出します。私も
いつかその本が読めるようになりたいという気持
ちがずっとありました。子どもの周りには必ずい
い本を置くべきです。読めなくてもいい。ただ、
子どもに、いつかこの本が読めるようになりたい、
内容を知りたい、そういう思いを抱かせることが
できれば十分です。邪魔になるから本を捨てると
いう人がいるが、そうじゃなくて、邪魔になるか
らこそ置かなきゃならないんです。
知識とは新しいことです。知識欲とは、つまり
新しいことを知りたいという欲求ですから、新し
さにも関心があったと思います。私がこれまで
やってきたことは計画的なものではなく 、知識
欲からきているんです。

民博がスタート台
民博には、尊敬する梅棹忠夫さんやほかの先生
方からのお誘いで、一九七五年に着任しました。
ソ連に住む諸民族の伝統的物質文化の資料を収集
することを期待されたと思います。それまでに何

女性は、その土地と密着していると
思うからです。男性は、自分も含め
て土地と離れたがる傾向があると思
うんですよ。だから、その土地でな
にをするにしても、女性に援助して
もらったほうが円滑にいく。資料
収集をしていてよくわかりました。
民博を定年（一九八六年）になっ
たのも、新たなスタート台でした
ね。さいわい親や、先生方のおかげ
で今日があるわけですが、なにはな
くとも丈夫な体に生んでくれたこ
と、知識欲のある子に育ててくれた
こと、この点をいつも両親に感謝し
ますね。

うんですよ。私は陸軍の工兵
出身で、これも橋を架ける仕
事です。華々しい仕事をした
くないわけではないけど、そ
れは少数の運のいい人ができ
ることだから、自分は裏にま
わって、橋を架ける仕事がで
きればいいのではないかと思
います。国際交流というのも、
人と人との橋を架けることで
はないのかと。
とにかく、私ができること
はなにかを考え、できること
をしたいのです。
考古学は、ものによって語らしめる側面があり
ます。しかし、物事は人間なしにはありえません。
ものを語るときは必ず人間と抱き合わせて考える
という姿勢をもちたいと思うのです。考古学でも、
それを掘った人は誰で、どのような状況で掘った
のかも考える。出てきたものだけでは、たとえす
ごい黄金だとか、すばらしいものだとしても、感
銘を受けません。その裏にある学者の姿勢や生き
方を、いつも一緒に考えるんです。
さが
その背景から人間の性が見えてくるんです。善
かれ悪しかれ、すべてのものは、人間をめぐって
あるわけです。本を読んでも、人間のことが書い
てないものは楽しくないですね。
どうしてウズベキスタンを選ばれたのでしょ
――
うか。
ウズベキスタンにはおもしろい仏教遺跡が多
かったのです。民博の資料を収集するときにも、
ウズベキスタンの人にお世話になっていましたし、
人間関係もできていました。ロシア科学アカデ

度も旅行していましたし、そこにいろんな人間関
係ができていましたからね。中央・北アジア展示
の一般公開ぎりぎりまで収集していました。ある
先生がちらっと「間にあわないかと思った」と
言っておられましたが、間にあったのでずいぶん
と喜ばれました。
民博に誘っていただいたおかげで、私がこれま
でやってきたことにお墨付きをいただいたという
思いがあります。加藤は使える人間だと。
私は人生のなかで何度か、研究者としては近道
ではない道を歩んできました。ひとつは中学校に
行かず、職工学校に行ったことです。そのため上
智大学予科に行くには検定試験に受からなければ
なりませんでした。入学できたとき、
「ああ、こ
れで他の人と同じスタート台に立てた」と思いま

ミーの民族学研究所と民博が提携していたのです
が、そこで知り合った研究者がウズベキスタンと
関係が深かったこともあります。ウズベキスタン
は中央アジアでいちばん人口が多く、遺跡も多く、
いろいろな要素があって発掘をすることになりま
した。
一九八八年に奈良でおこなわれた「ならシルク
ロード博覧会」で、ソ連関係のもの、とくに仏教
関係のものの展示にかかわりました。そのために
ウズベキスタンの首都タシケントに行ったら、遺
跡から発掘されたばかりの仏教彫刻を見せられた
んです。これはすごい、ぜひ持ち帰りたいという
ことになって、すいすいと話が進んで、大型の仏
像などを展示することができました。
同じ年に、東京の創価大学からシルクロードに
関する講座を開講するので、こちらにこないかと
いう話がありました。同時に、その創価大学創立
二〇周年記念になにかよい事業はないかと相談さ
れました。それなら、ウズベキスタンの仏教遺跡
を発掘する調査団を組むのはどうだと提案をしま
した。こうして六年間、クシャン朝（一〜三世
紀）の仏教遺跡であるダルヴェルジンテパの発掘
に携わることになりました。
その大学を定年後、これからなにをしようかと
考えて、年金を貯めて、ウズベキスタンに毎年
一、二カ月きて発掘すれば楽しいんじゃないかと
思ったんですね。そこでダルヴェルジンテパの近
くに宿泊施設をつくることにしました。それが
「加藤の家」です。私の家内が出資してくれまし
た。彼女はじつは、私になかなか小遣いをくれな
いんですよ（笑）
。でも、家をつくろうと言った
ら、
「出しましょう」と言ってくれました。
一九九八年三月から、
「加藤の家」でダルヴェ

した。民博に入れたときも、ほかの人が東大出身
であろうと京大出身であろうと、私も同じ土俵に
立てたんだと思いました。
先 生 が 収 集 さ れ た 資 料 を 探 し て み る と、
――
二八〇〇点あまりあります。収集の際の苦労話な
どはありますか。
中央アジアで収集したものは移送しやすい衣類
が多かったのですが、大きなテントや馬車なども
収集しました。馬車はパーツごとに分解して、そ
れぞれに袋に入れ、縫いとめました。それを飛行
機に載せ、モスクワ空港に着いたときには、もう
夜も遅くなっていました。保管してもらうところ
もないから、空港のなかの閉めかけの店に持って
いって、
「すみませんが明日の朝まで預かってく
れませんか」とお願いして、なんとか店の前に置
かせてもらうことになりました。
いまでも心残りは、門扉を収集できなかったこ
とです。中央アジアには門扉を大事にする習慣が
あるんです。桑の木かなにかでつくられていて、
幾何学的な彫刻が施してあるものです。いいもの
を見つけたので買おうとしたら、じつはその家は
病気で寝ているおばあさん一人で、近所の人が面
倒を見ているんですね。近所の人がなんでも売っ
たほうがいいので持っていけと言うんだけど、い
くらなんでも病気で寝ているおばあさんの家の門
扉をはずして持っていくことはできませんでした。
いまだに門扉を収集したいという気持ちは残っ
ています。私が飛行機で運びますので買い取って
ほしいと、民博に頼みたいんだけど（笑）
。
資料収集も現地の人の助けがあってできたこと
ですね。男であれ女であれ、人間関係が大事であ
ると痛感しました。私は人間が好きなんです。と
りわけ女性が好きなんです（笑）
。というのも、
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自分にできることはなにか
――現在も続けておられる発掘や考古学への関心
はいつごろもたれたのでしょうか。
考古学への関心は民博を定年になってからです。
これまでずいぶんと書籍を翻訳していくうちに、
私自身も新しいことをしたいという気になりまし
た。考古学は、発掘品の研究もありますが、掘り
出すだけでも十分新しいことができると思ったの
です。発掘の労をいとわないことと、現地の人と
のつながり、そしてわずかなお金があれば可能で
はないか。考古学や仏教の知識に足りない部分が
あるなら、そこは専門家にみてもらうとして、ほ
かの人ができないことをしたいと思い、発掘にた
どり着きました。
それまでやっていた翻訳も価値のあることだと
思っています。翻訳とは、橋を架ける仕事だと思

中央・北アジア展示にあるウズベキスタンで収集した二輪の馬車

梅棹忠夫初代館長（左端）とともにモンゴルで調査する加藤名誉教授（右端）。
〈カ
ラコルム、1982年 提供・庄司博史〉

ルジンテパを発掘するつもりでいました。そんな
とき、知り合いのウズベク人の考古学者から、
「あなたはカラテパという大規模な仏教遺跡に関
心をもっていたけど、いまでもやる気があるなら、
ダルヴェルジンテパをやめてカラテパを発掘して
はどうか」と連絡がきました。カラテパはアフガ
ニスタンの国境近く、テルメズという町の近郊に
ある、中央アジアの歴史においてとても重要な仏
教遺跡です。憧れはありましたが私には身にあま
ることだと思いました。

生きている限り続く
発掘作業
ダルヴェルジンテパとカラテパは発掘の環境が
ぜんぜん違うんです。ダルヴェルジンテパは、遺
跡の上に一〇〇〇年にもわたる層位が積もってい
て、仏教遺跡にたどりつくにはその層を取り除か
ねばなりません。しかもただ除けばよいというわ
けではなくて、なにかを発掘できたら報告しなけ
ればならないんです。たいへんな手間がかかりま
す。土壌も粘土質で固いのです。
ところがカラテパには仏教遺跡だけが残ってい
て、仏教以前にも、それ以後もなにもありません。

ら強いかたちであったのだと。そ
の象徴としてアイハヌムと名付け
たんです。音の響きもいいし、豊饒
の女神の加護を受けられると思っ
て（笑）
。
『アイハヌム』は、今年一一
月に財団法人関科学技術振興記念
財団からパピルス賞をいただくこ
とになりました。
中央アジアはシルクロードも
――
あって、いろんな民族の往来がある
地域ですね。
世界史的にみると、まず西から
ギリシャ人がやってきました。次
に南から仏教とともにインド人が
入ってくる。ギリシャ人はそうと
うな数がきていたと思うけど、イ
ンド人と溶け込んでしまったわけ
です。そのあとはアラブ人が入ってきてイスラー
ムがもたらされました。そして、次は東からトル
コ（テュルク）人やモンゴル人が数波にわたって
大量に入ってきます。一九世紀になると、西から
ロシア人がやってきます。
もともとこの地にはタジク人の祖先であるイラ
ン系の人びとが住んでいましたが、同化されたり、
山へ追いやられたりしたといいます。タジク人の
なかにはいまでも、
「ウズベク人をはじめとする
トルコ系民族や
モンゴル人が外
からやってきた
おかげで、俺た
ちはこうして山
に追いやられて
いるんだ」と主

しかも砂地だから掘りやすいのです。やっぱり一
年だけでもやってみようと思って発掘をはじめた
ら、三日目で大きな仏塔（ストゥーパ）の頭の部
分が出てきました。これは大きな発見ができるか
もしれないと思いました。
発掘作業を継続するために、奈良の薬師寺が事
務局になり後援会をつくっていただきました。発
掘をはじめて今年で一一年目になりますが、その
おかげです。春と秋、年に二回発掘に行っていま
す。大学などで科研費をもらっても、三年か四年
で終わってしまいます。でもこれはまだ続けられ
ます。生きている限り続くんです。人の縁という
のはすごいです。私はこれまで、人の縁に恵まれ
てきたと思います。
―― ウズベキスタンの遺跡は、ソ連時代は発掘は
おこなわれていなかったんですか。
ソ連時代のほうが熱心でした。マルクス主義の
影響です。マルクス主義の考え方では、初めに原
始時代があって、奴隷制、封建制、資本主義に発
展してきたとされています。仏教時代は奴隷制に
あたるので、その証拠を見つけるために熱心に遺
跡発掘をおこなったんです。
カラテパは広い遺跡ですので、ソ連時代にも発
掘がおこなわれていましたが、私はその部分は置
いておいて、手つかずのところから発掘をはじめ
ました。ほかにもいまでも手つかずになっている
遺跡がたくさんあります。ソ連が解体してからは、
ウズベキスタン政府としてはお金を出せないので、
あまり熱心ではありません。外国人の出資による
発掘はソ連崩壊前でしたが、私が最初でした。そ
の後、ドイツやイタリア、フランス、アメリカも
入ってきました。私のほかにも若い日本人たちが、
別の遺跡を発掘しています。

張している人がいます。文化的にも、ウズベク人
に奪われたと言わんばかりのことを言っていて、
仲が悪いんです。

民族、
国家を越えて結ばれる
世界
でも、いまさらそんなこと言っても、なにもは
じまりません。ウズベク人とおおいにわたりあっ
て、彼らと力をあわせるほうが、みんなの生活も
良くなると思います。でも、タジキスタン政府の
政策はそうではなく、ようするに、俺たちはアー
リア系で偉大だと幻想をいだかせるようなやり方
です。為政者が民族を統一するにはそういう方法
しかないのかもしれません。
ウズベク人の学者のなかには、トルコ系の民族
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民族と文化の交流の地
だからこそ……
カラテパの大仏塔の西側一帯は、まったく手つ
かずの状態においてあるんですよ。ここはいろい
ろおもしろいものが発見できる可能性があるんで
すが、一緒に発掘している人に、
「今度はあそこ
を掘ろうよ」と言っても、
「いや、次の世代のた
めに残しておいてもいいんじゃないか」と言うの
です。思うに、私も歳だし、私が死んだときに、
ほかの人への目玉としてとっておこうとしている
んじゃないかと（笑）
。ところが、おっとどっこ
いまだ元気ですし、来年からやろうよと言ってみ
たら、やりましょうと言っていました。向こうも
あきらめたみたいです。
二〇〇一年から毎年、
『アイハヌム』という雑
――
誌を個人で刊行されています。タイトルのいわれ
を教えてください。
アイハヌムはテュルク語で、月を表すアイと女
性の尊称ハヌムをつないだ言葉で、
「月の令婦人」
とか「月姫」という意味になります。紀元前四世
紀に中央アジアにアレキサンダー大王が遠征して
きて、そのあと入ってきたギリシャ人たちがグレ
コ・バクトリア王国をつくり、ヘレニズム文化が
花開きます。その時代に、パミールの西、現在の
アフガニスタンとタジキスタンの国境近くに、ギ
リシャのポリス（都市国家）そっくりの都市がつ
くられました。それがアイハヌムです。円形劇場
など、ギリシャ的なものがすべて揃っていました。
ギリシャ人は、そんなところまで入ってきてい
たんですね。そういうものの影響があって今日の
中央アジアがあるわけで、文明の交流は遠い昔か

が何千年も前からこの地にいたと
書いている人もいます。それはタ
ジクに対抗するために書いたんで
しょう。けど、その方向じゃだめ
なんですよね、どっちが古いかを
競うなんて。
過去のことにとらわれず、事実
――
は事実で、民族が混ざり合ったこと
をプラスに転じればいいですね。
物事にはすべてに裏表がありま
す。マイナスに見れば、全部マイ
ナスに見えてきます。中央アジア
のそれぞれの民族がみんな独立し
てもあまり意味はないし、一握り
の人しかいい思いをしないのでは
ないでしょうか。
江上波夫先生（故人・考古学者）
が、
「いつか国家がなくなる日がくるのが待ち遠
しい」と言っておられました。国家は民族とも強
く結びついていますが、民族の独立意識が強すぎ
ることがいろいろな問題の原因のひとつだと思い
ます。
善かれ悪しかれＥＵという国家を越えて結びつ
く試みもあります。アジアにしても、台湾、韓国、
日本、インドネシアなど、強い独立意識だけでは
経済的に繁栄するのは難しいと思うのですよ。経
済的に互いが結びついていかなければならない。
そのためにも、政治的には緩やかな関係を結ばな
ければならないと思います。日本も一億の人口を
もって生活を守るには、ほかの国ともっと仲良く
しなければならないと、私は思います。
ますますお元気な加藤先生に力を分けていた
――
だいた思いです。ありがとうございました。

カラテパ遺跡の最初の発掘で発見したストゥーパ（仏塔）の基壇部分〈2008年〉
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ダルヴェルジンテパに自費で建設した「加藤の家」

