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京都に暮らす
歴史と静寂、
そして利便性

私たちは法然院の縁側に座って中庭を眺めている。
明るい秋の日差しと穏やかな風。まさに京都ならではのしつらえだ。
私たちが、少なくとも見かけは日本人ではないということを除けば……。
日本で暮らす外国人の大半が東京こそ自分たちの活動拠点だと考えているが、
世界中で京都以上の場所はないと思っている外国人も少なからずいる。
その理由を京都在住の外国人 3 人に聞いてみた。

Joel Stuart
Oussouby Sacko
Robert Yellin

鼎談

人による
国
外
住
在
本

日

乗れば街の端から端まで 20 分足らずで行く
ことができます。デパートもあればインター
JQR： たいていの外国人は東京を居住地に選

ネットもあり、国際的な暮らしにも不便しま

びますが、皆さんはなぜあえて京都に ?

せん。私たちだけ孤立するようなこともあり
ません。

京都に越すことに決めたのは、

日本人が、
「京都にはたくさん決

文化的な理由と仕事上の理由からです。私は

まりがあるし、京都人は近づきにくい」と言

野球カードのコレクターのようなもので、彼

うのをよく聞きます。でも私がとても面白い

らが野球選手全員のデータを事細かに知って

と思うのは、外国人にとっては決まりがある

いるように、私は陶磁器に関してあらゆるこ

方がむしろ住みやすいということです。京都

とを知っています。陶磁器はもともと九州か

の人たちは、外国人にあらゆる決まりや日本

ら名古屋までの西日本で作られました。日本

文化について進んで教えてくれます。他の地

六古窯と呼ばれる陶磁器の産地は西日本にあ

域から来た日本人は、ほとんどが敢えて尋ね

ります。京都から列車に乗ればわずか 1 時間で、

ようとはしませんね。自分で壁を作っている

信楽、丹波、越前、備前の窯元に行くことが

ようなものです。しかも京都の人たちは、相

できます。私が愛してやまない芸術に近いこと、

手が外国人であれば、決まりにはこだわらな

それだけで京都にいる意味があるのです。

い融通性も持ち合わせています。

私は都会が好きなので、東京や大阪

でも、その「距離」が私にはとても役

へ行くのも大好きです。でも京都にはどこか

に立っています。距離を置くか置かないかは、

田舎の風情が残っています。周りを山々に囲

その時の気持ち次第で選べます。 私は京都に

まれていますし、市街地の真ん中には鴨川が

あまりに長く住んでいるので、たまにアメリ

流れています。私は自然も大好きなので、京

カに帰ると、みんなが面と向かってあらゆる

都はジョギングや野鳥観察にもうってつけです。

事に自分の意見を言うので、
「なぜ僕が君の考

10 歳の頃、私はよく一人でニジマスを釣りに

えを聞かなければならないんだ？」と言いた

行きましたが京都でこうして伝統的な庭に座

くなりますよ。

っていると、あの頃の感覚を取り戻すことが

爆笑 !

できます。

滋賀県の田舎に住んでいる友達がい
京都が気に入っている理由は、こ

ます。彼も芸術家なのですが、そこでは、1

の都市が人の暮らしに適した大きさだからです。

Oussouby Sacko

Robert Yellin

日に 5 回は近所の人が来て、長椅子に腰を下

東京は距離が遠すぎたり、雑踏に邪魔された

マリ出身。6 年間中国で建築を学んだ後来日。京都で
研究を終えた後 1,2 年の実地研修を経て帰国する予
定であったが、それからすでに 21 年が経っている。

陶磁器美術研究者、米国ニュージャージー州出身で
1984 年に来日。陶磁器に関する書物を数冊執筆し、
日本の陶磁器に関する世界最大の英語によるデータベ
ースを作成。長年静岡に暮らしていたが、15 か月前
から京都に移り住む。

ろして、彼の絵について語り合うのです。彼

りして、思うように行動できないことがよく
あります。でも京都は東京とは違い、自転車

自身はそんな周囲の関心を好ましく思ってい
ますが、私だったら、人がそうしょっちゅう

で行くかバスで行くかを決めるのも簡単。京

訪ねてきたら、仕事が手につかないでしょう。

都の街はシンプルなのですぐに理解できるし、

京都では、私が仕事をしているときは誰も邪

思い通りに行動できます。歴史的な名所を見

魔しません。でも誰かに会いたいと思えばす

たければすぐ近くにあり、また現代的な場所

ぐに来てくれます。 私にとっては、そんなつ

に行きたければ、いたるところにおしゃれな

かず離れずの関係がちょうどよいのです。

カフェがあります。ネットワークを繋げるの

第二次世界大戦中に爆撃を免れ

がとても簡単なのです。

たことで、京都には他の都市には見られない

フィレンツェなどの歴史的都市と同
じように、京都は生きた美術館です。しかも、
今朝私がここへ来たときのように、自転車に
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Joel Stuart
画家、版画家、インストレーションアーティスト。米
国ワシントン州の出身で 26 年前に来日。京都は創作
活動に理想的な街だと感じている。
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最初にアジアからインスピレーションを得た

せん。
京都は古代

魅力があります。

と現代の建築とが一体

由です。京都に住むことは私たちにとって、

となった都市で、多く

より簡単で自然な選択だったと思います。

の問題と解決とが詰ま

Joel が言ったように、京都では

っています。京都は常

常に創造力の根源となる自然との触れ合いが

に多くのことを学べる

あり、インスピレーションを刺激されます。

場所です。 私は建築の

なんとなく眺めているだけでも、自

クラスを２つ教えてい

然から触発されたパターンに必ず気がつきます。

ま す が、1 つ は 京 都 の

屋根がわらも、歩道も、時には散ってゆくイ

建築についてです。 な

チョウの葉の超現代的な模様なども。自然は

ぜ私が教えるのか分か

いつでも身近にあって、さまざまに解釈され

りませんけれど……。

おっしゃる通りですが、田舎に

そこにあったものに出遭えるのです。京都の

京都では少しだけ時間をとることはいつでも

京都では、自然と人間の両方からの刺激を発

人が「戦争」というと、それは 1400 年代の応

可能です。たとえほんの 1 〜 2 時間でも。

見できるのです。

その通り。 マンハッタンから訪

合う生活を選んだ友人は、その生活様式に非

ねてきた友人は
「私は絶対京都には住めない！」

常に満足しています。あなたのように東京か

と言っていました。夜は静かで活気のない小

ら来た方には、京都はほとんど地方の田舎町

さな町だから！ まさにその通りです。

のように感じるのではありませんか？ つまり

確かに京都は魅力的で、歴史に富ん

大都市でありながら静寂がある、こ

私には、京都はその両方の最良の組み合わせ

だ街です。でもそれは、休暇でここに来ても

のバランスは創作活動にはもってこいの環境

なのです。 京都に住むことは車を運転するよ

探せるでしょう。日々京都に暮らすことは、

です。

うなものです。スピードを上げたければアク

皆さんの生活にどんな影響がありますか？

京都では確かに、東京より一人
ひとりの創造性を発揮できますね。

一生を休暇だと思えばいいんじ

らすこと、目を覚まして時計を見るのではなく、
夢の中でそのまま目を覚ますことも素敵では

皆さんは 3 人ともクリエイティブな

仕事をなさっています。それが京都の生活に
馴染めた理由だと思いますか？

それとも、

技術者や金融の仕事をしている人も、京都で
快適に暮らせると思いますか？
そうですね、私がかつて研究して

ありませんか ? 京都を歩き回ると数多くの興

いたのは建築工学でし

味深い文化を発見します。東京とは違い、お

た。ですから何が専門

気に入りのロックバンドの公演すべてを見る

かはさほど重要ではな

ことはできません。でもここには多くの伝統

いと思います。京都に

と文化があります。それらは永遠です。言う

いても東京と連絡はと

までもなく、レディー・ガガは 10 年も経て

れますから。

ば忘れられるでしょう。けど魅惑的な音楽

技術者は京都

の「雅楽」は、これから 1000 年の間ずっと

を第一の拠点には選ば

神社で演奏されますよ。

ないでしょう。例えば、

例えば松江のような魅力的で美

日本の何か特殊な物に

しい街は、日本中あちこちにあります。でも

興味があるとか、ここ

京都は、それらすべての都市を合わせたよう

で教える機会があれば

な場所です。しかもそのどこへも簡単に行く

別ですが。私たちが芸

ことができます。私は今ではもう車は使いま

術家や建築家として、
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若い頃はよく我が
それに京都はこれまでも常に前

家でパーティをし

京セラとか任天堂とか……。

セルを踏めばいいし、ゆっくりしたければい

こで私は次のパーティに彼を招待しました。

いただけで値段を高くしています。
うなずく

しかし後になってある人が私に、お隣さんは

繰り返しになりますが、誰もがそ

であってはなりません。誰も化石のような街

ただ苦情を言っていただけだと説明してくれ

の傾向に一役買っています。 メニューに「100

は望みません。常に創造し続けることが大切

ました。

年間同じ店の豆腐を使っています」と書くこ

伝統とは良いものですが、停滞

です。

「KY」という言葉を知ってますか ?
いいえ、どういう意味？

JQR： よく分かりました。皆さんの説明で、

「空気
（Kuuki）
が読めない
（Yomenai）」

とを誇りにしているレストランもあります。
それが他のどの豆腐よりも高くても！
たとえば「麩嘉」とか ?
その通り !

彼らとは友だちです

京都に暮らすことがいかに素晴らしいか納得

という意味で、周りで起きていることに鈍感

できました。でも何かマイナス面、暗い面も

な人を指しています。
「空気を読む」というの

が麩を売るだけでどうして金持ちになれるの

あるのでは？

は一般的な日本語の表現ですが、ここ京都で

かいつも驚きます（麩は小麦のグルテンから

は特に本当の意味を把握するのが難しいと思

作るパンのような食べ物）。

そうですね、観光シーズン真っ
盛りの混雑は相当なものです！ ある晩、散歩

でもただの麩じゃありません。

います！
その通り !

麩嘉（麩の名店）の麩ですから !

がてら一人で静かに秋の紅葉を眺めようとあ

もう一つの大きな傾向として、高

時々母国にしかない食べ物が食べた

るお寺に行きました。ところが境内はバスで

級イメージを保つためか、京都では何でも値

くてたまらないことがありますね。ナチュラ

やってきた大勢の観光客でごったがえしていて、

段がちょっと高めだと思います。どこにもあ

ルブレッドとか特別なチーズとか。でも実は、

まるで新宿駅の構内のようでしたよ！

りそう品物に「京都製」とか「京都風」とか書

京都になくてうれしいです。今はこんなに太

つでもブレーキを踏むことができます。
その通り !!

JQR：

もいいものですよ。 美しいものに囲まれて暮
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さっきも言いましたが、都会から離
れた土地に住み、隣人と長椅子に座って語り

ていますね。

す場合でも、秋葉原のように 1 つの地域に集

方と自分の仕事との間に違いがないというの

り ま す。 例 え ば、

ました。

したね」とにこにこしながら言うのです。 そ

以上の観光客が京都を訪れます。ですから、

朝目覚めたときに、自分の生き

からないことがあ

学が沢山あり、多くの思想家たちが京都にい

いぶんお楽しみで

絡を取るのはたやすいことではありませんね。

爆笑 !

う対応すべきか分

には非常に古い伝統がありますよ。学校や大

多くの先進的企業が京都で誕生しています！

け持つ人たちに連絡をとるのは簡単で、いつ

京都では、みんながゆったり暮らし

ま せ ん が、 時 々 ど

しかし、京都のカフェ中心の文化

で全国から学生が集まります。この講座を受

仁の乱のことを話しているのです。それに京

美徳には違いあり

JQR： ではなぜ田舎に住まないのですか ?

い発見があります。はるか遠い昔からずっと

ゃない？

改装されました。以前はありませんでした。

い で す ね。 そ れ は

隣の人が「昨夜はず

京の人たちはあまりに忙しくて、短時間で連

JQR：

多くの商店がカフェやブティックに

統的でありながら、同時に非常に前衛的です。

会がありません。日本の内外から年間 5 千万

せば必ず欲しいものが見つかります。

とか言うのは普通のことです。

たのですが、翌朝、

住んでいたら、この街に来る人々と接する機

中しているわけではありませんが、丹念に探

人はとても辛抱強

革新的な発展を遂げました。京都は非常に伝

でも学生のために時間を作ってくれます。 東

都は近代化も進んでいます。最新の機器を探

京都の

「何世代も前から同じ店をひいきにしている」

取り入れられています。

回って道に迷うと、そのたびに毎回何か新し

曲がりくねった狭い路地を歩き

爆笑 !!

年間同じ小さな店から豆腐を買っている」
とか、

衛的でした。 多くの文化的要素がここで生まれ、

爆笑 !
夏期講座には、北海道から沖縄ま

JQR： どんな魅力ですか ?

のは事実ですし、それが京都に落ち着いた理

存じのように、京都の人たちが「我が家は百

JQR： 京都は 20 年前と変わりましたか ?
京都はとても有機的な都市です。
絶えず内側から変化しています。単に外から
何かを取り入れるのではありません。人々は
「生
きている」歴史と直に触れ合っています。ご
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っているので。

伝統的な京都を見たければ、私なら
小さな画廊か静かな庭園や寺院に行きます。

爆笑 !
でも日本の食品も料理も大好きです

私はいつも前に進んでいますから。

でも 15 年ほど前のある経験から、名所旧跡
の見方が変わりました。友人が北海道へ越す

そうですね、
「故郷」という言葉は

私にとって京都の一番のマイナ

ことになり、もう一度有名な場所を見ておき

定義が難しいですね。 あなたが生まれた場所

スは、美味しい寿司が食べられないことかな !

たいと言いました。 そこで私たちは、観光客

も故郷だし、人生のほとんどの時間を過ごす

の一行が来る時間より早めに竜安寺に行き、

場所も故郷だといえるでしょう。 私は、京都

それぞれ縁側の両端に腰を下ろして写真を撮

に家をもち、家族も仕事もあります。 自分の

りました。やがて観光客を乗せた最初のバス

好きなことをしながら、とても快適に暮らし

かよく分かりました。 では皆さんにとって、

が到着したとき、私は「もう駄目だ」と思いま

ています。ということは、京都が私の故郷で

旅行ガイドブックには紹介されていない最高

した。でも石庭に集中していたら、自分が完

しょうか？

の場所、雑誌にも紹介したくない秘密の場所

全に周囲の騒音や人混みのことを忘れている

私は最近、講演のためにサンデ

はどこですか？

ことに気がつきました。ですから有名な寺院

ィエゴに行きました。でもそこはもう、私の

に行くことだってできますよ。ただ見るべき

知っている 70 年代のサンディエゴではあり

もの楽しむべきものだけに集中していれば、

ませんでした。

から、京都に住んでいて本当に幸せです。

酢でしめた秋刀魚寿司は最高ですよ！
JQR：

なるほど、京都がいかに素晴らしい

我が家が一番 !

何時間でもそこにいられます。まさに日本的

爆笑 !
というのも、私の家は古民家で

な経験です！

美しい庭があり、素晴らしい芸術作品が沢山

私はカフェで過ごす時間も好きで

飾ってあります。だから私はあまり外出しま

す。
「町家」のような古い一角にもあります。

せん。 でも小さな美術館も好きですよ。北村

京都のカフェはいつもとても静かで穏やかで、

とか野村とか。小さくて、たいていは茶道具

パリの騒々しいカフェとは違います！

を中心に展示しています。日本文化は茶道な

そうですね、友人に会いたいときは、

あるいは私の第二の故郷？

ることもありますよ、人と人の親密さとかね。
でもマリに戻って 1 週間もすると、もう沢山
って！
爆笑 !
そうですね、故郷というのはきわめ
て相対的なものです。私の妻はどこか別の国

繁華街のしゃれたパブに行って地ビールでも

に行って 2 〜 3 年住んでみたいと言います。

すべて茶道から生まれたものです。

飲みながら過ごします。 パブを中心に人の輪

でもきっと私の方が逆にカルチャーショック

が次々に広がっていきます。

を受けて、京都に戻りたいと思うことでしょう。

京都は山で囲まれています。小さ

JQR：

シュしたいときには散歩がてら山へ登りますが、

ていないのですか？

見できますよ。
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Nature is
omnipresent.

Kyoto is at
human
scale.

26 年も京都にいれば、ここがほとんど故郷の

はよく小さなお堂があります。私はリフレッ
とてもきれいで、興味深く、静かな場所を発

Life here is
like a
vacation!

分かります！ 時々母国が恋しくな

しには語れないでしょう。 醤油さしや箸置きも、

くてあまり知られていない山々です。頂上に
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どこかに「帰る」ことを考えたりはしません。

皆さんはもう故郷に帰ることは考え

ようなものです。

故郷というのは自分が住んでい
る場所です。だから今は京都が私の故郷です。
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