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日本の山登りの魅力は？

●

小林トム
ベルナール・ランギリエ
セバスティエン・ヴェーロ

による鼎談
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日本は人口が多く都市のイメージが強いため、富士山以外の山や原生林を
すべてビルや遊園地で埋め尽くしていると信じている外国人も少なくありません。
特にアルプスの高峰を除いて開墾してしまったヨーロッパの人々には、
海岸線のわずかな土地に家々を建てるだけということは信じられないことのようなのです。
そこで山登りが大好きという東京に住む外国人 3 名に、国土の66％が森林という
日本の山登りの楽しさと印象を話してもらいました。
撮影／内藤サトル

ベルナール : 実はベルギーでは登山を

に歩いているんだ。信じられないよ！

やったことがなかった。来日後に日本

セバスティエン : そう。そして山の静

語の先生に山登りに誘われたことがき

JQR: なぜ山登りに、そんなにはまる

けさが好き。

っかけ。それからはまって、最近は月

んですか？

トム : 僕はスリルのためではない。そ

に 2 回は登っている。冬はスノーシ

のような静けさや穏やかさに包まれる

ューやクロスカントリーが楽しいね。

セバスティエン : 僕はきつい目標を設

ために山へ行くんだ。今は幼い子ども

トム : 僕はイギリスでよく山登りに行

定するのが好き。普通は一週間ほど休

がいるので寝泊まりの登山に行けなく

った。オーストラリアやニュージーラ

暇を取って北アルプスへ行く。北穂高

なった。なので、もっぱら日帰りのル

ンドに住んでいた時も欠かさなかった。

から槍ヶ岳へアプローチするのが特に

ートを一人で行くんだ。そうしたら、

ニュージーランドの山は世界で一番素

好きなんだ。通常２日かかる道を１日

何ものにも邪魔されない開放感がたま

晴らしい。

でやる。自分と勝負している感じ。バ

らなくって。息子は４歳になったので、

ベルナール : あそこは素晴らしいね！

ケーションなのに平日より疲れるんだ！

そろそろ簡単なコースに連れて行こう

トム : そう、信じられないほど。

全員 :（笑）

と。今度ミニ登山に連れて行くのが楽

セバスティエン : カナダではホワイト

セバスティエン : 写真を撮るのは好き

しみ。でも実のところ、もうスリルを

ウオーター・カヤックをやっていた。

だけど、何より好きなのはレースだ。

求める年を超えた感じがする。

山へ行って好きな川を選ぶだけ。簡単

自転車と同じように、ゆっくり走るこ

全員 :（笑）

でしょ。日本では無理なので登山に変

とができずに、
いつもレースしている。

ベルナール : 僕は美しい景色を求めて

えた。カヤックは持って行かない。

バスの隣に入るとバスより早く走る！

山登りをしている。必ず重いカメラを

山の場合は最も急な道を行き、最も

背負って行くので、特に冬は早く歩け

全員 :（ 笑 ）
セバスティエン : 今は、山を下りるの
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トム : プッシュしてるね！
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高い頂を目指す。

ない。美しい風景に巡り会いたいとい

小林トム
日本で生まれて間もなくイギリスへ移住。
10 年前に再び日本に戻って来た。登山は都
会の雑踏からエスケープするいい機会となっ
ていたが、子どもが生まれてからは日帰り登
山で我慢。

ベルナール・ランギリエ
ベルギーで生まれ育ち 14 年前に来日。ソフ
トウェア会社に勤めつつ、Nikon サロンで個
展を開くなど、山岳カメラマンとして活躍。
来日前は山登りの経験なし。

セバスティエン・ヴェーロ
プログラマーとして東京在住８年のカナダ人。
残念ながら近々帰国する予定。日本の山は混
み合う街とは別世界の素晴らしい場所。登る
度にふるさとを思い出したという。
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トム : 富士山は基盤があまり良くない。

て悩んで。

トム : 僕は小さい頃、山梨県の山奥の

比べると、まるで自然のままだって。

石と砂だらけだ。でも景色は他にない

全員 : うわーっ !

村にいたので、イギリスのどこよりも

カナダとは違うかもしれないけれど。

ほど素晴らしい。

トム : その時はなんとか上まで登れて。

高い場所に素敵な山があることを知っ

セバスティエン : それは凄い！

下へ降りてから、村のおじさん達と一

ていた。

トム : ニュージーランドと似てるね。

緒に飲んで超酔っぱらった！

セバスティエン : 日本に来る時に飛行

特にサースアイランド。確かに自然が

全員 :（笑）

機から眺めると、海沿いの街が連なる

守られているという感じがする。

JQR: 道に迷ったことはありますか？
ベルナール : たいしたことはなかった

山々にブロックされるように、どこま

けど数時間迷った。雲の中で、雪も降

JQR: 初めて日本の山を歩いた時、豊か

でも伸びていることが分かるよ。

JQR: ニュージーランドと日本は同

って、右も左も分からない状態だった

な自然に守られていることに驚きは？

ベルナール : フランスアルプスのガイ

じような島国ですね。

から、かなりビビった。

ドになった友人の卒論のテーマは、日

セバスティエン : 一番怖かったのは初

ベルナール : そうだね。日本は山が多

本とフランスの山の比較調査。フラン

トム : そう。僕が登山した国の中では

めて槍ヶ岳に行ったとき。台風がきて

いとは知っていたけど、街のイメージ

スの山は数百年前から牧場などに完全

この二つはとても良く似ている。どち

雨がいきなり雪になった。装備がなく、

が強かったので、山も同じだと思って

に開墾されてしまったけれど、日本で

らも山の中は別世界。街から遠く遠く

登山道のサインが雪に隠れていて、そ

いた。でも、日本のほとんどの山は、

は沿岸沿いの居住地域を除いて、ほと

離れているって感じ。いつまでもその

の時に恐怖を感じた。友人はパニック

そうでないことを知ってびっくりした。

んどが手付かず。日本はヨーロッパに

環境が守られるといいね。

になって、水や重たいものをどんどん
photo by Bernard

う気持ちで山を登っているんだ。時々

た。槍ヶ岳の手前を右へ行ったんだけ

奥多摩の日帰りコースにコンパクトカ

ど、とてもよかった。

メラという軽装で行くんだけれど、必

トム : 僕は日本に来て初めて登った山

ず美しい風景に出会ってしまい、三脚

が富士山だった。だから一番印象に残

を持ってくれば良かったと後悔する。

っている。夜に登って日の出の直前に
着いて、混んでいたけど ･･････ 素晴

JQR: 皆さんのベストスポットは？

らしかった！ 日本の最高ポイントに
立っていた。自分よりすべてが下に見

ベルナール : 北岳！ 槍ヶ岳も素敵で

捨て始めて ･･････。僕たちの後に登
っていた二人が遭難して亡くなった。
ベルナール : それは覚えてる。僕もそ
の時に山にいたよ！
トム : 僕は迷子になったことはないけ
ど、ギリシャで簡単に登れるとロック
クライミングに挑戦した時、途中で動
けなくなったんだ。そこで 20 分も「僕
はどうすればいいんだ？？？」と考え

えた！

何回か行ったことがあるけれど、やは
り毎年北岳に行く！ 9 月がベストシ

JQR: 登りにくかったのでは？

ーズン。雲海から突き出す富士山の素
晴らしい景色。行くと毎回息をのむほ

トム : 今登ったら大変だと思うよ
（笑）
。

ど素晴らしい風景に出会える。

でもその時はそんなに難しいと感じな

トム : そう、ぜひ行ってみたいね！

かった。降りる時にずっと走って。翌

ベルナール : スタートは1500mから。

日は膝がやられて全然歩けなくなって

山小屋は 3000m にあるので、かなり

た。

タフな山だ。登り切る頃はかなり疲れ

ベルナール : お～ !

るけど、それも楽しい。
セバスティエン : 僕はどこかへ行こう

お気に入りの山登りグッズ
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トム／日帰り登山ガイドブック

セバスティエン／スイス・アーミー・ナイフ

ベルナール／ GPS

「日本に来て２年経った頃に買った本。
当時は仕事で忙しくて泊まりがけの山登
りに行けなかったので、この本はぴった
りだった。30 コース以上案内していて
地図もあるし、方向の説明もしっかりし
てる。本当に使いやすい」

「小さい頃からずっと持ち歩いている。
僕の昔の遊び場は森で、北方向に歩いた
ら北極にたどり着くような環境だった。
日本の山で道に迷ったら、真っすぐ歩い
たらいつか街に着くだろうけど、そんな
時にこのナイフが僕を守ってくれる！」

「僕はコンパスだけで皆を人間の街まで
連れて行ける自信がないので、必ずこの
GPS を持って行く。夏場は山道を歩け
ば問題ないけど、雪の上を行く冬場はと
ても迷い易い。道が雪に覆われ気候も不
安定だ。GPS は僕のまさに保険」

山登りは
スリリング

何ものにも
邪魔されないよね

景色が
壮大！
！

としても、結局北アルプスに戻る。槍
はん

ヶ岳への登攀ルートは大きなキレット
もあって最高。アルピニストレベルの
スキルが必要なコース。行けども行け
ども、永遠に山が並んでいる。もっと
時間があれば次の山に行けたのにと、
いつも思う。
ベルナール : 立山まで行ったことは？
セバスティエン : 残念ながらないね。
ベルナール : 僕は 2 年前の９月に行っ
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