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雲南懇話会10年の歩みと「第30回記念特別講演会」

安仁屋政武 1），2）・前田栄三 2）

1）筑波大学名誉教授
2）京都大学学士山岳会
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10周年・第30回記念特別講演会—アフリカ
地域特集
　雲南懇話会は 2014年に創立 10周年を迎えるこ
とになり、講演会も 30回を数える節目となるの
で、特別講演会を企画することにした。いろいろ
なテーマを考えた結果、アフリカ地域特集とする
ことにした。アフリカは人類発祥の地であるし、
日本の研究者達が多岐にわたる分野で著しい学術
的成果をあげている地域でもある。そして、恒例
の山の話題としてアフリカの 5千メートル峰を取
り上げた。氷河を抱く 3座である。

　8月 16日（土）に東京市ヶ谷の JICA研究所国
際会議場で、10周年・第 30回記念特別懇話会を
アフリカ地域特集として開催した。演題は以下の
通りである。

（1） 「アフリカの 5千メートル峰に登る」
 −氷河を抱く山々−

・ キリマンジャロ山（5895 m）、ケニア山（5199 m）
 筑波大学名誉教授、AACK 安仁屋政武
・ ルウェンゾリ山（5109 m、Mt. Rwenzori） 
 AACK 栗本俊和

（2） 「野生チンパンジーの世界」−マハレ山塊国
立公園（タンザニア）の事例より−

 京都大学野生動物研究センター研究員
 伊藤詞子 

（3）「アフリカの自然と近年の環境変化」
 −ケニア山、キリマンジャロ、ナミブ砂漠−
 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研
究科准教授 水野一晴

（4）「アフリカ狩猟採集民ブッシュマンの昔と今」
−半世紀の記録−

 京都大学名誉教授、AACK 田中二郎

　お盆休み真っ只中という時期にも拘わらず、ほ
ぼ 100名の参加者を得て盛会裡に終えた。当日の
講演会の様子・雰囲気を写真 1 − 6に示す（写真
1,2,5,6；宮坂実撮影、写真 3,4；上久保達夫撮影）。

沿　革
　雲南懇話会は、2004年 1月、AACK関東会恒
例の新年会で挨拶に立った松浦祥次郎会員の提案
された一つのことがきっかけとなり、関東会有志
が中心となって同年 12月に発足したものである。
　一つの提案とは、「小林尚礼君の梅里雪山地域
での活動で創り上げられつつあるものを核とし
て、我々の、或いは AACKの、新しい活動の地
平を拓こうではありませんか」1）と言うものであっ
た。
　その年の 8月頃から前田栄三が中心となって会
の目的、対象地域、名称、内容、実施時期、組織・
運営体制、資金など具体的な準備を始め、2004
年 12月 21日付文書で、AACK木村雅昭会長にそ
の発足を報告し、具体的な活動が開始された。
　報告の前文として、「この度、（社）京都大学学

　関東で活動している雲南懇話会は、京都大学学士山岳会（AACK）会員と笹ヶ峰会会員が中心となっ
て 2004年 12月に発足し、2014年に 10周年を迎えた。この節目の活動として 8月 16日にアフリカ
を対象として第 30回記念講演会を開催した。その内容と、懇話会発足の経緯並びに 10年の歩みを紹
介した。さらに 10年間の 143に及ぶ講演の内容を、講演者の所属や国 /地域 /文化圏などで分類した。
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写真1　会場の風景ー「JICA研究所国際会議場」。100
人余をゆったりと収容できる素晴らしい施設。

写真2　会場を後方から見たところ。

写真3　講演する伊藤詞子氏と講演風景

写真4　講演する水野一晴氏と講演風景

写真5　講演する田中二郎氏。

写真6　講演後の茶話会の風景。このようにインフォー
マルな雰囲気で講演者と聴衆の交流を図ってい
る。毎回6−70人が参加している。
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士山岳会（以下「AACK」という。）及び京都大
学山岳部出身者連絡会（以下「笹ヶ峰会」という。）
の会員で、特に昭和 30 ～ 40年代に山岳部で活躍
し関東地区に在住している会員有志が、小林尚札
会員の多年に亘る梅里雪山を中心とする地域に密
着した活動を踏まえ、「雲南・チベット地域の総
合的な研究をやろうではないか ･･･」ということ
で、下記のとおり AACK関東会の後援を得て「雲
南懇話会」を発足することと致しました。」、との
記載がある。

報告した主要な事項は以下のとおり。
1． AACKの、梅里雪山を中心とする地域に密着
した長年の活動を踏まえ、「山、探検、麓に住
む人々の生活・風景・価値観等など」に関心
を持つ一般社会人・学生院生の参加を得て、「学
術的諸情報を含む各種情報の交換、人的交流」
を行う。そして現地で行う「Field Work」と合
わせ、当該「雲南・チベット地域の総合的な
研究」を進める。

2． この「地域研究」は、国内での座学と現地で
行う「Field Work」から構成される。

3． 会の名称は、雲南懇話会（英文名：Yunnan 
Forum）という。

4． 組織：代　表：安仁屋政武、代表代行：出雲
路敬明、吉越亘、幸島司郎　他 1名

 幹　事：前田栄三、芝田正樹、宮坂実、小林
尚札、他 AACK内外から若干名

 発起人：松浦祥次郞、沖津文雄、谷口朗、野
村高史、伊藤寿男　他 14名

5． 運営資金：原則として、懇話会参加費用（Field 
Work参加費用の一部を含む）と AACK事業
費（新年度以降、約 10万円程度要請したい）
で賄う。

以下省略。

　そして、第1回の懇話会は2005年3月26日（土）、
東京神田の学士会館で約 100名の参加を得て開催
された。
内容は、

（1）「開会の挨拶」  AACK　　　松浦祥次郞
（2）「雲南への道」  同　　　田中昌二郎
（3）「聖山（梅里雪山）の麓の暮し」
 同　　　　小林尚札

（4）「雲南の山の植物」
 同　　　並河　治

（5）「‘山を考える’−今、考えること−」
 同　　　本多勝一

（6）「ラオスの林業事情、山岳民族など」
 JICA　　　渋谷幸弘

（7）「雲南の学術調査−地学的視点から−」  
 AACK　　　安仁屋政武

（8）「総括的懇談・意見交換」＆「茶話会」
 司会・進行：
 AACK　　　前田栄三、宮坂実

　運営資金は AACKから若干の援助があるもの
の、基本的には講演会の参加費で賄っているので、
会場の選定には苦労した。幸いにも 2005年 11月

（第 2回雲南懇話会）以降、宮坂実 AACK会員の
尽力で JICA研究所施設（東京市ヶ谷、旧国際協
力総合研修所）の使用が可能となり、遠方から講
師を招聘することが可能となった。

　新たな組織をスタートさせるには必ずコアーと
なる人間と資金が必要である。雲南懇話会の場合、
きっかけを考えたら京大山岳部関係者が設立の中
心となったのは必然であった。現役時代に「水曜
会（全ての山行の検討会）」を共有した間柄であれ
ば勿論、多少なりとも新年会等で顔を合わせてい
るのでお互いをある程度知っているし、或いは直
接知らなくても‘同じ釜の飯’を食ったという同
胞感がある。講演者も最初の頃は身内あるいはそ
れに近い人達にお願いした。従って、最初のころ
の講演では、盛んに三高だとか京大山岳部・AACK
では云々という表現が出たのは当然といえば当然
だったかもしれない。しかし、私は会を長続きさ
せるためには、経験上、極力京大山岳部・AACK
カラーを消していくことが肝要、と強調した。こ
れは、京大とは直接関係無い人が‘所詮同じ釜の
飯を食った京大の仲間内の集まりだ’と感じると、
来なくなるからである。参加者がバックグラウン
ドに関わらず‘自分も組織の一員だ’‘来てために
なる。おもしろい。新しい人と面識ができる’と
感じるような雰囲気でなければ、リピートしない。
実際、数年前に、メイルで‘京大の同窓会ではな
いか。不愉快な思いをした’と、もろに言われた
ことがある。その人は 2度と来ていない。
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　最近は、参加者を見ると、幸いにもこのような
ことは無いと思う。京大とは直接関係のない常連
が大勢いるのが嬉しいし心強い。講演者も人脈・
つての広がりから、様々な出身・専門分野・調査
研究地域の学識経験者、ユニークな山・探検の経
験者など、実にバラエティに富んでおり、雲南懇
話会の面目躍如である。地域も当初の雲南中心の
東南アジア・東アジア、ヒンドゥ－クシュ・カラ
コルム＆ヒマラヤ地域、そしてチベット高原から、
南極・北極・中央アジア・中近東・アフリカを含
むまで広がった。一般向けの幅広い高度な学術講
演とユニークな山・探検・旅の話が同時に聞ける
のは雲南懇話会だけであろうと、些か自負してい
る。もちろん、こうは言っても、組織・運営の底
流には広い意味での京大山岳部関係者の惜しまぬ
努力・協力があるのは当然であるし、AACKから
の助成金は会の運営の安定に大きく寄与している
ことは言うまでもない。
　始めた時は、10年は持たせようと頑張った。
そして今回 10年目の節目を迎えた。今後の課題
は、これからの 5年、10年先を見据えたとき、
どのような組織にしてどのような内容で運営を
計っていくか、であろう。
　雲南懇話会は多くのボランティアによって支え
られている。その中でも代表幹事の前田栄三は幅
広い人脈と‘つて’で様々な講演者を招いている。
高度な技術、多大な労力を必要とする HPの作成・
維持・管理、及びML管理は、前田浩之が担当し
ている。その他、懇話会毎の受付、会計、会場運
営、プレゼン支援、茶話会の運営など、芝田正樹、
山岸久雄、岩脇康一、近藤摂子、遠藤州らを始め
として、多くの役割を担う「有意の人」がいなけ
れば会の運営は成り立たない。
　10年間の活動の詳細に興味のある方は、雲南
懇話会 HP（http://www.yunnan-k.jp）でご覧いただ
きたい。各回の講演題目、講演者、講演内容等の
詳しい情報が掲載されている。

雲南懇話会活動概況
・ 雲南懇話会は、2014年 8月開催を以って、延
べ 30回の開催となった。

・ Field Workは、延べ 9回実施した。その内の 4
回（2008年～ 2011年）は、雲南大学民族研究
院教授を案内者として実施した。

・ タイ文化圏 Study Tourは、延べ 3回実施した。
・ 雲南懇話会ホームページを公開している。
・ 雲南懇話会ML登録者数は 350名、発信回数は
延べ 850回となっている。

・ ヒマラヤ学誌へは、第 8号に初めて寄稿して以
来、第 15号まで、累計 37編を寄稿した。

雲南懇話会での講演内容の概要（第1回か
ら第30回雲南懇話会まで）
・ 演題の件数：143件
・ 講師の員数：延べ 144名。重複を除くと 109名、

内、AACK・笹ヶ峰会員 35名、非
会員 74名。

最多の講演回数は、小林尚礼氏の（カワカブ会代
表、写真家）13回。

・ 国 /地域 /文化圏別演題数（143件の内訳）
・ 雲南省（26）・貴州省（1）・四川省（2）・チベッ
ト自治区（6）：計 35件

・ 新疆ウイグル自治区（6）・内モンゴル自治区
（2）・モンゴル国（3）・中央アジア（4）・イ
ラン（2）：計 17件

・ タイ文化圏（インド北東部、ミャンマー北部
～北東部、タイ北部、ラオス北部、ベトナム
北西部、雲南省西南部～南部、（紅河以南の
地域））：計 28件

・ ブータン・ネパール・パキスタン・インド・
チベット高原南部（ヒンドゥ－クシュ・カラ
コルム～ヒマラヤ高峰登山、氷河）：計 33件

・ 極地（南極 2・北極 2・両極 1）：計 5件
・ アフリカ地域：9件
・ その他：16件（16件の内容は以下のとおり）

日本の山と氷河（剱沢幻視考、サバ
イバル登山等）4件、シルクロード（西
安からサマルカンド）、日本人とチ
ベット（河口慧海の足跡）、中国少
数民族の自治と慣習法、お茶－起源・
歴史等あれこれ話（日本と中国）、
魚附林の地球環境－親潮、オホーツ
ク海を育むアムール河、富士山から
見た世界の大気、地球温暖化でアジ
アの雨と雪はどう変わるか、黄河断
流、氷河生態系と地球環境、雪氷圏
の変動を追う。
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雲南懇話会の管理運営について（参考）
　雲南懇話会発足後 2年を経過した 2007年初頭、
人格なき社団として、2007年 1月 31日付「雲南
懇話会規約」（以下「本規約」という。）の成案を
得、2006年 10月 1日に遡り発効され、今日に至っ
ている。本規約発効後の幹事会・監査会等で決定
した事項については、加筆訂正等の経緯を含め日
時・決議内容・出席者名を時系列的に本規約末尾
に記載し、記録している。
　2014年 11月、雲南懇話会は（独）国際協力機
構 国際協力人材センターの運営する「PARTNER」

（国際協力キャリアー総合情報サイト）に、国際
協力団体として登録された。

 以上

謝辞
　31回を数える雲南懇話会で講演いただいた全
ての講師の皆さま、ヒマラヤ学誌に寄稿いただい
た全ての皆さまに厚く御礼申し上げる。
　長年に亘り監査の労を執っていただいた川畑直
美氏、業務全般を支援いただいている古瀬駿介氏

（弁護士）、企画の面では特に秋畑進氏、上久保達
夫氏、片岡泰彦氏のご尽力に感謝を申し上げる。
　雲南省での 4回に亘るフィールドワークを踏ま
え、中国法制研究会 2）、その終了後は中国近現代
史研究会を主宰し、自主的に勉強会を継続してい
る岡邦俊氏（弁護士）、コアメンバ－神山巍氏に
も感謝を申し上げたい。
　雲南懇話会は、皆さまの参加費で運営されてい
ます。多くの皆様のご参加に感謝し、今後とも引
き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

註
1） AACK Newsletter, March 2005, No. 34, p. 6.
2） ヒマラヤ学誌第 14号　p255 - p263
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Summary

The 10th-Year Anniversary of the Yunnan Forum and the 30th 
Anniversary Forum

Masamu Aniya1), 2) and Eizo Maeda2)

1) Professor Emeritus, University of Tsukuba

2) Academic Alpine Club of Kyoto

    The Yunnan Forum was founded in 2004 by the members of the Academic Alpine Club of Kyoto 

(AACK) and the Sasagamine Kai {group of those who were members of the Kyoto University Alpine 

Club (KUAC)}, as a means with which to promote learning of the area, exchange the ideas and introduce 

unique/rare climbing/exploring experiences in Yunnan Province, China, and vicinities such as Southeast 

Asia and Tibet. Since then, the area of the topics has expanded to the other regions of the Asia, the Arctic, 

the Antarctic and Africa.

    The Yunnan Forum is open to the general public and has been drawing the audience with a wide variety 

of backgrounds, by featuring talks/lectures by prominent/unique climbers/explorers, scholars and the 

learned people. The Forum is held normally three times a year, in March/April, June/July and December. 

Its principal venue is the JICA International Research Center in Ichigaya, Tokyo. The meeting is followed 

by a small get-together for informal discussion and chat, in which participants can meet friends and get 

acquainted with speakers and new people.

    Those who are interested in the detail of our activities during the past 10 years can visit our home page 

(http://www.yunnan-k.jp), where speakers, topics and their summaries of each forum, as well as other 

pertinent information are found, although in Japanese.

    On August 16, 2014, the Yunnan Forum held a special, the 30th anniversary forum, in which Africa 

was featured. The reasons we chose Africa were: (1) the origin place of the human spices; (2) the 

relatively unknown region to the Japanese; and (3) the Japanese scholars have been very active in high-

level researches on primates, native people, natural environment and others. The topics presented were: 

(1) Trekking and Investigation at Mt. Kilimanjaro and Mt. Kenya; (2) Trekking on Mt. Rwenzori; (3) 

The World of Wild Chimpanzees—Mahale National Park, Tanzania; (4) Nature of Africa and Recent 

Environmental Changes; and (5) Old Days and Today of the Bushmen, the African Hunting/Gathering 

People — 50-years of Observation.


