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ヒマラヤにおける環境問題

　加　藤　峰　夫

社会環境学専攻社会法講座

　　登山者やトレッカー等の‘‘訪問者，’の行為，活動がヒマラヤの山儘自然環境に与えている

影響の現状，それに関係するレクリェーション農的でのヒマラヤ地域の利用に関する規鰯，制

度と問題点。

　　国立公園等に代表される自然保護，保全地域内の自然環境が，その地域の自然環境を楽しむ為に，いわゆ

るレジャーやレクリエーション等の目的で訪れる“訪問者”の行為，活動，それに関連する観光業等の営利，

営業活動によって損なわれつつある。世界最大，最高の山岳自然地域であるヒマラヤにおいても，特に近年，

登山表やトレッカー（登頂を目的としない山岳旅行者）等の訪問者の行為，活動がこの地域の山岳自然環境に与

える影響が大きな問題になってきている。ヒマラヤにおけるこの問題の現状，それに関連する諸制度とその運

用，効果の実際を調査するため，1984年6月～8月に，インド，カシミール・ヒマラヤのピナクル・ピーク峰

（6，930m）（写真1）の登頂，滑降，ならびに山岳自然環境に人間の活動が与えている影響の調査を目的に組織さ

れ実行された，北海道大学山とスキーの会・山スキー部インド・ヒマラヤ遠征隊に隊長として参加した筆者は，

ピナクル・ピーク峰の属するインド，カシミール・ヒマラヤ，ヌン・クン山群において，登山者やトレッカー

等の訪問者の行為，活動が周囲の山岳自然環境に与えている影響の調査を行い，あわせて，イγド・ヒマラヤ

地域の主として登山，トレッキング等のレクリエーション面での利用実態と問題点，それらの利用態様に関す

る規則や関係機関の活動，等々の制度面の調査を行った。また，この利用実態と問題点，利用制度の面に関し

ては，筆者はピナクル・ピーク峰周辺での調査，登山活動の終了後にネパールに渡り，ネパール・ヒマラヤ地

域に関しても同様の調査を行った。本稿は，これらの調査の結果を，その自然環境そのものが我々にとって貴

璽な財産であり，保護，保全の射象とされるべきヒマラヤという壮麗な山岱自然地域の適正な保護，保金と利

用の問題という観点から簡単に報告し，基本的な問題点を摘撫しようとするものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調　査　地　域

　　調査地域は，インド北部のジャムー＆カシミール州内，おおよそ北緯34度，東経76度付近にある，通称

ヌソ・クン山群と呼ばれる地域である（図1）。この由群を含む周辺地域は，ザンスカールと呼ばれている。ヒマ

ラヤ由脈の西端，カシミール・ヒマラヤ地域に位置し，標高7，135mのヌン峰，7，077mのクン峰，6，9301nのピ

ナクル・ピーク峰，等々から構成されている。州都スリナガールから，自動車を利用して2日間で標高3，800m

のダルマトンガまで達することができる。そこから標高4，40飯nの，通常のベース・キャンプ地までは徒歩で

1日であり，馬による荷物の運搬が可能である。このアプローチの短さ，簡単さに加えて，標高7，000mを越

えるヌン，クン等の人気の高い山があるため，訪れる登山者やトレッカーも多い。カシミール・ヒマラヤはヒ

マラヤ山脈の西端に位置するため，モンスーンの影響は少ない。そのため，登山やトレッキングに適した季節

は，通常は6～8月の夏期であるとされている。春から秋（おおよそ4月～10月）にかけてヌン，クン等の登頂
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を得的に各国から訪れる登山隊は，この数年はほとんど常に10隊前後であり，ザンス八一ル全：域では年に20～

30隊といわれる。一地域にこの登山隊数というのは，全ヒマラヤ山脈のなかでもかなり多い方である。更に，

トレッカーにとっても，ザンスカールは人気の高い地域であり，正確な数はつかめないものの，相当数のトレ

ッキング・パーティーが毎年訪れている。筆者たちがベース・キャンプ（以下“BC”と略）を設営した地点

は，シャファト氷河左心，標高約4，400mの小台地である。ここは，ヌン東畑，クン停電，ピナクル・ピーク，

Z（“ザンスカール”の略）1，Z2，　Z　3等々をめざす登山隊のほとんどがBCとして使用する地点であり，中型

のテント十数張の設営が可能な広さである（写真2，3）。BC周辺とそこに至るまでの土壌の組成の大部分は土

と岩石であり，各種の植物も多い。しかし，その上部，標高4，700m～4，80GInあたりより上は，一日，氷と雪，

そして岩だけの世界である。簗者らは，このBCを中心に，周辺の昆虫の調査と採集，植生の調査，植生の変

化や“ゴミ”などに代表される，人間の行為，活動が自然環境に与えている影響の現状の調査を行った。また，

標高5，200皿地点にキャンプユ，標高5，600皿地点にキャンプ2，標高6，100m地点にキャンプ3を設け，ピナ

クル・ピーク峰登頂々こ向けての登山活動を行いつつ，このような氷河を有する高峰の山岳自然環境に，登山者，

トレッカー等の訪問者の行為，活動が与えている影響の調査をおこなった（図2，3）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査報告1（自然環壇の現状）

　　筆者らが山中で行った自然環境調査活動の中心をなすものは，対象地域の膚然環境の現状の総体的な観察

である。それは，ひとつには人間の活動が自然環境に与える影響というものを総合的かつ的確にとらえる乎法

が確立していないためでもあるが，何よりも，このような「環境」という，かなり漠然とした問題を考慮する

に際しては，それぞれでは明白な結論が下しにくい個々の指標を検討するだけではなく，その対象を見る人間

の感覚に，「懲然環境が損なわれている」との判断を下さしめる景観等の，全体的，総舎的“状況”を対象とし

て観察し検討することもまた重要であると考えられるからである。

　　なお，人闘の行為，活動が対象地域の自然環境に与えている影響の現状を示す個別的な指標の調査として
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は，人為的な行為，活動，特に地域内での訪捌者の行為，活動が地域内の動植物に与えている影響を毘るため

に，地域内に棲息する昆虫と植生の変化の調査を，主として対象地域外の人間の活動，特に産業活動が対象地

域内の自然環境に与えている影響を児るために，流水中および積億：1「1＝：の重金属含有燈の調査を，また，訪問考

の行為活動に因る直接的かつ代表的な水質汚染の一つの指標として，流水中の大腸繭の有無の調査を行った。

以下では，まず個別的な指標の調査三吉渠について，次いで景観等の，地域内の自然環境の全体鮒な状況の観察

結果に：ついて簡単に報告する。

　　a）　｛固男蟻的｝旨標

　　積雲中および流水中の重金属念有量については，BCの湧き水，ヌン東稜ホワイト・ニードル東部標高6，200

m地点の積雷（写真4），スノー・プラトー北端標高6，300m地点の積雪（写真5）からそれぞれ採集したサンプ

ルについて，鉛（Pb），カドミウム（Cd），亜鉛（Zn），マンガン（M且）の乱菊：量を測定した（この測定に関しては，

北海道教育大学の佐々木胤測博士に依頼した）。その結果が俵1＞である。これを，北海道で実施された調査結

果（褒2：大気汚染指標としての降雪中窺金属の有用性セこついての分析的研究，1981年，斎藤不1：1雄，昭和55年

度文部省科学研究費補助金試験研究（2）拶1究報告書487071，P．6）とあわせて検討してみると，この地域への重

金属の汚染は極めて少ないことがわかる。このことは，この地域の霞丁寧魔，特に大気に対して，工鉱業等の

産業活動の結果生じる廃棄物，あるいは，産業活動や1三1常生活で使用される石油，石炭等の化石燃料の燃焼等

が与える影響が少ない，または像とんど無いということを示しているといえよう。

　　昆虫に関しては，BC湖辺で観察されたのはほとんど蝶類のみであった。いわゆる高山蝶と呼ばれるもの

である。採集した蝶の種類は（表3＞に示すとおりである。甲虫等の，その他の種類の昆虫はほとんど見出すこ

とができなかった。水棲昆虫の調査，採集も行ったが，BC周辺の，氷河から流れ出たばかりの流水巾にはど

表1　積倶1沖および流水中の重金属含有量（Ppb＞

4采　　　集　　　地　　　点 Pb Cd Za M亘

スノー・プラトー北端（6，30Gm＞

　　　　〃

ヌ　ン　束　稜　上（6，200m）

ベース・キャンプ

1．工

09

N。D．

N．D．

N，i）．

0．08

0．11

NJ：）．

7．2

9．4

6．6

0．3

4．6

6ユ

2．9

2，1

N．D．（not（letective）

　Cd－0．03　ppb以下

　Pb℃．3　ppb以下

表2　北海道における積～1ξ中の重金属（Ppb）

地域 　　　　採集人口＊
　　　　点数

Pb Cd Cr Cu Z且

札　幌

富良野

i…i　高

更　別
ユ　セ　＝：。

アンヌプリ

北の峯

1，240，613

　29，155

　4，023

　3，787

61

12

12

12

2

2

14．1ゴニ1．6　　0．30＝転0．03　　4．4盛＝0．7

7．0＝ヒ2。1　　0．06＝ヒ0．01　　1，5土0．4

9．1＝ヒ1．5　　0つ8±0．G1　　1．2＝ヒ0．2

5．6＝ヒ0．9　　0．01ゴ＝0．01　　1．2ゴこG．3

8，5ニヒ0．5　　0．03±0，03　　0．9ニヒ0．4

1．6＝ヒ0．6　　　　N．五）．　　　0．2＝ヒ0．G

12．7±2．0　　37．0±3．4　　40．8±7．0

1．3ゴこ0．2　　16．2＝ヒ3．4　　20．7土7．9

2，2＝ヒ0，1　　27．3±9。0　　18．7±4，5

2．1＝ヒ0．1　　16．7±9．1　　7，0＝ヒ2．1

5．0ゴニ0．0　　　4，5土1．8　　　2．5±1．5

　N．r）．　　　1．5ニヒ0．5　　　2ユ＝ヒ＝0．9

Mn　　　pH

　　　5．8＝ヒ02

　　　5．3±：0，2

　　　5．3血0。2

　　　5．9±α1

＊　人P；数は1975年1G月11三l13搬三

冬数催は各『採集地点での平均±標準誤差で示す。

重金属濃度は融月水1，000mlに付microgramで示す。
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　　　表3　ベースキャンプ周辺で採集された蝶

聯 名 名

Papllionidae　（アゲハチョウ科）

1．　1）αノブ～α∬’～Z∫CIZαノ・♂’0η潅∫

2．　ノ），　　　　　　　μ660

3．　」P．　　　　　　　　んαノ・61τθ∫6た1∫

Pieridae （シ・チョウ科）

4．CoZ∫α∫∬α冴4カ2981¶！

5．　！）∫θ7¶’∫　480オα

6．M8’＠o万αZακ04ゴ‘θ

7．55ηz6ん♂08　cα〃z協6β

Nymphalidae（タテハチョウ科）

Satyridae （ジヤノメチ虞ウ科）

8．！1gZαf∫㍑’”κα8

9．　ハ卿∫0α‘～4己zZ忽εゐαノ・／0彦’α

Lycaenldae　（シジミチョウ科）

Hesperiidae　（セセリショウ科〉

10．P∫εzκ～oc：yα之αノπ7rθ98♂～

11．　Co6ノ～oπツ〃～ノ）ゐαsp．

12．Eノでる’αsp．

13　／1あz‘々παノμααZZ∫cα

14．1）0らりη〃～雁～4∫認oZ1ぐ派αノ～α

15．　ゐツ6αθ刀αメ，13Zσθα∫

16．P1＝ygz’∫cα∫加ムカ響～∫廊

17．　／ノ8ψωゴα　SP．

のような種類の水棲昆虫も観察されず，標高3，900m近付まで下った小さな流れでようやく数種類を採集する

ことができた（写真6）。採集された水棲昆虫は，Trichoptera（毛翅目）一種とDiptera（双翅目）燃種である

（蝶，および水棲昆虫のi司定に関しては，北海道大学大学院環境科学研究科生態系管理学講座教室大学院生の

倉閥良一氏に依頼した〉。この地域に棲息する昆虫についての詳細な調査は他に見あたらないため，以前の調査

との比較によって調査地域内の自然環境（昆虫の棲患環境1の変化を推測することはできない。また，今回の調

査結果のみで自然環境の質を云々することもできない。しかし，後にこの地域で同様の調査が行われた揚禽に

は，今回の調査結果は比較，考察の対象となり得よう。

　　BC付近，　BCからの汚水が流入する可能性の高い流水中の大腸菌の有無についても調査を行った（写真

7，柴田科学機械工業株式会社製大腸菌群試験紙使用）が，大腸菌は検出されなかった。夏期の日本アルプス，

槍・穂高連峰周辺等ではほとんどの流水中で大腸菌が検出されているという事実（上高地の自然；上高地自然

教室編集・発行，p．14等々）を考慮するならば，この面から見る限りは，調査地域はヒマラヤのなかでは訪問

者が多い方だとはいっても，その数は日本アルプス等と比べれば，問題にならないというべきなのであろうか。

しかし，その，ほんの僅かの訪問者の行為，活動でさえも，以下に報告する植生の変化や全体的な景観の変化

に見られるごとく，この地域の自然環境に大きな影響を与えているのである。

　　地域による植生の変化に関しては，多くの訪問老の行為，活動の薩州的な影響があると思われる地域と，

その付近の，気象等の自然的な成育条件は同じであるが，訪問者の行為，活動の禮接的な影響はほとんど無い

か，あっても少ないと思われる地域の植生の差異を中心に調査した。その結果は，両地域の植生間にかなり顕

著な差異が確認された。
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　　ダルマトンガよりBCまでのトレイル，およびBCでは，人馬による踏みつけとテントの設當等のため

に，閥囲に普通に成育している植物はほとんどその姿を消してしまっている。かわって，比較的踏みつけに耐

えうると思われる植物が，トレイルの両1協とBCのテント設営地域の捌辺ではいくらか観察されるが，トレイ

ルの大部分とBCのテント設営地域では，植物の成育はほとんど観察されない（写真8，9）。高度，気候，土壌

等々の醐で厳しい条件下に成育しているこれらの植物が耐えうる限界を越えた悪影響を，訪閏者の行為，活動

が与えているためであろう。

　　調査地域周辺における植物成育の高度的な隈界は標｝ll石約4，600　m前後である。それより上部はほとんど懸

錘氷河に覆われている氷雷地帯である。BC（標高約4，400　m）からこの成育限界に至るまでの地域の植生も，や

はり訪問者の行為，活動による影響を被っている。登山者の通行が多い所では明瞭な踏み跡が生じており，そ

こには格闘にある植物の成育が見られない（写真10）。しかし，大都分の地域では特に通路が建まっていないた

め，訪問者の行為，活動の影響はあまり明瞭ではない。

　　BCに達するまでの植生の変化と，　BCより上部での植盗の変化の違いは，訪問者の行為，活動によって

その地域の植生が被った影響の大小に求めることができよう。前者では，常に一定のトレイルの上を登山者や

トレッカー，多謝の荷を背負った馬が通るが，後者では明瞭なトレイルはほとんど無く，大毎分の地域では登

山者の歩く場所が一定していないため，両者の間では，特定地域（たとえばトレイルやキャンプ地となってい

る地域）の植生が受ける影響に大きな差異が生じ，その結果として，植生の明瞭な差異が生じるのである。

　　また，BC以下では，キャラバンに利用される馬が食糧として周辺の植物を摂取することの影響もある（写

真11）。キャラバンに従事する馬方（ホース・マン）らが，標高3，8001n～3，900　m付近に成育する数少ない小潅

木を，炊事と暖を取るための燃料として採集し燃やすことの輩影響も無視し得ない。この問題はネパール・ヒマ

ラヤでは一層深刻な問題となっている。キャラバンやトレッキングのルート付近に定住している現地の人々

は，炊事，暖虜等のための燃料を醐囲の潅木等に求めているが，それらの数少ない木々を登由隊やトレッキン

グ・パーティーが消費してしまうために，住民の1・騰生活自伽こ直接的な不便が生じているのである。このた

め，必然的に住民による伐採の手は山の奥地にまで伸びることとなり，その結果，周囲の植生の大きな変化等

の生態系の顕著な変化，自然環境への大きな影響が生じることになるのである。

　　b）全体的状況

　　人間のレクリエーション活動が自然に与える悪影響の代表的なものである，いわゆる“ゴミ”に関しては，

事態はかなり深刻である。特に，多人数が長期開滞在するBC周辺の汚れ方は目にあまるものがある（写真12，

13＞。ゴミの種類は，空カン，空ビンなどの金嘱，ガラス類が多く，加えて，プラスチック，ビニール等が接iに

つく。残飯，紙類なども多い。また，当然ながら常設の便所等の施設は存在しないため，排泄物による汚れも

ひどい有様である。排泄物を含めたこの“ゴミ”問題は，ヒマラヤ山脈全体を通して，登山者，旅行者の訪れ

る地域では何処でも大きな問題となってきている。誰もが，自分達の持ち込んだ物はすべて持ち帰る，という

単純な原剣を徹底するならば，このような状態になるはずはないのだが，実際には，山中で盆じた不用物，廃

棄物の持ち帰りはほとんどなされていないというのが現状であろう。

　　ゴミの問題のほかにも，訪問者の行為活動が自然環境に大きな影響を与えていることは，先に述べた植

生の変化等々に明白に表されている。特にBC周辺はその影響が著しい。また，｛蚤山群や馬方が目印として作

るケルンなどの道標，岩石地帯に次第にできていくトレイルなども，主として山岳自然景観上に影響を与えて

いる（写；真14）。

　　BCより上部，氷雪の領域に入ってからはどうであろうか（写真15）。氷雲上には，特にどこといって定め

られたルートやキャンヅ・サイi・があるわけではない。しかし，入山者が多い地域では，斜而の傾斜，霊崩や

落石，落氷，クレパス等々からの安全性，一日に行動出来る距離等々の関係で，多くの揚舎にルートやキャン



32 北海道火学大学院環境科学研究科邦文紀要　第1丹　1985

プ・サイトは一定の地域に集まることとなる。氷雪上の登下降やキャンヅ設営の場合には，そのルートやキャ

ンプ・サイトの表面の氷雪が融けてしまうか，あるいは，ある程度の量の雪が一度降れぽ，少々の変化は外見

上はすべて消されてしまう。しかし，ゴミ等の廃棄物がそこ，あるいはその周囲に散在していることに違いは

ない。そのため，その上を覆っていた霊が融けるか，あるいは別の登山者やトレッカーがそこに新たにキャンプ

を設けようとして雪を掘り下げるなどすると，以前のゴミが出てくることになる（写真16＞。融けて流れだした

氷雪にまじったゴミは，下部の流れにその姿を表す。また，このような高所の岩石地帯にキャンプが設営され

た場合には，ゴミの投棄などによってキャンプ・サイトが一度汚されてしまうと，低地では比較的速やかに分

解してしまう物も，寒冷で空気の希薄な高所ではなかなか分解しないため，長期間にわたってその醜い姿を晒

すことになるQ

　　この高標高地域，寒冷地域のゴミの問題は，ヒマラヤのみならず世界中の由岳地域で，近年特に深刻な状

況となってきている。世界最高峰エベレスト（標高8，848m）のノーマル・ルート上にあるサウス・コル（漂高

7，880m＞などは，各園の登山隊が残遣，投棄した多量のテント，酸素ボンベ，空白ン等々が散乱し，「世界最

高所のゴミ捨て場」とまで言われる有様である。

　　こういつた“ゴミ”とは少々異なるが，ルート上の，危険，困難な部分に設置され残．置される闘定ロープ

等も，最近では景観上，安全上の新たな問題となってきている。ただ，調査地域周辺では，このような問題は

あまり生じてはいないようである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　調査報告2（制度，規則と問題点）

　　調査報告1で報告した問題にかかわる，ヒマラヤ山脈の登山，トレッキングという，いわゆるレクリエー

ション齎からの利用制度，規則等々はどのようになっているのであろうか。また，それらの制度等の何処に問

題があるために，ヒマラヤの自然環境に好ましからぬ影響が生じることになるのであろうか。以下ではこれら

の点について簡単に報告する。

　　ヒマラヤ山脈が横たわるインド，ネパール，中圏，パキスタン，ブータン等のどのli国においても，原則と

してヒマラヤ山脈への登山はすべて登lj」料を支払って許可（CLIMBING　PERMISSION）を取得せねぽなら

ぬ許可制である。インドにおいてはインド・ヒマラヤへの登由に関する一切の事項を取り扱うのはインド登山

財団（INDIAN　MOUNTAINEER王NG　FOUNDATION，以下工MFと1烙）である。　IMFは，形式上は民

間団体であるが，その実質はほとんど政府の機関というべき組織である（このことは，数年前までIMFの本

部がインド陸軍の建物内に置かれていたことにも表されている）。ネパールの場合はネパール観光省登山部局

（MIMSTRY　OF　TOURISM，　MOUNTA王N　SECT10N）がこの任にあたる。ヒマラヤへの登山を希望す

る個人，団体は，インド・ヒマラヤの揚合は王MFに対して，ネパール・ヒマラヤの蜴合にをよネパール観光省

に対して登山許可を目詰し，登山料を支払って許可を得るわけである。ネパ～ルの易合にはトレッキングにも

許可（TREKKING　PERMISSION＞の取得が必要とされている。この際，　IMFやネパール観光省等々の機

関は畿山許可申請者に薄し，ヒーマラや嶽山に際しての規剛，ガイド・ライン等を呈示し，その遵守を求める。

それらの規則やガイド・ラインの中に，ヒマラヤの自然環境の保護，保全に関するものが増えてきたことは，

IMFやネパール観光省等々の関係機関がこの閲題の重要性を認識するようになってきたことの表れと見るこ

とができよう。しかしながら，それらの規則等それ自体の，およびその運用の実際の妥当性，有効性に関して

は，かなり問題があるといわねばならない。諸規則の内容等についてはインドとネパールで大きな差異はない

ので，ここではIMFの定めている規則の中から幾つかの例を取り上げて，これらの点について考察する。

　　IMFが発行しているパンフレット“Whlle　In　The　Himaraya　DO’S　AND　DONT’S”（第二版1979年

発行）は，“1，POLLUT王ON”の項で，キャンプ・サイ1・では
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　　（1）ごみくず（1itter）はすべて一箇所に集めること。

　　（2）廃物（garbage）はすべてキャンプ・サイトから離れた一箇所に集めて燃やし，燃えかすや灰は土か石

　　　で擾うこと。

　　（3）カンやビン，ビニール等の燃えない廃物は，集めてキャンプ・サイトから離れた所にしっかりと埋め

　　　ること。

　　（4）コックやポーターに流れや川のそばに廃物を捨てさせないこと。

　　（5）テントを設営し終えたら直ちに，隊頻とポーターが便所とする地域を定めること。

　　⑥，（7）（便所に関する注意：省略〉

　　（8）キャンプを立ち去る時には，キャンプ・サイトと周囲の地域をよく見なおし，すべてが清潔になって

　　　いることを確認すること。半燃えや炭化した薪は一箇所幽に整理し，焚火や炊事の跡はすべて埋めること。

等々の点について注意することを呼びかけている。ゴミを散らかさないということはまた，燃料として付近の

樹木を燃やさぬこと（“2，CONSεRVAT玉ON　OF　FLORA”の2．　Fire－woodの項，等〉等々とならんで，

鷺山箇月噺講に際しての誓約事項（unclertaking）にもあげられている。しかし，その実際はどうであろうか。

　　すでに見たように，ヒマラヤのゴミ問題等の等し境問題は深刻化する一方である。ゴミの問題に関していう

ならば，その一因は，このIMF設定の規則に見られるごとく，山中でのゴミ処理の方法を，原期として焼却

と埋没に求めていることにある。廃棄物がすべて完金に燃えてしまうか，あるいは速やかに分解してしまうの

であれば良いのだが，しかし，現実には金属，ガラス，ヅラスチック等の，燃え．にくく，また分解しずらい物

がゴミの多くを占めている。また，先にも述べたごとく，特に標高の高い寒冷地域や氷雪上では，地中や雪中

に埋められた残飯などの分解過程も遅々としたものである。ゴミ処理の夕桜は，持ちかえること以外にはない。

現に，ゴミ問題の“先進i剥”であるアメリカ，カナダ，【三1本等々のナショナル・パーク，隅立公園等では，訪

問者に対し，すべてのゴミは，それを処理する施設のあるところまで持ち帰ることを強く求めている。ヒマラ

ヤには，その地域の広大さ，地形の急峻さ，交通の不便さ等々の種々の例題があるため，これらの地域と同一

に論じることはできない。しかし，工MFの規則は，結果的にほとんどのゴミの山中への放遣を招いているにす

ぎない。

　　さらに霊要な点としては，それらの規則の実効性を損保する手段，制度の不備という閏題があげられねば

ならない。たとえいかに適切な内容を持つ規則が設定されたとしても，現状ではその規剛はほとんど効果を持

ち得ないのである。それは，ひとつには，それらの規則のほとんどすべてが，最終的には罰則（penalty）幹こよっ

て強制される“法規”として設定されているのではなく，それ自体としては強制力のない，“advice”（IMF，

“DO’S　ANI）DO蕪’TS”）あるいは‘‘appeal　and　instruction　（ネパール‘‘PROVISIONS　RERAT王NG

TO　MOUNTAINEERING”）といったガイド・ライン的なものとして設定されていることにある。

　　人里を遠く離れた山の中で，訪問者に対してこのような強制力のないガイド・ライン的な規則に従った行

為，活動を要請するためには，その規期の内容が，確糊たる常識，あるいは道徳，倫理として広く一般に受け

入れられているものでない眼りは（もっとも，そのような馴合であれぽ，勝戦自体が不必要ということになろ

う），一般には辞譲（この揚合は発山者やトレッカーが訪れる山中）で実際にその行為，活動をチェックし指導

する管理員や監視員等の機関の存在が必要である。しかし，広大なヒマラヤの山中に，効果的にこのような機

関を鋤くことは，実際上不町能に近い。そのため，一類においては，この任にあたるのは，登山隊に随行する

リエゾン・オフィサー（連絡宮。インドの場合はIMFによって，ネパール，パキスタン，中園，ブータンの

場合は政府によって任命され，ヒマラヤへの登1玉隊に随行し，アプローチ，ポーター雇用，事故発生の揚合等

に登山隊のために便宜を図るとともに，登山隊が必要な規瑚等を遵穿しているか否かをチェックする。主に軍

人がその任にあたるが，最近インドでは斑閲入のボランティアも増えている）の他にはいない。事笑，山中で
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登山隊に自然環境保護，保全のための規貝1に従った行為，活動を要請し，またそのチェックを行い，IMFや各

政府機関にその報告を行なうのは，どの圏においてもりエゾン・オフィサーの任務となっている。ところが，

現実ぐこは，この自然環境の保護，保全に係わる問題に関する1MFやネパール観光下等の関係機関の認識がい

まだ充分に高いとは．．認えないため，リエゾン・オフィサーも一般にはこの問題に対する認識が低く，由中で登

山隊に対し充分なチェックや指導を行なうこともほとんどない。

　　それでは，これらの規則が，その違反に対して何等かの罰則が科される法規的なものとして設定されたな

らば，事態は改善されるのであろうか。現に，インドの場合もネパールの場合も，ヒマラヤの自然環境保護，保

金への考慮が登第許可の条件となっている以上，それに反する行為，活動に対して何等かの罰則を課すことは

可能である。さらに，ネパールの場舎をこは，“環境を汚染から保護する”（safeguarding　environment　against

pollution）ための呪物こ従わぬ結果，何等かの人身被害，あるいは公物や私有財産への被害が生じた場合は，

登山隊はその被害に対する補償を支払わねばならず（TOURISM　ACT　2035，　Chapter　4，30．　Environment

to　be　maintained　clean），またその規則違反にたいする罰則としては，2万5千ルピーの罰金を課す（4，38．

Pe漁alty），と定められている。しかし，登i－Ll終了後にリエゾン・オフィサーならびに登由隊隊長がIMFやネ

パール観光省等に対してなす報告も，現在は全く形式的なものにすぎない。それゆえ，たとえこれらの規則が

罰則によって強制されることになったとしても，実際にそれらの罰則が適用される事態が生じるということは，

現状ではほとんど考えられない。結局，レクジエーション目的でのヒマラヤの利用制度とその運用が現状のま

までは，それらの規則や制度はヒマラヤの自然環境を適切に保護，保全する機能を果し得ないのである。

　　これに加え．て，インド，ネパール国内の登山・旅行代理店（ふつう“エージェンド’と呼ばれている〉に対

する関係機関の教育，指導，チエックの不備，という閥題にも触れなければならない。ほとんどの登山隊（そ

れにトレッキング・パーティーの一部）はキャラバン中のポーター，BCでのコック（インド・ヒマラヤの登山

ではIMFによって最低一名のコックの雇用が義務づけられている），更にはハイ・ポーター（高所で活動でき

るポーター）として現地の人々を雇用している。このコックやポーターは，一般には現地のエージェントを通じ

て雇用されるのだが，IMFやネパール観光省は，これらのエージェントに対して環境面での教育，指導，チェ

ックをほとんど行ってはいないのである。そのためもあってか，彼等も，一般には自然環境の保護，保金に関

する認識が充分ではない。たとえぽBCでの食事の準備，片付け等を彼等にまかせると，往々にしてかなり多

量のゴミが，特に考慮されることもなくBC周辺に投棄されることになる。ところが，1MFの規則によれば，

コックやポーターのそのような行為を注意し禁止すべきである登山隊のメンバーも，ポーター等の現地の人々

がゴミの投棄等の行為を平然と行うために，自国の山では行わぬそのような行為を，ヒマラヤでは当然のこと

と思ってしまうという傾向も見られるのである。しかし，これらの問題を解決するためにどのような利用制度，

管理制度が必要であり有効であるのかという点については，何等の結論も出されていない。

　　ゴミの投棄などということは全く個人個人の道徳的，倫理的な問題にすぎないという意見もあろう。しか

し，その「たかが“ゴミ”」のために，ヒマラヤの自然環境が，特に自然景観の面で大きく損なわれているので

あり，さらに深刻化の度合を深め続けているのである。なるほど，これらの問題は確かに最終的には個人飼入

の道徳的，倫理的な問題であるといえるかもしれない。しかし，そうであったとしても，少なくともその道徳

的，倫理的な浅野を効果的に喚起するような制度の必要性は否定できぬであろう。さらに，個人個人の道徳，

倫理だけでは解決できない問題に関しては，有効かつ現実的な制度が一層必要とされることは言うまでもない。

しかし，それではどのような利用，管理制度がヒマラヤにはふさわしいのであろうか。それは我々がこれから

検討していかねぽならない大きな諜題である。
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結びにかえて

　　登由者，トレッカー等の，いわゆる“レクリエーショゾ’｝ヨ的でヒマラヤを訪れる‘‘訪問者”セこよって，

ヒマラヤの山岳自然環境が損なわれつつあるという問題は，たしかに現在ヒマラヤで生じている環魔問題の内

の一部にすぎない。この他にも，現地の入々の生活状況の変化によって生じる問題，たとえぽ農地の開発が奥

地の急峻な斜颪にまで広がり，森林が大規模に伐採されたために生じる緑地の減少や土地の乾燥化等々の環境

閾題が発生している。しかし，今囲実施した調査のひとつである野洲，流水中の重金嘱含有量の分析結果にも

現われているように，ヒマラヤは重化学工業等による広域汚染，大規模開発等による自然環境の大変化，等の

環境問題はいまだほとんど生じていない地域なのである。それにもかかわらず，とくに自然景観の面等での環

境問題が深刻化しているということは，登山者，トレッカー等の“訪問者”の行為，活動がヒマラヤの山岳自

然環境に与えている影響が，相対的にみても，また絶対的にもかなり重大なものであるということを示してい

ると言えよう。

　　このような問題が生じる根木駒な凍因としては，ヒマラヤという大山橘自然地域を，どのような鶏的を持

って，どのように利用，運鴬していくかについての体系的な計画と，そのために必要とされる効果的な制度と

いう両者に関しての思考，知識，技術が金く不十分であるということがあげられよう。これはなにもヒマラヤ

に限られたことではない。その地域の自然環境の存在懲体が我々にとって大きな価値があり，良好な状態で保

護，保全されるべき自然地域を，我々はどのように利用するべきなのか。また，その自然環境を保護，保金す

るためにはどのような制度が必要となるのであろうか。その応命，その地域内への“訪問”はどのような態様

でなされなければならないのか。これらの問題に対する研究は始まったぽかりであり，結論はおろか，研究の

方法論さえいまだ暗中模索の段階を出ていない。現在，アメリカやカナダのナショナル・パークやウィルダネ

ス（原始地域）等で実施されているいくつかの糊度は，このような状態のなかで試行錯誤を繰り返している結果

の産物なのである。そして，ここ，ヒマラヤをはじめとする世界の多くの自然地域では，問題がようやく認識

されだした段階に過ぎない。しかし，訪問岩の行為，活動がそれらの地域の自然環境に与・えている影響は，す

でに歴然としている。この詩題に対する我々の基本的な姿勢と，それに基づく効果的な対策が皐急に考慮され

なければならない。そのことはまた，すべての虜然環境に対し，我々がとるべき基本的な態度はどうあるべき

かという：大問題につながっているのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　（1985年1月101三】受理）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aもstract
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ρ／Eノ～η々噛。〃〃♂8／zごζz♂S擁6ノκ6，H欲たα∫40　σノ～加67下後y　Sα〆ψo’り，諾α／》αノ～，060＞．　Environ斑e蹟亡al

Problems圭戯the　Himarayas．　Mem．£nv。　Scl．　Hokkaklo　Uni、㌃No．1，25－38，1985．

　　Natural　environment　in　natural　co敷servatlon　area，　such　as　natk）nah）arks　and　natural　parks

has　been　dal滋age（l　by　actions　and　act三vities　of‘‘visitors”，　for　their　recreation．

　　Even　ln　the｝｛imalayas，　the　highest　and　steepest　mountain　area　in　tlユe　world，　actions　and　ac－

tivlties　of　vlsitQrs　as　mountaineers　or　treklくers　have　exerted　some　undesirable　effects　upon　the

naturahnountaln　e漁vlronment，　especially　in　recent　years。

　　、Ve三nvestigated　not　only　presellt　condit三〇ns　of　natural　environment　in　the　｝lilnar段yas，　but

also　some　legisla℃ive　and　soclal　sysヒems　and　regulatlons　for　the　protection　or　conservation　of

natural　envlronment，　and　for　the　visitors’use　of　the　Himalayas．

　　Thls　is　an　article　to　report　the　actual　situation　ln　the　Himalayas　with　the　lntention　of　clarifying

the　core　of　problem　to　protect　or　to　conserve　natural㎜ou飢ain　environlnent　ia　the　Great　H玉malayas．
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写真5　スノー・プラ1・一北端（6，300m）での雪の採集。

　　　後方はクン（7，077m）

←　写真3　ヘースキヤンプ（標高4，400m）の風景



噸

ヒマラヤにおける環境問題 37

羅綿綿；藩
1窯繍・演漁猟魁灘騒縫晃’こ《．

麟漁．灘難…濃ii

i嚢穐魁…

　　　　潔

纏

．鑛．・

写真6　標高3，900mでの水生昆虫採集

断ス’饗・rこ’ ﾞ罵

欝簾

．辱

が讐紹堕’琴1

叢、漣等’・…

．隷鵜

禰
嚇

。・ D魎・懸謙叢

写真7BC付近の流水中での大腸薗検査

鐸上製

灘
、謎轡託、
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BCのすぐ上部のトレイル。
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ほとんど見られない
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くトレイル（標高4，100m付近）

愛，鷹ジ

沼縄
」．．

〟D

撫義．

耀「

灘

概論

写真12　BC周辺に捨てられたゴミ（その一） 写真15

　　　　㌃
　・　’．器

　　　驚
　　㍉　　　㌻
，　　餐
　　　海　．
　一へ　多

雪線を越えた氷雪地帯（標高約5，4001n。

左はヌン，右はホワイト・ニードル）

継一難騨ρ’L
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