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巻頭コラム 田中正人

　5月6日、1年間かけた日本テレビ番組企画「サハラマラソンプロジェクト」の放送があった。私は挑戦する美少女アイドル
3名のコーチとして、そしてレース本番では撮影スタッフの一員として参加した。この間いろいろな経験をさせていただき、

多くの収穫を得ることができた。特に、テレビ番組制作というのはリアルタイムな創作活動であるので常に真剣勝負だし、

ディレクターのその能動的な仕事ぶりには感銘さえ受けた。 　

　人間は感情の動物であるが、自分だけの感情に流されたり、こだわっていては世の中

思うようには生きていけない。自分の感情を客観的にコントロールして、欲しい結果を手
に入れることは、アドベンチャーレースの実践にも通ずるものがある。

今回の仕事で、多くの仲間と多くの教訓を得ることができた。日本テレビスタッフの皆さ

ん、ありがとうございました。また楽しい仕事が出来ることを願っています。

　しかしスタッフ内でもその温度差がかなりあり、アシスタントディレクター(AD)などは受け身
的に「やらされている」仕事と捉えていては、その激務に耐えられないだろう。実際にこの1年

間でいなくなってしまったADが数名いた。企画打合せのときに、脇で黙って見ているADにディ

レクターが言う。「君はディレクター志望なんだろ。何か意見を言ってもいいんだよ。」でも大
人しく黙ったままのAD。デキル人は、AD時代からいろいろ意見を言うんだろうなと思ってしまっ

た。いろいろ発言して、いろいろ行動を起こして、たくさん失敗して、こうした経験を多く積ん
だ人が有能なディレクターになるんだろう。制作現場は常に発想が求められ、決断が求めら

れ、臨機応変な思考と行動が求められていた。これはとても刺激的で新鮮であった。「業界

人」の仕事は能動的でなくてはならないのだ。会社に所属せずフリーで活躍している人が多
いのも頷ける。

　制作スタッフとアイドル3名の温度差も激しかった。アイドルたちは仕事として「やらされて
いる感」が強く、このプロジェクトにどうしても受け身がちであった。

　この「やらされている」という受動的な行為は非常にモッタイナイ。キー局の2時間特別番

組という大きなチャンスを見す見す逃しているにすぎない。積極的に取り組んで、自分に求
められていることが客観的に判断できれば将来に繋げることができるだろう。しかしながら

若い女の子だけあって、どうしても主観的な感情に流されやすい。そこもかわいらしいとこ
ろでもあるのだが、やっぱりモッタイナイ。
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　レース本番では、スタート前日から砂嵐が激しく彼女たちは帽子とマスクとサングラスで顔を覆い尽くしていた。これでは

誰だか分からない。制作スタッフは、彼女たちの表情で現場の状況を表して欲しかったが、なかなか難しかった。走ってい
るときも、その時々の状況を言葉で表して欲しかったが、走っていることが辛くて黙っていることが多かった。スタッフはど

うにかコメントを取ろうといろいろ質問を投げかける。私もつい、ツマラナイ質問を投げかけてしまいムッとされてしまった。
この時、私はハッとした。

　こうしたことは私がアドベンチャーレースに出場しているときも、彼女たちと同じ立場でよくある状況だからだ。メディアの

人たちを鬱陶しく思ったことは多くある。今回メディアの立場に立ってよく分かった。メディアに協力することは自分たちに
計り知れない利益をもたらす可能性があるのだ。そんなことは分かっているつもりだったが、逆の立場に立ってみる事で

骨身に沁みて実感できた。メディアは、良い映像が手に入ればそれを最大限に活用するし、良い映像を得られる確証が

あればその人を将来的にも使うだろう。それが世間に与える影響も計り知れない。しかしながら、自分の取っている行動
の効果(結果)が良くも悪くも自分に返ってくることまでイメージできる人は少ないのではないだろうか？世の中の仕組みを

理解して客観的な行動を取れる人間にならなければ、自分のやりたいようには結局のところ出来ないだろう。

＜　＜　Special ThanksSpecial Thanks　＞　＞
尾西食品株式会社（アルファ米）

有限会社パワースポーツ（パワーバー＆パワージェル）

ザ・ノースフェイス（ウェア、シューズ類）

サハラマラソンプロジェクトにて、弊社を通じて協賛をお願いしたところ、快く商品提供などをしていただきました。
ありがとうございました。

見事完走を果たしたアイドルたち
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東 風 ４ 月 の レ ポ ー ト

　「灼熱地獄の中で自分と戦う」。これがサハラマラソン（巻頭コラム参照）だ。このレースにタレントを出場させようと1年

前に日本テレビによって「秘密のひらめ筋サハラマラソンプロジェクト」が生まれた。選手として白羽の矢が立ったのは、
アイドルの柏木貴代（美少女クラブ31）、モデルの福井未奈（セブンイレブンのCM）、女優の西秋愛菜（CM多数）。

　1年間の厳しいトレーニングを経て、本番に挑んだ。例年にない湿度により過去最高のリタイヤ数（731名中146名リタイ
ヤ）となった今年、彼女たちは足を痛め、暑さに打ちのめされながらも、前に前にと進み、3人無事に完走を果たした。

　レースが終わり、自分たちの仕事に戻る彼女たちは、今後、このレースで得た貴重な経験が仕事に反映されるだろう。
「決して諦めない、最後まで戦う」そんなバイタリティと根性を持つタレントとなる事を期待している。

　昨年末から今年初めにかけて、みなかみ町は大雪に見舞われ
た。そして4月、長かった雪の季節が終わり、ようやく春を迎えた。

待ちに待ったラフティングの季節だ。

　今年の利根川はドカンと積もった雪のお蔭で、毎日が増水であ
る。ラフティングボートに乗れば脳の中でアドレナリンがばんば
んと噴射してくる。

　そんな中、来る6月3日～4日に開催される日本最高のラフティ

ングレース『リバーベンチャー（略してリバベン）』に先立ち、
KOCCiにてラフティング講習会を開催した。講師はプロラフティ

ングレーサーの浅野重人、サブ講師にリバーガイドの田中正人、
田島健司。参加人数は10名で少人数だったが、その分、みっち

りトレーニングに励んだ。

　2007年に開催される「ラフティング世界選手権」を日本に誘致するため、プロラフティングレーサー浅野重人氏を中心に
ラフティング世界選手権実行委員会を結成。この委員会に田中正人・竹内靖恵（EWP)も加わり、みなかみ町を拠点に誘
致活動をした。4月19日にはラフティング世界協会から理事のスティーブ・ナムチャン氏が利根川を下見するために来日。
みなかみ町の方々に多くの協力を得ながらアテンドをした。しかし4月30日、最終的に開催地は韓国に決定。この結果を
受けてと浅野重人氏は「今度は選手として韓国に行き、日の丸を揚げてきます」とコメント。次は2009年。日本は再度、開

催地候補に挙手するつもりだ。



日本オリエンテーリング界のカリスマ的存在の村越真さん。全日本チャンピオンで15連覇という快挙
を成し遂げた。著書【最新読図術】は地図読み本のバイブルにもなる。現在も競技者としてレースに
出場する傍ら、方向や地図読みに関する執筆やNPO法人Mnop設立などを手掛ける。

田中正人がアドベンチャーレースを始めて12年目。多くの方にご支援を頂き、心より
感謝をしています。田中をご支援くださる方々と久しぶりに酒を酌み交わしながら多
彩な方面の談義をマネージメント竹内靖恵がレポートします。

「オリエンテーリング（以下OL）を始めたのはいつ頃で
すか？」

竹内

「14歳。その頃はOLブームだったね。初めての参加は常
設コースだったんだけど、コントロールの位置がマップ
と違っていて、そこをずっと探して時間をロスしてしまっ
た。結果的には大敗（笑）」

村越

村越真（むらこししｎ）

静岡大学教育学部教育心理学教授。静岡県出身。東京大学、
筑波大大学院卒業。大学で空間認知、読図スキル、学校教育の
リスクマネージメントの教える。父は元南極観測隊。

村越真公式サイト：　http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/ ẽhsmura/

「実は、連覇をしたいと思った後に『返り咲き優勝』をし
たいとも思った。だから負けてようやくチャンスが到来し
たわけだ。今こそ15年来の目標を果たす時だってね（笑）。
結局、全日本チャンピオンは22回の優勝を果たしたね」

村越

竹内

竹内 「負けた時はどう思いました？」

「簡単に言うと山や町と自分の位置関係の認識。スポーツ
の面で役に立つよ。確かジーコ監督が『目をつぶっていて
もどこにゴールがあるかを把握している』って言ってると
聞いたことがあるかな」

村越

村越 「もともと地図を見るが好きだったんで、尾根や沢の違
いは地図を見て分かった。あとは本などを読んでの自己
流で覚えたね」

竹内 「なるほど。確かに今年は遭難が相次ぎましたからね。
地図読みができていれば未然に防げた事故でもあります。
ところで空間認知って何ですか？」

村越

「村越さんは現在、本を出版されたり、協会改革を試み
たり、NPO法人を立ち上げたりと、積極的に活動してい
ますが、将来的にOLをどうしたいと思っていますか」

竹内 「子どもの頃から自分のモチベーションの上げ方を知っ
ていたんですね」

竹内

竹内

「どこでOLにはまったんですか？」

「東京OLサマー大会から優勝し続けてきたんですか？」竹内

「昔から負けず嫌いだったんですか？」竹内

村越 「うん。例えば小学校低学年で東海道線の駅名を覚えるっ
ていうのをクラスメイトと競走するんだけど、『よし、こ
こまで覚えたらおやつを食べよう』とか（笑）」

「コンパスの使い方は知っていたんですか？ 」

村越 「そうだね。勉強にしろ、やるべき時にやる。で、やっ
たらできるじゃん！と思うようになる。OLも同じ。勝つ
ために努力する。そうすると勝てる。これがモチベーショ
ンになっていたかな」村越

「その夏の東京OLサマー大会で、高校生以下の部で優勝
した時をきっかけに、はまったね。全日本チャンピオン
になりたいという目標ができたんだよ。でも当時は18歳
までは全日本チャンピオンクラス（エリート）には出場
できなかったけど」

村越 「いや、波があったね。高校1年の秋の大会で大失敗した
んだよ。で、何が失敗の原因だったんだろう、どうした
らうまくいったんだろうって徹底的に考え抜いて反省を
したんだ。で、翌週の大会で1ランク上のクラスに出場し
て優勝。そこで打撃開眼したんだね。以降10レース余り
に出場してすべて優勝した。OLってものがどういうもの
かが分ったんだ」

「誰かに技術を教わるって事はなかったんですか？」

竹内

村越

「当時は技術を教える人もいなかった。周囲の人たちと
話す中で、基本的なやり方とか技とかを学んでいったん
だ。でも多摩OLクラブでは、その時の牽引役の人たちが
技術について研究して冊子にしてたんで、それを買って
読んでた」

竹内

村越

「大学1年生の時。大学に入ってから本格的にトレー
ニングを始めたんだ。で、その時に連覇をする事が目
標だった。1度の優勝は誰でもあるけど、連覇はあま
りないから」

「全日本で優勝したのはいつですか？」

「1回のレースでそんな力をつける程学んだんですね」竹内

「1回のレースっていうよりは、それをどう反省し、次に
つなげるかだね。反省って言うのはみんなするけど、そ
れを実行するっていうのが重要なんじゃないかな。世の
中みんなそうだよね。例えば予算がないって分ったら節
約しようと思う。けど思っているだけではダメ。それを
きちんと実行しなければ何にもならないからね。だから、
結果としてやるべき事をしただけなんだけどね」

村越

竹内

「準優勝だった。正直、時々負けたくなるんだよね。
当時の僕は本当に強かった、と言うより、他が目立た
なかった。だからもういいやって気持ちになっていた。
でも90年代に入ったら強い選手が続々と出てきて、勝
つ事が難しくなり、面白くなってきた。以降は競り合
いのレースが続いた。楽しかったな。何て言うの
か・・・選手ってそういうのがあるんだよ（笑）」

「そして15回勝ち続けた。16回目はどうしたんですか？」

村越

村越 「そうだね。両親も祖父母も褒め上手だったと思う。何
かができればいつも褒めてもらっていたかな」

竹内 「褒められて育った方ですか？」

「OL・ナビゲーションを社会にどう位置付けるかに尽きる
かな。例えば僕の研究している空間認知に関して、米国で
は研究発表されているんだよ。でも日本ではまだマイナー
な分野で、増してや地図に関する研究分野もほとんどない
状態だよね。自分できちんと地図を読んで目的地に行くと
いう事自体が評価されていないように思う。それがちゃん
と正等に評価される社会にしたい。NPOを立ち上げたのも
その理由のひとつ。OLは命を守るスキルでもある。山で地
図を読める人が増え、遭難が減る事がまずは目標」

竹内 「なるほど。色々な場面で使えそう。ところで村越さんの出
版された本『最新読図術』はOLの発展となりましたね」

「裏には努力もあったね（笑）コンセプトを山と渓谷社に
持ち込んでから出版されるまで1年掛かったよ。次は『読
図問題集』を出したいな。周囲からは『売れないよ』と不
評だけど（笑）」

村越



◇コロンビアスポーツウェア　　　◇ザ・ノースフェイス　　

◇SUUNTO　　　◇PROTREK

アドベンチャーレーシングクラブKOCCiは以上の皆様から応援を受けています！（ ※スポンサー企業募集中）

熊野　尚美（くまの　なおみ）

　なぜかKOCCiに入ってしまった。“アドベンチャーレース”なんて聞いたこともなかったのに。しか
も、どの種目も全くの初心者。こんな私がマルチスポーツに挑戦できているのはKOCCiでできた
友達のおかげ。

　「アドベンチャーレース」ってやってみたいんだけど、何からはじめたらいいの？という人のために結成されたのが『ア
ドベンチャーレーシングクラブKOCCi』（主宰・田中正人）。

　「KOCCi（こち）」は、イーストウインドの和語「東風」の古文読みで、その名の通り、春先に東方から吹く穏やかなそよ

風を意味しますが、「一つ巌東風の怒濤に突き進む」など強くたくましい意味もあります。

　KOCCiはその名の通り、アウトドアスポーツの新しい風となり、対自然・対人間・対自分へのチャレンジ精神を育むク

ラブで、各フィールドのプロフェッショナルによる基礎講習や実践を通してアドベンチャーレーサーを育成します。

菊島　明佳　（きくしま　はるか）

　大学の先輩に誘われたのが切っ掛けでアドベンチャーレースを始めてから6年にもなる。これまでずっと続け
てきたのは何故だろう？

　結局私は、そこに集まるちょっとハチャメチャな人たちに会うのが好きなのである。よい大人達が自然相手
に全身全霊を傾け真剣に遊ぶ競技、それがアドベンチャーレースだ。心から楽しんでいる人達と接すると、
自分もエネルギーをもらえる気がする。

　3ヶ月前、イギリスで開催された『ランドローバーＧ４チャレンジ』の国際選考会に参加し、
世界18カ国から集まった53人の選手たちと1週間を共に過ごした。皆気の良い人たちばか
りで、見かけによらず人見知りな私もすぐに打解け、共に助け合いながら競技を楽しむこと
ができた。アドベンチャースピリットは、人種や言語の壁を越えて友情を育む第2のコミュニケー
ションツールなのだと実感した。

　これからも、ハチャメチャな仲間達の集まる場所で色々なことに挑戦し続けていきたい。

チームイーストウインドの海外レースのご協賛をお願いします！
　昨年11月にニュージーランドにて開催された【アドベンチャーレーシングワールドチャンピオンシップ】にチーム
イーストウインドが参戦をしましたが、惜しくもリタイヤという結果となりました。
　結果は出せなかったものの、そこから多くの事を学び、そして気持ちも新たに次へのレースにチャレンジする
こととなりました。参加するのは北米で開催される【プライマル・クエスト】。レース期間は6月24日～7月5日の11
日間でもちろんノンストップ。総距離は800キロ。世界で最も賞金額が高額で、ここ数年、世界の強豪たちはこの
レースに集中しています。そしてアジアからチームイーストウインドのみが参戦する事となりました。
　現在、スポンサーとメディア、ご協力いただける方々を募集しています。参加に伴う資金があともう少しというと
ころで不足しております。是非、皆様のお力をお貸し下さい。　　　　　　　　

（連絡先：0278-72-9292 イーストウインドプロダクション竹内）

　マウンテンバイク買っちゃって、ヘッドランプつけて夜の山を歩き回ったりして、あっとい
う間に２年が過ぎた。いまでもまだまだワクワクドキドキ、嬉しい驚きが続いている。


