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スケートの始まり

スイスやイギリス、スカンディ
ナヴィア半島などヨーロッパの
広い地域で、マンモス、シカ、
ウシなどの骨を加工した旧石
器時代の獣骨スケートが見つ
かっている。

スキーやソリなどと同様に物
資を運ぶ手段だったと考えら
れる。

動物の骨で作られたスケートの刃／photo by Steven G. Johnson Wikipedia



スケートの発展
オランダ

12世紀頃から運河が建設され
17世紀には都市と都市を網の
目のように結ぶほど発達

この運河が結氷するとアイスリ
ンク代わりとなり、スケートはあ
らゆる階層の人々の娯楽として
発展した

動物の骨で作られたスケートの刃／photo by Steven G. Johnson Wikipedia
“Winter Landscape with Ice Skaters”

Hendrick Avercamp



スケートの発展
イギリス

オランダ貴族の両腕を組み背筋を伸ばす独特の
滑走術「ダッチロール」がヨーロッパの貴族階級に
広がる

1742年、イギリスにエディンバラ・スケートクラブ創
立。優雅な姿勢より曲線を描く技術を重視

1772年、イギリスの砲兵隊副官ロバート・ジョーン
ズが世界初のフィギュアスケート指導書を出版

"The skating minister“
Henry Raeburn

”A Treatise on 
Skating” R. Jones

アウトやインのエッジで
サークルやハート型を
描く技術を解説



19世紀になるとイギリスでは
優雅な芸術性より難度の高い
ターンや図形の創作に関心が
高まり、やがてコンパルソリー
フィギュアの原型へと発展

(競技会では1990年の世界選
手権を最後に廃止)

コンパルソリーフィギュアを競技している
ソニア・モルゲンシュテルン
コンパルソリーフィギュア - Wikipedia

コンパルソリーフィギュアに特化した種目スペシャルフィギュアで使用した図形
スペシャルフィギュア - Wikipedia



スケートの発展
アメリカ

ヨーロッパの移民などからスケートが伝わり
19世紀中頃、ニューヨーク出身のバレエダン
サー、ジャクソン・ヘインズがスケーティングの
技術とバレエやマズルカなどの舞踊技法を融
合させて「インターナショナルスタイル」を開発。
これを披露するエキシビションをヨーロッパ中
心に世界各地で巡業。ヘインズが35歳で亡く
なった後は、弟子たちが世界中に普及させて
いき、現在の「音楽と共に滑って踊る」フィギュ
アスケートの原型となった。 

ジャクソン・ヘインズ
Category:Jackson Haines - 
Wikimedia Commons

Tatsuki Machida during his free program at the 2014 Winter Olympics.
David W. Carmichael - 
http://davecskatingphoto.com/photos_2014_olympics_men.html

町田樹監修（2022）さあ、氷上芸術の世界へ―フィギュアスケートと音楽. 音楽之友社, p21-22



日本のスケートの始まり

●1792（寛政4）年 ロシア帝国の軍人アダム・ラクスマンが根室で滑走
●1861（万延2）年 イギリス人トーマス・ブラキストンが持ち込んだ
●1877（明治10）年 札幌農学校のアメリカ人教師ウィリアム・ブルックスがスケート用具を

持ち込んだ
●1890年頃、仙台在住の外国人がスケートを始めた

フィギュアスケートの歴史 - Wikipedia

公益財団法人日本オリンピック委員会HP「冬季オリンピックの歴史」より

●1891（明治24）年の春、新渡戸稲造が海外留学から3足のアメリカ製スケート靴を
札幌農学校に持ち帰る。

「スケートのメッカとなったのは長野県の諏訪。当時、冬に全面結氷する諏訪湖は、下駄ス
ケートを履いた子どもたちの絶好の遊び場でした。これに目をつけた地元紙・南信日日新聞
が1908（明治41）年に「諏訪湖１周スケート大会」を始めると、関東、関西の愛好者の注目を
集め、フィギュアを含めたスケート普及が加速しました。」

https://www.joc.or.jp/sp/column/olympic/winterhistory/0302.html



スケートのメッカとなった諏訪湖

絵葉書「(諏訪ノスケート）英国大使スケート」
「大使夫妻と思われる二人の前でフィギュアスケートに興じる男性、その向うに着物姿の人々がスケートを楽しんでいる」と説明されている

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

「もともとはヨーロッパの方でスケートが
流行っていたようで、大使とか行使で来日し
たヨーロッパの方や、あるいは留学していた
方が向こうでその面白さを学んで、こっちへ
来てもやりたいということで、東京に一番近く
て良い氷が張る諏訪湖が選ばれたようです」

下諏訪町宿場街道資料館の専門研究員・小口徹さん談
2018.09.19『多田しげおの気分爽快‼』

諏訪湖で行われた日本初のスケート大会 | RadiChubu-ラジチューブ-



 「諏訪」冬の楽しみだった下駄スケート

諏訪旅 セピア色の記憶
https://suwa-tabi.jp/news/4325/

ウィンタースポーツといわれて、すぐ頭に浮かぶものはスケートである。学校の校庭や諏訪湖・果ては田んぼで
滑った思い出がある。最近の諏訪湖といえば、氷上の遊びが話題になることがない。凍る時期になると、話題に
上がるのは御神渡り（おみわたり）ができるのかどうかだ。

※御神渡りとは、諏訪湖の湖面が全面結氷してひびわれが生じ、再び結氷して朝氷が膨張し、
割れ目の部分を押し上げてできた氷堤の事を指す。諏訪大社の祭神が上社から下社へ渡った
跡と言われており、この亀裂の方向で吉凶を占うものだ。この諏訪湖の御神渡り神事を司ってい
るのが、諏訪市小和田の八剱神社である。（写真：2018年）

僕らの小さい頃はできるのが当たり前だったが、今は温暖化の影響もあって、なか
なかできなくてハラハラする。
昔は諏訪湖も全面結氷したので、スケートをすることができた。連れて行ってもらっ
て、滑った覚えがある。

ただ危険もあった。釜口水門辺りにはお湯が湧き出ているところがあり、氷に穴が
空いているところがあった。「ここに人が落ちると上がれなくて、死んでしまうから気
を付けるように」と、言われた事もあったような記憶がある。
とにかく暖冬の影響で、昔の風物詩が失われていくのは悲しい。

守矢正さん(1951年生まれ、

小学校6年まで諏訪市中洲神宮寺)



これは小学校時代の僕（一番左）の写真である。友人は靴スケートだが、僕は下駄スケートである。
靴スケートは高価であった為、僕は買ってもらえなかった。
中古の靴スケートを親戚から貰う小学校高学年まで、この下駄スケートを履いていた。

諏訪旅 セピア色の記憶 
https://suwa-tabi.jp/news/4325/

下駄スケートとは名前の通り、下駄の歯の部分に鉄のエッジがついていて、これを平打ちの紐で足に縛り付ける
のである。要は、草履をはく時の要領である。
しかし子どもの力で締め付けるには限界があって、しばらく滑ると緩んできて又締め直す事の繰り返しであった。
もちろん足袋でなくては下駄を履くことはできないので、足元は足袋である。長い間滑っているのは楽ではなかっ
たが、上手な人たちは靴スケートとあまり変わらないフォームで格好よく滑っていた。



明治39年、下諏訪町の飾り職人・河西準乃助が、諏訪中学生の依頼を
受けて「カネヤマ式下駄スケート」を製造

「当時、スケート靴は外国から輸入したり、日本で似たようなものを作ったようなんですけれども、
値段が平均で当時30円。今の金額で言うとだいたい30万円ぐらい」
「国産の安いものでも今の金額で大体4万円ちょっとぐらいだったそうです。」

下諏訪町宿場街道資料館の専門研究員・小口徹さん談 2018.09.19『多田しげおの気分爽快‼』
諏訪湖で行われた日本初のスケート大会 | RadiChubu-ラジチューブ-

「下駄の歯を切り取ってそこにスケートのブレードを付けたんです。いわゆる鉄板をつけたような
ものですね。当時、厚さが6ミリぐらいあったものを叩き出して作ったようなんです」
「フィギュアですから先端と後ろの方がぴょんと丸く上がっていたやつで」

下諏訪町宿場街道資料館の専門研究員・小口徹さん談 2018.09.19『多田しげおの気分爽快‼』
諏訪湖で行われた日本初のスケート大会 | RadiChubu-ラジチューブ-



「カネヤマ式下駄スケート」

下駄スケート（諏訪市博物館）
セピア色の記憶「諏訪」冬の楽しみだった下駄スケート ‒ 諏訪旅 (suwa-tabi.jp)

・外国製のスケート靴を模して下駄の底に厚さ6ミリくらいの鉄製の刃をつけた
・革製のスケート靴の1/10程度の値段(今の金額で4千円くらい？)

その後の改良により、刃は先が丸いものからまっすぐなものへ、下駄と刃をつなぐ支柱も2本から
3本へ、材質も鉄製から鋼鉄製へと変わっていった
昭和30年代中頃までは一般的に使われていた

現在のスケート靴(フィギュア用)
刃の材質はステンレス、チタンなど
Ｕ字型の溝がついた
厚さ3～4ミリの二枚刃
1万円以下～10万円超



下駄スケートをする少女たち 
1913(大正2)年1月 

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

下駄スケートをする子どもたち 
1925(大正14)年頃

(昭和初期との表記もあり)

「先頭は改良されたスピードの
三本刃、後方は最初の日本刃
のスケート」との説明がある

そして下諏訪は「下駄スケート発祥の地」に

諏訪湖畔の諏訪湖博物館・赤彦記念館の前に立つ
石碑と下駄スケートを履いて滑る子どもたちの像



「カネヤマ式」の前にも鎹（かすがい）付きの「下駄スケート」があった！

『3テーマ「北海道らしさの秘密」四季のくらしに展示している「げろり」について』
研究部生活文化研究グループ学芸員 舟山直治

北海道博物館_森のちゃれんがニュース_2021冬_vol.26
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/wp-

content/uploads/2022/01/news202201_vol26.pdf

「げろり」
『日本国語大辞典』 氷滑りや雪道滑りのための下駄
『北海道開拓記念館常設展示解説書6』
ゲタスケート、ゲロリ、ベッタリなどと呼ばれ、げたの裏に
かじ屋で作ってもらったカスガイをうちつけたようなもの

下駄スケートとげろりとが元来同一のものかどうかは明ら
かではない。

「げろり」：北海道、福島県会津地方および浜通地方、長野県佐久地方
「げろり」「げろりい」「げろりん」：長野県佐久地方
「げろ」：青森県上北郡、言長野県佐久地方
「べんじゃ」：青森県東津軽郡平内町
「きんぺい」：青森県上北郡野辺地町
「走り下駄」：青森県三戸郡南郷村（現八戸市）



戦前はゲタ（下駄）に金具を付けたゲタス
ケート（ゲロリ）が全盛だったが、戦後は
長靴に金具を革ベルトで固定した雪ス
ケートに変わっていった。

函館市史デジタル版
通説編第4巻第7編 市民生活の諸相（コラム）

「函館市史」通説編4 7編1章コラム10 (fun.ac.jp)

★寛政12年(1800)：箱館、松前の風俗を記録した「蝦夷島奇観」には子供たちが
   下駄を履いて坂をすべる絵が描かれている
★安政元年（1854）：箱館御役所から「げろりそりで坂をすべる子供の遊びは
   危険なのでやめるように」というお触れ書が出ている

『3テーマ「北海道らしさの秘密」四季のくらしに展示している「げろり」について』
研究部生活文化研究グループ学芸員 舟山直治 北海道博物館_森のちゃれんがニュース_2021冬_vol.26

渡邊駛郎さんの話
「小樽で過ごしたことがあります。昭和5年から20年頃の話です。子どもの頃は，
兄たちと遊ぶときに「ゲロリ」というスケートのようなものをはいて遊びました。」

雪と暮らそう・雪むかしむかし (hokkaidogaku.org)

東京国立博物館「蝦夷島奇観」



みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

諏訪湖のスケート風景
は下駄スケート

大人だってスケートは楽しい



1905（明治38）年、中央線が岡谷まで開通
1909（明治42）年2月14日、下諏訪町諏訪湖氷辷会主催、南信日日新聞社後援「諏訪湖一周氷辷大会」開催
諏訪湖を一周する日本初の「スピード競技大会」として大成功。約200名の参加者を予選で50名に絞る人気ぶり
東京方面から団体客、新聞社が多数取材に訪れる大変な賑わいで「諏訪のスケート」を全国に広めるきっかけとなった

明治42年「第1回諏訪湖一周氷辷大会」
みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

明治44年「第3回諏訪湖一周氷滑競走会」のスタート
 ジャパンアーカイブズ - Japan Archives (jaa2100.org)

日本初の「スピード競技大会」開催

明治44年には名古屋と塩尻を結ぶ中央西線も開通

大正時代には、東京や名古屋から諏訪湖へ「スケート列車」が
スケートシーズンには毎日運行された



これより先の1906（明治39）年、諏訪湖で日本初のスケート大会が行われていた！

「スケートが庶民にも使えるようになったということで、みんなでスケートに親しもうというコンセプトだった
ようですね」

下諏訪町宿場街道資料館の専門研究員・小口徹さん談 2018.09.19『多田しげおの気分爽快‼』
諏訪湖で行われた日本初のスケート大会 | RadiChubu-ラジチューブ-

諏訪湖でスケートを楽しむ人々
みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

出場者、観客全部合わせて1万人の別名「氷上運動会」
・変装競争 ・5人連鎖競争 ・みかん食い競争 ・スプーンレース など



入場料は一冬金一円、一日20銭
夜も電灯を点じて滑走が自由

神社の森かげという地の利もあって
結氷期間が長いため人気を集めた みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

「下諏訪町秋宮リンクで日本で初のフィギュアスケートの公
式大会が開かれた。同リンクは「日本フィギュアスケートの
発祥の地」となった。」

フィギュアスケート発祥の地
1906（明治39 ）年から諏訪湖氷辷会(こおりすべるかい)やスケート会等の団体が発足

1907（明治40）年（別の資料では明治42年） 下諏訪氷辷会、下諏訪町旅館業者等が秋宮スケートリンクを開設

1922（大正11）年 秋宮リンクで日本初のフィギュアスケート競技会開催



大正10年

平岡露子選手（1913～2012）
1933(昭和8)年全日本フィギュアス

ケートジュニア選手権で女子の初代
チャンピオンとなった

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

昭和6年頃
秋宮リンクに勢ぞろいしたフィギュアスケート選手団。

向かって右から2番目が稲田悦子選手（1924～2003）
1937～1941年全日本選手権女子シングルを5連覇

渡辺絵美選手（1959～）
1972～1979年全日本選手権女子シ
ングルを8連覇
下駄スケートをはいて滑っている



公益財団法人 日本アイスホッケー連盟HP 「歴史」より
「1915年に平沼亮三氏がアイスホッケーの防具を輸入したことをきっかけに、長野県の諏訪湖で河久保子朗氏、
田中稲実氏らが初めてアイスホッケーをプレーしました。
それから8年後、1923年には北海道帝国大学（現：北海道大学）の学生による学内の対抗試合を行い、その翌年
には、国内の学生たちによる初の対抗試合が行われました。

https://www.jihf.or.jp/knowledge/history.php

1936（昭和12）年
「秋宮リンクでアイスホッケーの試合が日本で初めて行われた。
出場したのは早稲田大・慶応大・東京帝大（現東大）と地元の松
本高等学校の4チームだった。」

アイスホッケーでも発祥の地？

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)



公益社団法人日本カーリング協会HP「歴史 日本でのカーリングの普及」より
一般に日本でのカーリングの始まりと言われているのは1936年。ドイツで開催された冬季オリンピックに参加

した選手団が、日本にストーンを持ち帰り、長野県の諏訪湖でデモンストレーションを行いました。彼はクラブを
設立し、大会を開催しました。
その後約40年のブランクを経た1970年代後半に、再び北海道で新たに開始されました。

http://www.curling.or.jp/about-curling/history.html

1932（昭和7）年
「秋宮スケートリンクで開催されたカーリング大会表彰式。
絵葉書にしたものを撮影して引き伸ばした写真。右下には
「SHIMOSUWA H・SHIROTORI」の刻印が見える。左下に
は一銭五厘の切手と諏訪郵便局の印(昭和7年1月21日の
日付印も)が見える。」

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

カーリングでも発祥の地？



「日本フィギュアスケート発祥の地 五色沼
スケートの渡来は明治以降日本各地へあったが、ここ五色沼では明治23年頃から外国人達が滑り始め30年頃
には米国人デブィソンが子供達にフィギュアスケートを教え、42年頃には二高生がドイツ語教師ウィルヘルにフィ

ギュアスケートの基本を習い、後輩への普及に努め、その後、遠く諏訪湖にまで行ってフィギュアスケートの基本
を伝えた。後に彼等は日本スケート界の功労者といわれた。昭和6年には第2回全日本選手権大会フィギュア競
技が開かれている。」 と記されている

宮城県仙台市 五色沼
「明治38年、仙台市にある五色沼で日本で初めてフィギュアケートが行われました。仙台は本田武史選手や
荒川静香選手の出身校である東北高校があり、今でもフィギュアスケートが盛んなところです。」

仙台市公式HP 仙台市シティセールス情報館 http://www.city.sendai.jp/kikaku/kokusai/city/neta/hatsu.html

フィギュアスケート発祥の地は他にもあった

みちのくガイド
https://shiroshiba-
nipper.net/gosikinuma/ より転載



1926 (大正15)年12月3日の『河北新報』に「東北スケートの好適地」
として五色沼が紹介されている。

「明治30(1897)年頃から、五色沼にはフィギュアスケートを楽しむ
外国人の姿がありました。氷上に舞うその優美な姿に魅せられ、
「自分たちも滑りたい」と思い立ったのが第二高等学校(旧制二高)の
生徒たちです。彼らはドイツ語教師ウェルヘルに基礎を学び、一躍、
フィギュアスケートの伝道師と化しました。その中の一人河久保子朗
は、大正5年に日本初のフィギュアスケート教則本『氷滑』を著し、こ
れが全国に愛好家を急増させるきっかけとなったのです。」

せんだい市史20号(平成21年1月)「せんだい今昔 銀盤にかけた情熱」
https://www.city.sendai.jp/museum/sendaishishi/documents/20.pdf

五色沼でスケートをする第二高等学校生 大正13年頃
(東北大学資料館所蔵)

日本初のフィギュアスケート教則本 『氷滑』 河久保子朗著

公益財団法人日本オリンピック委員会HP「冬季オリンピックの歴史」より

明治30年代には盛岡、仙台などで米人宣教師に指導を受けた若い人々が巣立
ち、その1人の河久保子朗は、図形滑走を身につけ、やがてフィギュアスケートの日
本でのパイオニアになりました。

https://www.joc.or.jp/sp/column/olympic/winterhistory/0302.html  



「大正11年には、二高尚志会スケート部主催第1回スケート大会が
行われています。五色沼の結氷状態が良くなかったため、急遽、
広瀬川大橋下へ会場を変更するというアクシデントがありましたが、
橋の上に延べ数千人の観衆を集める空前の氷上大競技大会となり
ました。パン食い競争やスプーン競争、周回競争など5時間にもおよ
んだ大会の最大の目玉が、優雅なフィギュアスケーティングです。
その妙技に観衆は寒さを忘れて酔い、拍手喝采を送りました。フィ
ギュアスケートは日本では未だ本格的に行われた例が無く、この
大会での公開が日本最初の試みであったといわれています。」

五色沼では昭和6(1931)年に第2回全日本選手権を開催。この時の
優勝者が日本フィギュアスケート界初のオリンピック代表選手となり
翌年のレークプラシッドオリンピックで9位に入っている。

せんだい市史20号(平成21年1月)「せんだい今昔 銀盤にかけた情熱」
https://www.city.sendai.jp/museum/sendaishishi/documents/20.pdf

大正11年頃の広瀬川大橋下でのスケート風景
第1回スケート大会の様子と思われる

(東北大学資料館所蔵)

第3回レークプラシッド冬季オリンピック（1932年）には、スケートから男子のスピード4選手、フィギュアの2選手と
役員4名が、スキー（選手11名、役員1名）とともに参加しました。1929（昭和4）年に大日本スケート競技連盟が
創立され、翌年の1月に全日本選手権を初めて開催してから、僅か3シーズン目のことで、スピードスケートは全
員、予選敗退。フィギュアは老松一吉選手が9位、帯谷竜一選手が12位でした。

公益財団法人日本オリンピック委員会 https://www.joc.or.jp/sp/column/olympic/winterhistory/0302.html  



稲田悦子選手(大阪府出身)
1936年、ガルミッシュ・パルテンキル
ヘンオリンピック
『家庭全科』1960年2月号
稲田悦子 - Wikipedia

戦前の最後となった第4回冬季大会（1936年／ガルミッシュ・パルテンキルヘン）では、
スピード500ｍで石原省三選手が4位となって、日本として初入賞。フィギュアでは小学
校6年生で参加した稲田悦子選手が、27人中10位に入るなど、将来に希望をつなぐ収
穫もありました。

しかしスキー・スケート全体を通しては、世界との差を痛感させられることばかりで、以後
は「世界に追いつけ」が、日本の合言葉となりました。

公益財団法人日本オリンピック委員会 https://www.joc.or.jp/sp/column/olympic/winterhistory/0302.html  

https://olympics.com/en/olympic-games/beijing-2022/results/figure-skating/women-single-skating

それから86年後の2022北京大会

女子シングル
坂本花織選手が銅メダルを獲得

男子シングル
鍵山優真選手が銀メダル
宇野昌磨選手が銅メダルを獲得



①諏訪湖や秋宮リンク等の良質な湖氷があった
②諏訪の特産である鍛冶屋により安価な下駄スケートが制作できた
③中央東線・西線の開通により大都市からのスケート客の誘致に成功した
④スケート競技会等の大規模な大会を開催する組織作りが行われた
⑤諏訪の人は寒さに負けずスケートが大好きだった

「下駄スケート発祥の地」松沢好哲、クローズアップしもすわ 2013年2月号 p18
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000000317/simple/201302P18_P19.pdf

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

まとめ ： 諏訪地方でスケートが発達した理由



「全国学生氷上競技連盟が創立されたのは、
今を去る54年前の大正13年秋のことである。(中略)この学連の結成に参画したの
は、当時まだ各大学にスケート部という体育会の承認部門の出来ている大学が少
なく、早稲田、慶応、明治、東京帝大、日本歯科医大、確かにこの5校だったと思う。
(中略)その頃の日本のスケート界は、河久保子郎さんを首班とする日本スケート会
が勢力をふるっており、大学の中にスケート部をつくっていた早稲田と東大のほか
はまだまだ同好会程度の倶楽部組織だった(中略)学生連盟の第1回大会は予定と
しては諏訪湖で開くことになっていたが、この年は全国的に珍しい暖冬で、諏訪湖
結氷見込みなし、ということで間際に六助池(長野県松本市)に変更したわけである。

両角 政人氏(早大OB)が語る諏訪湖

「諏訪湖の予定だった」「日本学生氷上競技選手権大会75回史」より

「日本学生氷上競技選手権大会75回史」
学生氷上競技連盟(平成15年1月6日発行)



諏訪湖というのは、明治、大正、昭和にかけて、日本中の
スケーターにとっては、かけがえのないスケート場であっ
て、いわば、揺籃と発展のすべての場所となっていた。

だから、各大学スケート部の人達は、何をおいても諏訪湖
へは必ず顔を出すという状態で、当然のことながらこの諏
訪湖が学生連盟発祥の母胎のようなものとなっていた。

当時諏訪湖は、年の暮れになれば必ず結氷して正月休み
の学生を待ちかまえていたものである。各大学は、早稲田
は下諏訪町、東大、慶応、明治などは上諏訪町というよう
に、別々の町に合宿していたが、滑る場所は同じ諏訪湖
だから知らず知らずのうちに意志は通じ、学連の結成と
なったともいえる。

「日本学生氷上競技選手権大会75回史」学生氷上競技連盟(平成15年1月6日発行)p6-7



その後の秋宮スケートリンク

1989(平成1)年2月12日
「秋宮リンク。明治42(1909)年に開設され大正11(1922)年にわが国最初
のフィギュア競技会、同13(1924)年は国内最初のアイスホッケー大会が
開催された。このリンクの賑わいぶりは洋画家金山平三の代表作に描
かれている。」

みんなでつくる下諏訪町デジタルアルバム (d-commons.net)

1930(昭和5)年1月
「山側の高台から撮った秋宮スケートリンクの全景。明治42(1909)年
に下諏訪氷辷会と有志が開設した特設リンクで、今日まで観光事業・
町民のスケート技術・体育向上に貢献したリンクで、関係者の努力に
は敬意を払いたい。」

金山平三
『下諏訪のリンク』
（1922年・大正11）



諏訪と日本のスケート史(江戸末期～昭和初期)

日本にスケート伝来?

諏訪でスケートが発展



伝統のスケートマラソンに
危機が迫る

オランダ北部フリースラント州で開催される「11市周遊スケートマラソン」
（Eleven Cities Tour, Elfstedentocht）に開催の是非を決定する「アイス・マスター」として
長年かかわってきたヘンク・クロース(Henk Kroes)さんが語る

多くの人々が安全に参加するスケート大会には、人々の重さに充分耐えられる最低でも厚さ15センチの頑丈な
氷が必要なのです！私たちは氷の状態と天候の状態を関連付けて記録し、科学的な方法と、経験豊富なたく
さんのアドバイザーの意見によって開催の可否を決めています。
1909年に開かれた第1回公式レース以来、開催のコンディションが整ったのはたった15回に過ぎません。
そのうちの3回は、私が「開催します」と宣言した大会で、この言葉を言えたのは、非常に幸運なことでした。
ところが最近、私は冬の厳しさが以前ほどではなくなったと感じています。最後に開催された1997年以後、湖や
運河で野外スケートができるような「平均的なオランダの冬」が無いのです。

WWFジャパン 地球温暖化を防ぐ 「目撃者の証言：伝統のスケートマラソンに危機が迫る」

https://www.wwf.or.jp/activities/climate/witness/2008/01/20080122ntl/

©Netherlands Board of Tourism & Conventions 2018



11市周遊スケートマラソン
(Eleven Cities Tour, Elfstedentocht）

オランダフリースラントの北部地域11都市を通る運河200kmを

スケートで1周するレース。

約300人のレース競技者と周遊ツアーを目的とした参加者約1万
6,000人、そして200万人の観客（総人口の10％以上）が殺到する、
オランダ文化とスポーツの伝説的な行事である。

https://en.wikipedia.org/wiki/Elfstedentocht

夜明け前にスタート

1954年2月3日 第10回大会
De 10e Elfstedentocht.ogv より https://en.wikipedia.org/wiki/File:De_10e_Elfstedentocht.ogv



De 10e Elfstedentocht.ogv より https://en.wikipedia.org/wiki/File:De_10e_Elfstedentocht.ogv

優勝 Jeen van den Berg さん

1954年2月3日 
第10回大会を記録した動画



Web カルティベータ から引用
https://thecultivator.jp/content/2021/02/15/1443/

フリースラント州の子どもたちは、よちよち歩きの頃から、父親に
椅子とともに氷に乗せられ、椅子を支えにしてスケートを練習した
ものでした。
屋内と屋外のスケートでは、醍醐味が全く違うのです。
私が暮らす小さな街、ボツムは、「11市周遊スケートマラソン」の
「競技コース」の近くにあります。細長い運河のそばで待っている
と、角を曲がって、大勢のスケーターがやって来る光景が見られ
たものです。
これから先、それをもう一度実際に見ることはできるのでしょう
か？
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の予測シナリオでは、
2100年までに平均気温が5度以上上昇する可能性が指摘されて
います。
そうなった場合には、開催のチャンスはほぼゼロになるでしょう。
伝統的なスケートマラソンがなくなるというだけではなく、私がとて
も大切にしている、フリースラント州の伝統的な文化や暮らしへの
影響が心配なのです。 (ヘンク・クロースさん)

目撃者の証言：伝統のスケートマラソンに危機が迫る｜地球温暖化の目撃者｜地球温暖化を防ぐ｜WWF
の活動 ｜WWFジャパン



オランダが10年に一度と言われる寒波に見舞われたのは2月6日から
7日にかけてのことでした。
オランダ王立気象研究所は深夜からコードレッドを発令し、不要不急の
外出を控えるように呼びかけました。オランダは雪が降ることも少ないの
で、雪が降ると途端に交通網がマヒします。
電車は全線不通、多くの交通事故も発生。
こうなると日常生活に支障をきたしますが、何故か血が騒ぎだすのが
オランダ人。終日氷点下の日が続くことを確認すると、運河が凍るぞ！
とソワソワし始めるんですね。そして、全オランダ国民の願いが叶って、
本当に久しぶりに凍りましたよ！
ほぼオランダ全土に天然のスケートリンクが出現しました。
「今までコロナで外出を控えていた人たちも、老若男女を問わず
氷に覆われた運河に出てきます。
乳母車を押して散歩をする人、自転車に乗る人、子供にスケートを教え
る人、アイスホッケーを楽しむ人、アイスセーリングをする人…天然のス
ケートリンクの楽しみ方も人それぞれで、青空社交場と化します。」

９年ぶりに本格的に運河が凍ったオランダはスケートでお祭り騒ぎ！

2021.02.15 オランダ在住 八木美保子さん

Web カルティベータ から引用
https://thecultivator.jp/content/20
21/02/15/1443/

 AFP通信 BB News「警告無視し薄氷でス
ケート、冷たい水にドボン オランダ」

2021年2月13日 13:16 発信地：ハーグ/オランダ
https://www.afpbb.com/articles/-/3331534

こんなニュースも…



ちなみに オランダには
「一晩でできた氷の上ではスケートしない」
（＝石橋をたたいて渡る）」ということわざがあるそうです

ご清聴ありがとうございましたWeb カルティベータ から引用
https://thecultivator.jp/content/2021/02/15/1443/


