Love Gear Spring 2017

この春
買いたい
3大アイテム!!
特集

ウエア、ブーツ、バックパックの選び方から注目のアイテム、
おとな女子登山部メンバーのおすすめギアまで
伊藤俊明(P4～8、
19、
23～27、
29、
33～37、
39、
41）
、
麻生弘毅(P9、
11、
13、
15、
17)、
宮川 哲(P20～21、
30～31、
42～43)＝文
岡野朋之(P4)、
中村英史(P9、
11、
13、
15、
17、
19、
27、
29、
37、
39、
41)＝写真 吉田仁美＝イラスト
おとな女子登山部＝監修／協力

桜の便りが聞こえる3月。
山はまだ雪を抱いていますが、
春は、
もうそこまで来ています。
新しいなにかがはじまる季節。
今年は山を歩いてみませんか？
山の店にも新製品が揃いました。
初心者が最初に買うなら、
登山靴、
バックパックと
快適なウエア。
数多ある道具のなかから、
厳選の３大アイテムを
ご紹介します。

2017 SPRING

04

Buyers Guide

【ウエア】
登山やアウトドアで着るウエアは
ただのファッションではなく、
身を守る道具のひとつ。
役割と機能を理解して選びたい。

ベースレイヤー
素肌に直接身に付けるウエア。
エア。
汗を吸い、拡散・蒸発させる機
る機
保つ
能によって肌をドライに保つ
素材
のがその役目。代表的な素材
はポリエステルやウール

ミドルレイヤー
フリースなどの汗処理に優
れるものからダウンなどの
保温性重視のものまで、幅
広い選択肢の中から、使用
状況に適したものを選ぶ

アウターウエア
雨を防ぎ、衣服内のムレは逃
は逃
す防水透湿素材のものを選ぶ。
選ぶ。
無雪期の代表選手がレインウ
ンウ
い山
エア。天気が変わりやすい山
では必携だ

最低限のウエアで快適を維持する
アウトドアの服装術
最低限のウエアで変化する環境に対応するこの

ミドルレイヤーは文字通りの中間着で、寒い時
アウターウエアは雨や風を防ぐためのもの。雪

的は「体を濡らさないこと」。雨を防ぐのはもち

がない時期の山ならレインウエアがこれにあたる。

ろん、汗を的確に処理することが重要となる。

風雨を防ぐと同時に衣服内のムレは逃す素材を使

素肌に直接身につけるウエアがベースレイヤー。
のがその役割で、これがレイヤリングの土台とな

てくれたの

の保温層となるフリースや薄手のダウンを指す。

服装術は、ウエアを３つの層に分けて考える。目

汗を吸い、生地の間に拡散して素早く蒸発させる

え

は

重ね着が基本。これをレイヤリングという。

る。ポリエステルやウールが代表的な素材だ。
教

登山をはじめとした外遊びでのウエアリングは

い、不快感を抑えてくれる。
ウエア選びに迷ったら、この３つの役割に照ら
して考えてみよう。答えが見えてくるはずだ。
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あやや
チャンスがあればソロでも山へ
向かう。未開拓の北海道と東北エ
リアに興味津々。ウエアは機能優
先なれど、服好きだけにファッ
ション性も見逃せない
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Wear
W
ポリエステル生地の吸汗
速乾のイメージ。毛細管
現象によって素早く汗を
吸い上げ、生地の間に拡
散して蒸発させる。素材
自体が水を吸わないため、
濡れてもすぐに乾く

【ベースレイヤー／化学繊維】
【ベ

ポリ
ポリエステルのモデルは
汗処理に優れ、
選択肢も豊富
汗
処
ベ
ベースレイヤーのいちばんの役目は汗処理。吸汗性と速乾性で選ぶなら、やは
り化学
り化学繊維が優れている。もっともベーシックな素材はポリエステル。繊維断面
を複雑
を複
を複雑な形にして、毛細管現象で汗を吸い上げて拡散する。繊維自体はほとんど
水
水を
水を吸わないため、乾燥も早い。生地の厚さやデザインなど、選択肢も豊富だ。

【ベースレイヤー／ウール】

不思議快適なウールのウエアは
一度使うと手放せない
「濡れても温かい」とウールが言われるのは、ウロコの
ように繊維表面を覆う「スケール」があるから。ウール

乾 燥 すると繊 維 表 面 のス
ケールが開き、繊維に含ん
ケ
だ水分をゆっくりと放出す
だ
る
る。化学繊維には真似でき
な
ない複雑な構造。天然素材
な
ならではの不思議な力

自体は水を含むが、このスケールが水を弾いて「濡れ」
を感じさせない。スケールは乾燥すると開いて水分を
放出する。これが、ウールがもつ天然の調湿機能。消
臭効果もあり、臭いにくいのも
臭効果もあり、臭いにくいのもうれしいところ。

【撥水・疎水ウエア】

汗の水分を追い出し
戻さない。
新世代のアンダー

COLUMN

バーグハウス

ウィメンズ
モデルの特徴

¥8,000 ＋税

最新のウィメンズモ
デルは、男性用のサイ
ズをただ小さくしただ

ファイントラックのドライレイ

けではなく、女性の体

ヤーが先駆者となり、いまや新常

型も考慮している。

識となりつつあるのが、強力な撥

「体型に合うカッティ

水性もたせたウエアや、繊維自体

ングは、見た目が美し

が水を吸わない疎水系の素材でつ

いだけでなく動きやす

くったウエア。これをベースレイ

さにもつながります」
。

ヤーの下に着ることで汗の水分を

と教えてくれたのは、

積極的に外に追い出す。汗は上に

あ や や。
「 試 着 の 際、

着るベースレイヤーに吸わせて発

フロントにファスナー

散。ベースレイヤーの機能を向上

があるものは上まで締

させる新世代のアンダーウエアだ。

めて動きにくくないか
確認してみてください」
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ウィメンズ ヴェイパー
ロングスリーブ ジップ
ベースレイヤー
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胸元は締め付け
ら れ な い か？
ファスナー付き
のモデルは、試
着の際に上まで
締めてチェック
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Wear
中綿入り
ジャケット
ダウン や 化 繊 綿 が 入った
ジャケットは保温性を重視
したもので、休憩時に最適。
コンパクトに収納できるの
で持ち運びも苦にならない

ダウンの利点は小
さく圧縮できるこ
と。手のひらサイ
ズに収納できる薄

フリース

手のモデルもある

通気性が高いフリースのウ
エアはベースレイヤーが吸
い上げた汗を発散する手助
けをする。アクティブに動
く場合の中間着はこちら

【ミドルレイヤー】

薄手からふかふかまで
状況に合わせて選ぶ
ミドルレイヤーは、中間に着用してウエア内を快適な温
度に維持するためのもの。富士山のような標高が高い場
所や北海道のような北国では夏でも必要になることがあ
る。フリースは適度な通気性があり、吸汗性や速乾性に
も優れる。より温かさを求める場合は、インナーダウンな
どの中綿が入ったものが向いている。

COLUMN

スカーレット

アクセサリーを
上手に使って快適に

ワンダーフォーゲル部出身で元
岩登りの国体選手。学生時代は
生物科で学んだ。山、
岩、
植物、
虫
が大好き。いまはふたたびリード
クライミングに夢中！

「日焼けは女性の大敵。対策
にはアクセサリーが 有 効で
す」と話すスカーレットがお
す すめしてくれた のは、UV
カット 加 工を 施した帽 子 や
アームカバーなどのアクセサ
リー。
「標高が高くなるにつ
れて紫外線も強くなります。
ですから、日焼け止めなどで
の予防も忘れずに。おとな女
子登山部の部員は、UV プロテ
クトベースを愛用しています」

バーグハウス

バーグハウス

サイドメッシュ アームカバー
ブリムハット
¥2,500 ＋税
¥4,400 ＋税
幅広のつばで日差しをさける
ハットはとくに有効なアイテ
ム。このモデルはサイドの切
り替え部の裏地にメッシュを
配してムレを軽減している

アームカバーの良いとこ
ろは、状況に応じて簡単
に 着 脱 が で き る こ と。
UPF50＋で紫外線をしっ
かり防ぐ。サイズは女性
向けのフリーサイズ

07

おとな女子登山部

UVプロテクト
ベース
¥980 ＋税
登山中に浴びる強い紫外線
から肌を守るUPF30 PA＋＋
＋。 伸 び や す くて メ イ ク
ベースにも使える。じつは
男性にも愛用者多し
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