
　今号の特集記事は秋の雨飾山です。この山を舞台に秋山登山の楽しみ方や注意点を
交えながらコースを紹介します。気軽に山の紅葉を楽しめるコースと健脚向けのマニ
アックなコースをご用意しました。雨飾周辺で楽しめる紅葉図鑑も掲載しているので、
本誌を片手に紅葉狩りを楽しんでみることもできますよ。
　また、連載 10回目を迎えた「山と人」では、フリークライマーの小山田 大さんに
インタビュー。世界のトップクライマーが自身のクライミングについて語ってくれま
した。さらに、「おとな女子登山部」が活動をスタート。彼女たちのめざす山への道は
険しく長かった……みたいです。ほかにも、知って得する山の最新情報が満載です !!
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　晩秋の山の風景は見る者の心をどこか切ない
気持ちにさせる。それは短すぎる山の秋の名残
惜しさだったりするのだろうか。この季節の山は
ただ美しいだけではない何かを持っている。
　長野県と新潟県の県境に広がる頸

くびき

城山塊の西
端にそびえ立つ雨飾山は日本百名山のなかでも
特に人気の高い山である。その理由はダイナミッ
クな山容と豊かな植生にあるような気がする。
　猫耳のような双耳峰や山の中腹にある布

ふとんびし

団菱
岩峰群などの造形美は、大規模な地殻変動によ
る地盤の隆起と豪雪地帯で知られるこの地方の
豊富な雨水による浸食によるものだ。
　また、標高 1963ｍのこの山は、麓から頂上
付近まで、山を覆うようにブナやミズナラ、ハ
ゼなどの林が広がっている。紅葉の季節になる
と、雨飾山は黄金色や朱色の錦綉を身にまとう。　　
　10月の終わりに待ちに待った雨飾山の紅葉
が見ごろを迎えた。JR新宿駅から南

みなみおたり

小谷行きの
特急あずさに乗り込む。秋の山の天気は読みや
すい。というのも、この時期の天気は１日の間に
刻々と変化する夏の山のそれと異なり、数日お
きに高気圧と低気圧が上空を通過する。だから
一度好天になるとしばらくは晴天の日が続く。　　
　JR南小谷駅からバスに乗り換え小谷温泉方

面へ進むと、山の木々が次第に紅葉していく様
が観察できておもしろい。温泉に浸かり宿から
トレッキングが楽しめる鎌池周辺で紅葉狩り。
夕日に照らされた山裾が息をのむほど美しい。
　本来は、この風景に出会えただけでも大満足
なのだが、人間の欲望とは恐ろしいものである。
この美しく紅葉した雨飾山を麓から見上げるだ
けでは飽きたらず、この山よりもっと高い山に
登り、その眺めを俯瞰的に楽しもうというのが
今回の登山の目的である。
　しかし、その登山ルートは驚くほど行動時間
が長い。計画段階で昭文社発行『山と高原地
図』のコースタイムをおそるおそる計算してみ
る。なんと 12時間 35分という驚愕の数字をは
じき出した。このコースタイムには休憩時間は
含まれていない。そのうえ、コース上に山小屋
はなく、水場もほとんどない。秋の夜長を楽しむ
こともなく、明日に備え早めに床につく。
　翌朝３時起床４時出発。妙高小谷林道をヘッ
ドランプの灯りだけを頼りに歩いていく。歩き
始めて 1時間ほど経ったころだろうか、１台の
乗用車が後ろから走ってきた。ヒッチハイクを
試みると見事に成功した。これで 30分の時間
短縮できる。しかし、ドライバーと話してみる

秋のほんの一瞬だけ見ることができる真っ赤っかの雨飾山。
そして、三段紅葉。ブナの森は黄から赤、そして茶へと変幻
自在にその色を変えて行く。同じ秋にもさまざな表情がある

course
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と、どうも金
かな

山
やま

ではなく、雨飾山の登山口をめ
ざしていることが判明した。つまり、道を間違え
た登山客だったのである。道を教えてあげると
感謝され登山口まで車で送ってくれた。
　空が白み始めたころ、金山へと続くブナタテ
尾根を登り始める。マイナールートを選ぶと、
まれに登山道が荒廃していたりするが、しっか
りとした登山道が続いていてひと安心。落ち葉
が積もった山道を小気味よい音をたてながら歩
く。しばらく進むと水場に到着。しかし渇水注
意と地図に記されていた通りみごとに水は枯れ
ていた。この先９時間は水場のない道を進まね
ばならない。飲み水をふだんより多めに持参し
て正解だった。ほっと胸をなで下ろす。
　念のため他にも水場がないかと周囲を散策し
ていると倒木にびっしりとナラタケが生えてい
る。以前、山小屋で味噌汁の具として食べたこ
とがあるが、非常に美味だったことを思い出す。
　つづら折れの道が終わり、尾根の上まで登る
と周囲の展望が開けてきた。木立の間から、朝

日を受けて輝く周囲の山々の紅葉が垣間見られ
る。しばらく進むと狭い沢のなかへ入っていく。
ぬるぬるとした滑りやすい岩が落ち葉に隠れて
いる。危険箇所にはロープが張られていた。
　沢を抜けると登山道にうっすら雪が積もり始
めた。「こりゃ、三段紅葉が楽しめるぞ」と初
めこそワクワクしていたが、前方にそびえる天
狗原山の山頂付近に大きな雪原がはっきりと見
えた。その瞬間、頭に「滑落」の二文字がよぎ
る。アイゼンを持参していないため雪面がクラ
ストしていたら下山しなければならない。暗い
気持ちのまま天狗原山の頂上へと延びるガレ場
をおずおずと歩き始める。すると、なんという
ことだろうか。雪はふかふかの新雪であった。
これならキックステップで何とかなりそうだ。
２日前に大きな低気圧が本州を通過したおりに
降らせた雪に間違いない。
　天狗原山の頂上に立つと、目の前にはみごと
に三段紅葉した焼山と火打山の姿。「やった
やった」と大喜びしたいが、心のどこかに違和

感がある。というのも東側の展望は開けている
のに西側の展望はない。その時、地図を広げて
初めて気がついた。天狗原山から金山までは稜
線の東側を歩くため雨飾山の姿を見ることはで
きないのである。一気に金山の頂上をめざして
みる。しかし、こちらも背丈ほどもあるクマザ
サにはばまれ西側の展望はない。
　行動開始から 7時間が経過した。このまま雨
飾の姿を見下ろすことなく、下山するのではな
いかと不安になる。ここで負けてはいられない。
藪
やぶ

こぎをして雨飾山へと続くシゲクラ尾根を進
む。急勾配の下り斜面に出ると視界が広がり雨
飾山が目の前に姿を現した。
　布団菱岩峰群と前沢奥壁のそそり立った岩壁
と山裾から見渡す限りどこまでも続く紅葉した
森。嗚呼なんてすばらしい景色であろうか。雨
飾山の全容を俯瞰的にとらえることができるの
は金山に登るほかにない。ここまで登ってきて
よかったとしみじみと感じる。
　ふだんは昼食をとらず行動食で済ませるが、

1.紅葉の見ごろを迎えた雨飾山。シゲク
ラ尾根から眺めると雨飾山の全容が見わた
せる　2.天狗原山から金山への稜線上の
道には、フカフカの新雪が。焼岳と火打山
が見ごとに冠雪していた。頸城では、もう
冬が始まっていた　3.シゲクラ尾根の鞍
部。色とりどりに紅葉した林のなかを歩く
のは楽しい。後ろに見えている雪をまとっ
た山が、この日に歩いて来た金山。標高が
低いぶん、ここはまだ秋の様相

course
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何をどう頑張っても下山は日没後になりそうだ。
雪山で凍えた体を温めるため食事をつくること
にした。食事というものは、味覚はもちろんだが、
視覚に左右されることが多い。すばらしい一杯
のラーメンに仕上がったことはいうまでもない。
　あとは無事に下山するまで日没との時間の闘
いだ。雪のついた尾根を一気に駆け下りる。し
かし、茂倉峰、白倉峰、黒沢峰と展望が開けるポ
イントを通過する度についつい足を止め、雨飾
山に見とれてしまう。恐ろしい山の魔力との闘
い末、尾根の鞍部に辿りついた。振り返ると金
山の三段紅葉が雨飾山に負けずにすばらしい。　
　この場にいつまでも留まりたいという衝動が
こみ上げてくる。ここに山小屋やテン場がない
ことが非常に悔やまれる。少し先にある大曲り
と呼ばれるポイントに、このルートの最後の水
場がある。水さえ手に入れれば、テントはない
が食料は十分に持っている。ビバークも可能な
はずだ。しかし、ここは国立公園内の特別保護区
である。そんな身勝手が許されるわけがない。　
邪念を振り払うため、一滴の水も汲まずに雨飾
山へと続く急斜面を四つん這いになり登った。
こうなれば山小屋に辿り着く以外に手はない。
　しかし心の葛藤はこれだけでは終わらなかっ
た。雨飾山頂上まであと約 30分の笹平で、こ
の山行最大の決断を迫られた。それは何かとい
うと雨飾山頂上に立つか否かである。頂上への
往復と滞在時間を考えれば、下山を開始するこ
ろには確実に日没を迎えてしまうからだ。その
山の頂上に立たずに登ったとは感覚的に言いに
くい。さらに今頂上に立てば間違いなくすばら
しい夕日を眺めることができる。散々迷った末、
山頂には行かずに下山することにした。秋の夕
暮れは日に日に短くなる。登山に油断は禁物だ。
　新潟県側の登山口となる雨飾温泉への道は、
非常に傾斜の強い登山道である。整備された山

道だが、行動開始から 12時間以上経過してい
るため一歩一歩が死にものぐるいの行軍である。
一度、登山道が平坦となったところが中ノ池だ。
あと少しで下山最後の力をふりしぼる。その後、
登山道は神難所沢沿いの狭い稜線歩きとなる。
ロープやハシゴが設置された場所もあり慎重に
足を進めた。すっかり日が落ちたころ、江戸時
代から続く秘湯「雨飾温泉」に到着し、計 15

時間に及ぶ長いこの山行もようやく終わった。
　夜、露天風呂につかりながら今日一日を省み
る。やはり明るいうちに下山して正解だった。
無事に下山してこその山登りである。山岳事故
は下山時に起こることが多い。暗闇のなかを
ヘッドライトの明かりのみで下山するのは想像
以上にタフな作業である。山は逃げないし、季
節はまためぐってくる。物事に執着してはいけ
ない、雨飾山がそう教えてくれた気がする。

4.倒木から生えるナラタケ。落ち葉に隠れて密生する姿が愛らしい　5.水に浮かぶモミジの葉。鎌池周辺にはこのような風光明媚な場所が
点在する　6.残照を浴び黄金色に紅葉したブナの葉がいっそう輝く。雨飾山の麓には美しいブナ林が広がっている　7.紅葉が見ごろを迎え
る季節になると、2000mを越える山頂付近では、氷結した枝が見られるようになる　8.鎌池は小谷温泉から気軽にトレッキング楽しめる紅葉
狩りのポイント。温泉に浸かったあとに、この池の畔でのんびりと過ごすだけでも、贅沢の極み。　9.新潟県側の登山口である雨飾温泉から
伸びる登山道。難所のぞき付近の切り株に座り紅葉を楽しんだ。雨飾山は、信州側からも新潟側からもとびきりの秋が楽しめる

1980年東京生まれ。中央大
学商学部卒。TVCM制作会社勤
務後、カメラを手に半年かけて
中南米を廻る。帰国後、鹿児島
から北海道まで桜前線を追いか
けながら、もっと写真のことを
知りたいと思うようになり、ス
タジオに勤務。スタジオ退社後、
NGOのカメラアシスタントと
してアフリカ、アジアなど６ヶ

国を訪問し、ボランティア活動を支援。同時にフリーのア
シスタントをしながら写真活動開始。自分の作品として、
全国各地にいる同年代の伝統工芸を継ぐ職人達を撮影して
いくなかで、時間をじっくりとかけた手づくりのモノを目
の当たりにし、その存在感、温かみに心を打たれる。自分
の写真にもその手作りの風合いを取り込むため、写真の古
典技法を研究し、単塩紙による作品制作に着手。現在、和
紙に写真を焼き付けるなど、独自の写真表現に挑戦中。
www.ryosuketoyama.jp
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　雨飾山への最も一般的なルートは小谷村の雨
飾高原からの入山。登山口周辺で前泊するか、
朝も早い時間に登山口に入り、日帰りで頂上を
往復する。行動時間は６時間 40分程度だが、
登山口と頂上の標高差は 800mほど。登りの中
盤からは息もつかせぬ急登が続くので、ペース
配分に注意したい。
　入山口となるのは小谷温泉登山口（雨飾高原
キャンプ場）。登山口周辺にはいくつかの駐車
場があるが、紅葉の盛期には早い時間から埋
まってしまうので注意したい。また、入山のタ
イミングがほかの登山者と重なってしまうと、
下山まで人の列のなかを歩くことになってしま
う。駐車場の確保と合わせて、早い時間に登山
口には到着しておきたい。
　登山口からしばらくは、渓流に沿った木道の

上を歩いて行く。木道は明るい湿地に面した林
縁につけられており、ヤマブドウやサルナシと
いった秋の木の実が目を楽しませてくれる。木
道に沿った細流には、産卵を控えた大きなイワ
ナも潜んでいる。淵が覗き込めるような場所が
あれば目をこらしてみよう。
　登山道が川から離れ、明るい雑木林に入った
ところからが足慣らし。適度なアップダウンを
繰り返しながら、ブナやミズナラの森のなかを
少しずつ高度を上げて行く。この辺りで紅葉の
盛りに出会えば、ブナの森特有の金色のトンネ
ルをくぐることができる。
　ミズナラの森が切れ、視界が開けた先が荒菅
沢。晩夏まで雪渓を残す沢として知られるが、
この時期は河原が露出している。このルート上
で、安定して水が得られるのはここだけなので、

1.笹平越しに雲の中から現れた雨飾山の頂
上　2.小谷温泉登山口に建つトイレ。この
向いにはキャンプ場の管理棟があり、清涼飲
料水などが買える　3.登山道にはルート上
のどの辺りか示すプレートがあり、ペース配
分に役立つ　4.渓流に遊ぶイワナ。禁漁区
だからか、人を見ても逃げない

文＝藤原祥弘　写真＝岡野朋之
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たっぷりと給水しておきたい。
　荒菅沢からいよいよ本格的な登山になる。沿
道のミヤマガマズミやヤマウルシなどの紅葉が
鮮やかだが、それを楽しむ余裕もないほどの登
りが続く。休憩をとれるスペースも少ないので、
小休止のとり方に注意したい。高度を上げて周
囲の木々の背丈が低くなってきたころ、笹平か
ら続くササ原にぽっかりと出る。
　笹平周辺から、頂上直下までは緩やかなアッ
プダウンを繰り返す快適な道が続く。正面には
どっしりとした雨飾山、振り返れば雄大な頸城
山塊が広がっている。頂上直下はときにハシゴ
場もある急な登りになるので、このあたりで一
度息を整えておこう。また、紅葉の時期には頂
上周辺がたいへん混雑する。昼食は笹平でとっ

てから登るか、頂上を踏んでから帰りがけにと
るようにしたい。
　最後のひとふんばりの急登を越えた先が、古
びた石仏が祀られている北峰。石仏の視線の先
をたどると、眼下には糸魚川の町が広がってい
る。より標高の高い南峰へ進むと、北アルプス
の山並みがすばらしい。海から立ち上がる白馬
連峰を正面に望み、好天時には鹿島槍ヶ岳
まで見通せる。
　紅葉の盛期、頂上はたいへん混
雑する。ちょっと残念だけれど、
登頂したら速やかに後続に場所
をゆずろう。早めに降りても大
丈夫。その分だけ帰り道の紅葉
をゆっくり楽しめるのだから。

5.中腹の美しい森も雨飾山の魅力。なかでも
「ブナ平」と呼ばれるブナが林立するあたりは
見どころのひとつ。盛期には金色に染まるが取
材時はまだ緑だった　6.秋の訪れに敏感なム
シカリは実とともに葉も色づいていた　7.水
のとれる荒菅沢は絶好の休憩ポイント。ここで
息を整えておこう　8.荒菅沢からの急登を越
えた先、笹平のあたりで紅葉に追いついた。カ
エデの仲間が鮮やかに発色していた　9.南峰
から北峰を望む　10.取材時は笹平が紅葉の盛
期。頂上から山麓へと下りる雨飾山の紅葉は、
長期間楽しめるのも特徴

　日帰りで登れる山とはいえ、早朝入山か前泊が
前提となる雨飾山。体力面や安全面を考えれば、
できれば前泊して望みたい。また、公共交通機関
でアクセスする場合も、運行時間の都合で前泊が
必須となる。小谷村側から登る場合、宿泊の候補
となるのは小谷温泉登山口の間近にある「雨飾高
原キャンプ場」（☎ 0261̶85-1045）と小谷村営
の公共の宿「雨飾荘」（☎ 0261-85-1607）。それぞ
れ、キャンプ場は登山口へ至近で駐車場の確保が
確実という点、雨飾荘はゆっくり休んでから山に
望めるという点でメリットがある。キャンプ場の
利用料金は登山者の場合１泊 500円、雨飾荘は２
名１室利用で１名あたり１万 6000円程度から
（紅葉の時期）。お好みでどうぞ！

日本海の幸と小谷村の山の幸が味わえる雨飾荘は、食事、温泉とも
一級の温泉旅館。露天風呂を併設する内湯に加え、宿泊者意外にも
解放された「森の露天風呂」を備える。温泉はもちろん源泉掛け流
し。ナトリウム炭酸水素塩泉は切り傷、神経痛などに効果あり

より快適なオートキャ
ンプサイト（4000円
／１台）もある

column
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column

写真＝林 将之　文＝藤原祥弘

ブナ科
コナラ属

大人数人でも抱えきれない
巨木になるが、登山道周辺
のものは小降りのものが多
い。寒暖の差が大きい年は、
きれいな黄色に黄葉する

ブナ科
ブナ属

「ブナ平」に多い。条件が
いい年は黄色く色づくが、
茶褐色になることも。実は
動物たちのごちそう。木の
下での食痕探しも楽しい

トチノキ科
トチノキ属

登山口に近い湿地の際
で見られる。掌状の大
きな葉で、明るい黄色
に色づくのが特徴。黄
葉の盛期にまんじゅう
のような実をつける

カエデ科
カエデ属

写真は本海側を中心に分布
する変種のアカイタヤ。
「黄葉」するのになぜ「赤」
なのかというと、新芽が赤
い色をしているから

スイカズラ科
ガマズミ属

名前の通り、ガマズミよ
りも高地を好み、より鋸
歯が尖る。全山の紅葉に
先駆けて橙色～赤紫に色
づき、赤い実とともに緑
が残る林内でよく目立つ

カエデ科
カエデ属

学名は「日本のカエデ」を
意味する Acer japonicum。
赤～黄色に色づき、鎌池の
周辺など、雨飾山麓の紅葉
を盛り上げる重要な構成種

バラ科
ナナカマド属

登山者に親しみ深い「ナ
ナカマド」は、じつは高
山を好む別種のウラジロ
ナナカマド。ナナカマド
はより標高の低い山地帯
～亜高山帯に生える

ウルシ科
ウルシ属

登山口から笹平の下部間
での間で見られる。10月
上旬ごろから鮮やかに紅
葉するが、触れるのは禁
物。体質よってはひどく
かぶれることがある

ブドウ科
ブドウ属

葉の大きさは 20㎝ほど
とかなり大ぶり。林縁を
好み、登山口とそこにい
たる林道に多い。紅葉の
盛期と同じころ、甘酸っ
ぱい房状の果実をつける

スイカズラ科
ガマズミ属

ミヤマガマズミに似る
が、こちらのほうが葉
が大きく、縮緬状に凹
凸がある。円形の葉を
亀に見立てた「オオカ
メノキ」の別名がある

　葉を直接スキャナーで取り込む手法で撮
影。紅葉する樹木の代表であるカエデ科
24種をはじめ、高山から街路樹までを網
羅している。葉 1枚から名前が調べられる
よう色別の一覧表も掲載。検索性も高い。

拡大率 30％

拡大率 80％

拡大率 60％

拡大率 30％

拡大率 50％

拡大率 70％

拡大率 60％

拡大率 100％ 拡大率 50％

拡大率 60％
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文＝藤原祥弘

column

　北アルプスの北部の山々に登ったことがある人
なら、東側に堂々とした山容の頸城山塊が横たわ
るのを見たことがあるだろう。雨飾山はその頸城
山塊のうちのひとつ。
　雨飾山は標高 1936mと 2000mにも届かない山
でありながら、深田久弥の選定した日本百名山に
加えられている。同じく頸城山塊の山のうちで、
日本百名山に選ばれている妙高山や火打山が
2400mを越えているのに対して、頭ふたつぶんほ
ど低い雨飾山が加えられているのは大抜擢という
ほかないだろう。
　どうやらこれは深田久弥の個人的な思い入れが
反映されているようだ。「簡単に登れず、何度か
挑戦した末に登った山ほど思い出深い」といった
意味の言葉を残している深田にとって、３度目の

挑戦にしてやっと頂上を極めた雨飾山はまさにそ
んな存在だった。また、大恋愛の末に結ばれた二
度目の妻・志げ子との婚前旅行の旅先としてもこ
の地を訪れていることを考え合わせると、山その
ものの魅力に加え、深田個人の執心を加味して
の日本百名山入りだったのでは、と勘ぐらずには
いられない。
　もちろん、そんな深田の肩入れを差し引いても、訪
れた人を納得させるだけの魅力が雨飾山にはある。
　ひとつは山麓の豊かな森。ブナやミズナラが
混じる混成林は深く、秋の紅葉では山よりも山麓
の紅葉を楽しみにする人も多い。とくに鎌池周辺
は手軽に紅葉を楽しめる散策路として人気が高い。
　ふたつめはダイナミックに変化する景観。豊か
な森とその先の急登、急登を越えると現れるササ
原の対比は鮮やかだ。紅葉の時期には目にするこ
とはできないが、笹平周辺は高山植物の宝庫とし
ても知られている。
　３つ目は頂上からの展望。眼下に日本海、西
側に北アルプスを見晴るかす頂上は、「山を見る

山」としても秀逸だ。
　この頂上にあって、この山が古くから愛されて
きたことを示すのは、北峰に残る石仏群。糸魚川
の集落を見下ろすこれらの石仏は、糸魚川の羅
漢上人が自ら刻み、運び上げたという言い伝えが
残っている。また、雨飾山という美しい名は頂上
で雨乞いを行なったことに由来するという。古い
時代から、雨飾山は人々にとって特別な山だった
のだ。

　例年の紅葉の盛期は 10月上～下旬。この間に
訪れれば、山麓から頂上までのどこかで目を見張
るような紅葉に出会えるはずだ。
　紅葉のすばらしい雨飾山だが、唯一の問題が
あるとすれば、紅葉の盛期は登山者が多いこと。
盛期の週末には登山道の各所で大渋滞が起きる
ことも珍しくない。可能であれば、週末や最盛期
をずらす「オフピーク登山」を心がけて、登山と
紅葉を心行くまで楽しみたい。

※上記ルートは、長時間歩行が必須のルートのため、健脚向き。上級者のみでの行
動が好ましい。可能であれば、金山登山口までは、タクシー等を手配するといい。

取材日：2012年 10月 25日～ 26日

取材日：2012年 10月 5日～ 6日
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　 R横浜線の鴨居駅に降り立ち、鶴見
川沿いに歩いていく。約束の時間ま
であとわずか。目印という赤い自動

販売機を見つけて駆けよると、倉庫のような建
物に行き着いた。
　ここは、プロフリークライマー・小山田大さ
んのクライミングジム「プロジェクト」。カウ
ンターの奥から出てきた小山田さんは、無表情
だった（のだ、このときは）。
　多忙の合間を縫っての取材。やはり無理なお
願いをしてしまったか。しかし、のちの会話で
心配は一気に吹き飛ばされることになる。
「インタビューって、けっこう好きなんです」

「シーズン中はほとんど岩場にいて、オフシー
ズンはジムでトレーニング。こっちに来てから、

もうずっとそんな生活ですね」
　コンペが終わったら、すぐ帰る。そう家族に
伝えて鹿児島からやってきたのは 18歳のとき
だった。知人やホームジムに恵まれ、結局その
まま２年帰らず。以来、横浜に居を構えている。
　クライミングと出会ったのはその３年前、15

歳頃のこと。山登りが好きで、近所の裏山や霧
島連山によく足を運んでいた。夢は登山家。で
も、歩くのってきつい……そう思っていたある
日、登山中に岩と出会った。
「試しに登ってみたら、てくてく歩いているよ
りも断然楽しかった。これなら純粋に岩登りを
したいと思って、クライミングを始めました」
　はじめは独学でボルダリングにいそしむ日々。
やがて岩場でクライマーと交流するようになり、
ロープクライミングにも手を広げていく。18歳
の頃、クライミングで食べていくことを決意。
20歳で本格的にスポンサーがつき、晴れてプ

ロとなった。

　15歳から歩んできたクライミング道。ター
ニングポイントは、2000年にコンペに出るのを
キッパリやめたことだという。
　今でこそ様々なスタイルがあるものの、当時
プロとして生きるには、コンペで好成績をおさ
める必要があった。もともと岩登りが好きでプ
ロになったのに、気づいたら登っているのは人
工壁ばかり。コンペティターたちの、スポーツ
マンチックな雰囲気にも慣れなかった。
「クライミングを始めたときの楽しい感覚とは
全然違った。やっぱりクライミングは岩を登る
もの。プラスチックじゃないだろう、と」
　こうして小山田さんは、自身のフィールドを
完全に岩場へと移行した。

文＝小林由
理亞　写真

＝冨田寿一
郎
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　もうひとつのターニングポイントは、2009年
に仲間とクライミングジムをはじめたこと。
「引退したら、ジムをやっていくのが理想的な
形だと思っていました。まだ現役なのでちょっ
と早いけど、タイミングが合ったのでここらで
ひらいておこうかと。まわりの人に恵まれたお
かげですね。ひとりじゃ絶対無理でした」
　ここ数年、クライミングジムが飛躍的に増加
している。しかし、小山田さんはこの一店を大
切に「うまくなりたかったらプロジェクトに
行ったほうがいい」と言われるようなジムへと
成熟させたいという。
「ここに来る方には、岩登りをしてほしいと
思っています。コンセプトは、岩を登るための
トレーニングがしっかりできる場所。平日はこ
こで鍛えて、休日は岩場に行ってほしいです」
　……まあ、いつでも来てもらったほうがあり
がたいんですけどね、と続けながらも、「クラ
イミング＝岩登り」という思いはまったく揺る
がない。もちろんいろんな考えがあっていいと
思うし、ジムで登るのも楽しい。でもそれだけ
じゃないし、本当のクライミングってそれじゃ
ない、と小山田さんは言う。
　自然の岩場と人工壁とで明確な違いがあるの
はわかる。ただ、これほどまでにこだわるゆえ
ん、岩の魅力とは何なのか。
「やっぱり外だから、単純に気持ちいいですよ
ね。もし気候変動が起こって 365日雨、外の岩
場で登れなくなったら……クライミングはやめ
ないと思うけど、つまらなくなるだろうなあ。
例えばサーフィンだって、プールでしかできな
くなったらつまらないでしょう」
　クライミングはフィットネスでもゲームでも
スポーツでもなく、冒険に近いものなのだとい
う。たしかに、自然の岩場にあって人工壁にな
いものは、の答えが「冒険」だとすれば納得で
きるし、その深みを知るべく、岩にとりつきた
くもなる。
　では、15歳の小山田さんを魅了し、ずっと岩
に向かわせるクライミングのおもしろさとは何
なのだろう。
「まあ、よくわかんないけどとにかくおもしろ
い、って感じかなあ」
　意外と、ふわっとしている。言葉にするのは
難しいものなのか。
「うーん。ボルダリングの場合、岩に登る時間
はほんの数分なんですけど、そのなかにぎゅ
うっと凝縮されているような感じというか……。
そうだなあ、何だろうなあ」
　ならば、登っているときには何を考えている
のだろうか。
「ああ、よく聞かれるけど何も考えてないんで
す。体をどう動かすか、くらいで。登っている
最中は、嫌なこととかウダウダ考えることが
まったくない。そういう、まったくない時間を
作れるのが魅力なのかもしれないです」
　そして、岩と自分の関係は一対一。ひとり無
心に岩と向きあう行為の純粋さもまた、クライ
ミングに惹かれる理由だと話してくれた。

　　
　世の中には、小山田さんにとってのクライミ
ングのような存在を見つけられずに思い悩む人
もいる。しかしそれは自分の才能にはよらず、
運でしかないと小山田さんは言う。
「そう考えたほうが、気が楽じゃないですか。
好きなことってなんか知らないけど好き！　っ

ていうものであって、努力して見つけるもので
はないと思う」
　そして、僕はただ運がよかった、と。
　嫌いなことは徹底的にできないのが大弱点、
と語る小山田さんがプロになったのは、好きな
クライミングならできるからだった。
「本当に、クライミングしかできない。これを
取ったらなにも残らないから、モチベーション
も切れようがないです」
　もちろん、クライミングをやめようと思った
ことはまったくない。
「でも、クライミングでの挫折って、よくある
ことだと思います。たいがいの人は登れなくて
やめちゃうんじゃないかな。それはすごくもっ
たいないですよ」
　とはいえ、人にはがんばっても全然できない
ときだってある。そんなときはどうするのかと
聞くと、ちょうど昨日がそうでした、と笑う。
「そういうときって一番底、ボトムなんです。
波って必ずあるもので、底がきたあとは少しず
つ上がっていく。それがわかっているから、登
れなくてもあまり気にしないです。落ち込むこ
とも、そりゃあるでしょう、と」
　達観。さすが、世界のトップクライマー……
と思ったところで、今日は「世界」にまつわる
言葉を一度も聞いていないことに気がついた。

　
　小山田さんは 2004年に世界最難課題を初登
するなど、これまで国内外の岩場で活躍。海外
からの評価も高いクライマーである。クライミ
ング界における自身の存在認識を問うと、世界
には強いクライマーがいっぱいいるからなぁ、
とつぶやいた。
「だけど、僕は今年 37でしょう。この歳で、
このグレードを登っているクライマーはかなり
少ない。そういう意味では、価値があるのかも
しれないです」
　小山田さんによると、海外のクライマーは若
い頃から精神的に成熟しており、30歳を過ぎる
とやめてしまう人が多いらしい。
「それに比べたら僕なんて。まだまだいける
なって感じですね」
　そもそも、クライミングはシチュエーション
やルートの性質が豊富で、いつまでたっても
まったく飽きないし、飽きようがないという。
「たぶん、80歳になっても岩場へ行くと思いま
す。だから、本当の意味での引退って、ないん
じゃないのかな。いつかプロではなくなるけど、
そうしたらより自由に活動できるでしょうし」
　現在の小山田さんの活動を知ると、一般にイ
メージされるフリークライマーとはひと味違う
ことに気づく。
「クライミングに出会ってなかったら、ものを
つくる仕事に就いていたかもしれない。職人の
仕事を見たり、何か作ったりするのがすごく好
きなんですよ」
「ダイホールド」の主宰として、20歳の頃から
オリジナルのクライミングホールドを作り続け
ている。また、クライミングのアパレルブラン
ド「inga」のアドバイザーを務めて早９年。そ
して、現在メインに行なっている活動は「開
拓」である。
「まったく何もない状態、ゼロからルートを拓
いていく。いま一番純粋にやりたくて、情熱を
かけられるのが開拓です」
　地元からの情報や自分の勘を頼りに、まずは

理想的な岩を見つける。そして土地所有者への
交渉などを地道に行ないながら、ボルダリング
のルートを作りあげていく。
　理想は前傾した岩で、美しくハードなライン
が描けること。気分がいい場所にあって、アプ
ローチが短いこと。現在開拓中の笠置山や九州
には、手つかずのいい岩がいっぱいあるんです
よ、と目を輝かせながら話す。
「根本的には自分のためだけど、見つけていか
ないといけない、という思いもあります。僕は
プロなので、開拓したら公開していく。すると、
そこでみんながクライミングを楽しめるように
なりますから」
　今後の展望は、さしあたり宮崎にある試登中
の課題（いわく、これは世界レベル）を完登す
ること。そして、ライフワークとして開拓を続
けていくこと。
「今後もクライミングという一本の柱はまった
くグラグラすることなく、いけたらいいですね。
でも、未来に何が起こるのかは全然分からない。
だから一日一日、精一杯登るって感じです」

「プロジェクト」の壁には「ダイホールド」の
製品が使われている。ぜひ、登ってご確認を

こやまだ・だい● 1976年生まれ、プロフリークライマー。15

歳で岩登りと出会い、95年から国内外のコンペに出場、頭角を
現す。2000年にコンペを辞し、表現の場を外岩に特化、ボルダ
リングに傾倒する。2004年に世界最難課題「The Wheel of Life」
(V16)初登。世界のトップクライマーとなる。現在は、岐阜県
笠置山や九州などの岩場で積極的に開拓を行なっている。強い
女性クライマーは O型が多い、との持論あり。「関係ないこと
はわかってるんですけど……誰か科学的に調べてくれないかな
あ」と話す、AB型の 37歳。
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ポーラテックのサーマル
プロを使い、軽量で温か
く、収納性にも優れる。
両脇と肘に伸縮性があり
動きやすい。ウィメンズ
あり。／￥12,600

中綿は撥水ダウン、
シェルに防風・撥水性
に優れるパーテックス
エンデュランスを使い、
濡れに弱いダウンの弱
点をカバーした一着。
／￥26,250

 マムート

メンズグラビティ
ULダウン
ジャケット

1964年岡山県生まれ。冬
はスキー、夏はキャンプや
登山を楽しむ学生時代を経
て好日山荘へ入社。今年で
在籍 28年になる。道具の
今昔を知る大ベテランだ

清宗隆行

清宗さんのオススメ
グレゴリーZ40

荷重を効果的に分散しながら、
背面の通気性も確保した人気作。
大容量のフロントポケットをも
ち、レインカバーも付属するな
ど使い勝手もよい。／￥18,690

親指と人差し指に導電性
のスウェードが張ってあ
り、スマートフォンなど
のタッチスクリーンを操
作できる。ウィメンズあ
り。／￥2,940

 アウトドアリサーチ

PLセンサー
グローブ

アッパーの一部をシンセ
ティック素材に変えて軽
量化を計った好日山荘限
定モデル。縦走から残雪
期にも対応する 3シーズ
ンモデル。／￥36,750

 ガルモント

タワーGTX

高品質メリノウールを
使用したクルーネック。
繊維が細かく縮れた
ウールは空気を多く含
むために温かく、濡れ
ても冷えにくい。秋冬
のベースレイヤーに最
適だ。天然の消臭効果
があり、臭くなりにく
いのも特徴。／￥9,765

 アイスブレーカー

オアシスクルー

　人口 200万人を超える大都市ながら、東京と大阪
の中間に位置し、日本アルプスへのアクセスも良好
な名古屋。その駅前に、この春注目の新店舗がオー
プンした。好日山荘名古屋駅前店は、名鉄百貨店本
店メンズ館の 5階。JR名古屋駅から地下街で直結し、
雨の日も傘いらずという抜群のロケーションだ。
　くの字型のフロアにはウェアやギアがずらりと並
ぶ。バックパックやシューズの充実した品揃えに、
ウェアはブランドごとにコーナーが設けられている。
百貨店らしく通路にゆとりがあるのも特徴で、他人
の通行を気にすることなく、品定めできる。

　さて、暦は９月。いよいよ秋山のシーズンがはじ
まる。紅葉に温泉と楽しみは盛りだくさんだが、日
中は暑くても、朝晩や天候が悪化すると一気に冷え
込むこの季節はウェア選びが気になるところ。スト
アマネージャーの清宗さんにおすすめを伺った。
「雨風を防ぐシェルをはじめフリーズやダウンなど
の保温ウェアも大切ですが、重要なのは肌に近いベー
スレイヤーです。これからの季節は天候の変化に強
いウールがいいでしょう。防寒対策として帽子やグ
ローブなどの小物を上手に使うのもポイントです」。
　山行前に、お店のチェックをお忘れなく。

高度な耐久性を備えるゴアテックスプロのハード
シェル。ミニマムなデザインで軽量。優れたカッ
ティングで体の動きを妨げない。／￥56,700

 バーグハウス

チベッタジャケット

 バーグハウス

ブレンタフリース
ジャケット

文＝伊藤俊明　写真＝山田真人

9月末入荷予定

9月末入荷予定

9月末入荷予定
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左上）アルプスが近いため、しっかりしたブーツも数多く揃える。左下）バックパックも圧巻。右
上）アウトドア＆キャンプ用品を展開するスノーピークストアも併設。右下）テント泊の装備も

110ルーメン、最大照射距離 70mの
明るさをはじめ、遠近切り替えや赤色
LEDも備える高機能モデル。専用の
充電池を使って USB充電ができるエ
コな一品。／￥6,195

 ブラックダイヤモンド

リボルト

ベストセラーのストームゴー
ジュアルパインパンツよりも
伸縮性に優れる、この秋の新
製品。ファスナー付きポケッ
トとベンチレーションを備え
る。メンズ／￥17,115、ウィ
メンズ／￥16,800

 ファイントラック

ソラノパンツ

バーグハウス、コロンビア、ザ・
ノース・フェイス、ヘリーハンセン、
マムート、パタゴニア、ホグロフス
など人気ブランドのウェアも充実

ポーラテックのハイロ
フトマイクロフリース
を使用した薄手の一着。
ミドルレイヤーからア
ウターまで、マルチに
使える。／￥19,950

 バーグハウス

スコーチ
マイクロフリース
ジャケット

アルミの外側にカーボンを巻
いて軽さと強度を両立。手に
した時のバランスも良い。ス
プリングを内蔵して衝撃を吸
収する。／￥15,750

 バーグハウス

トレッキングポール

メンズモデル同様、濡れに強い軽量ダウンジャ
ケット。ウィメンズモデルには中綿入りのフー
ドが備わり、さらに温かい。／￥26,250

 マムート

ウィメンズグラビティ
ULダウンジャケット

好日山荘名古屋栄店
住所：愛知県名古屋市中区栄3-8-8
名古屋平和ビル2F
営業時間：11:00～21:00　☎052-269-1821

駅前店と並ぶ2トップ

other
shop info

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1
名鉄百貨店本店メンズ館5F
営業時間：10:00～20:00
☎052-414-7100

名古屋でいちばんの繁華街といえば栄地区。古くか
ら続く商業の中心地だ。名古屋の好日山荘といえば、
ここ栄店がはじまり。現在の店舗はガラス張りのモ
ダンなビルの２階に店舗を構える。専門店ならでは
の品揃えはもちろん、知識と経験を持つスタッフの
多さも特徴のひとつ。名古屋駅前店がオープンして、
頼れる 2トップ体制が整った。

 バーグハウス

ブレンタフリース
ジャケット

好日山荘
名古屋駅前店

9月末入荷予定

9月末入荷予定

防寒には頭部を守るのが効果的。
リバーシブルのビーニーなら、
機能を求めながらファッション
も楽しめる。4色展開。ユニ
セックス。／￥3,150

 バーグハウス

ウルベターナビーニー

9月末入荷予定
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たかくわ・しんいち● 1949年秋田県生まれ、作家、
写真家。「浦和浪漫山岳会」の代表を務め、奥利根や
下田・川内山塊などの沢を明らかにした遡行の先駆者。
最小限の道具で自在に山を駆けめぐる。近著に『山の
仕事、山の暮らし』（ヤマケイ文庫）、『山小屋からの
贈りもの』（つり人社）、九月には『山と渓に遊んで』
（みすず書房）を上梓。

　発足したての好日山荘「おとな女子登山部」。さっそく初登山へ出か
けました。行き先は白山。北陸を代表する名峰です。詳しいルポは来
夏掲載予定ですが、今回は少しだけこぼれ話をご報告します。参加し
た女子登山部のメンバーは、部長のなずなさんを筆頭にした 4名。
さっそく白山をめざした、のはいいのですがあいにくの悪天。なんと
登山口までの道路が閉鎖されてしまったのです。天気回復を待つ間、
麓の白峰という集落で休むことに。ここには豪雪地帯特有の木造建築
の街並みが広がり、温泉まであるのです。「雪だるまカフェ」という古
民家を利用したステキなお店も発見。名物の「おろしうどん」に舌鼓
をうちながら「こういう部活動も悪くないね～」とくつろぐ 4人でした。

おとな女子登山部　好日山荘勤務の女子社員をメインに結成され
た登山部。在籍メンバーは現在 8名で、今回の初登山に参加した
のは 4名でした。ガイド資格を持つ部長の荻野なずなさん（右
端）は好日山荘登山学校でも活躍中です

文＝高桑信一
写真＝田渕睦深

写真＝太田孝則　文＝仲村玄徳
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「外岩」とは、野外にある自然の岩
場のこと。クライミングジムとくら
べ、外岩は安全が管理された場所で
はないし、専用のギアも必要になる。
そのため、敷居が高いと感じている
クライマーも多いようだが、一方で
はジムをきっかけにして、外岩での
クライミングへとステップアップす
る人も増えている。
　グラビティリサーチ神戸店のス
タッフ、川上 剛さんも、外岩での
ボルダリングを楽しむひとりだ。ク
ライミングを始めてからの３年間は
ジムだけでクライミングをしていた
という川上さんに、外岩へ向かうよ
うになったきっかけはなんだったの
かを聞いてみた。
「外岩デビューのきっかけは、先輩
クライマーからすすめられたことで
した。実際、北山公園で登ってみて、

まず、自然のなかでのクライミング
の開放感に惹かれました。あと、自
由に登れること。ジムだと使うこと
ができるホールドが決められている
けれど、外岩ならどのホールドを
使ってもよく、自分なりの登り方で
登れる。これも、外岩の魅力です」
　北山公園とは六甲山にあるボルダ
リングエリアで、神戸、大阪からの
アプローチもよく、秋から春にかけ
てのシーズン中には多くのクライ
マーが訪れる人気エリア。関西のボ
ルダリング発祥の地ともいわれてい
る。「神戸の街を見下ろしながらボ
ルダリングできるのは爽快です」と
川上さん。
　秋は外岩デビューに最適の季節。
関西であればこの北山公園、関東で
は御岳溪谷が、入門者からも楽しめ
るボルダリングエリアだ。

グラビティリサーチ神戸店スタッフとして、
仕事も遊びもクライミングという生活を送っ
ている。ホームグラウンドは北山公園

ジム出身者がまず戸惑うのが足使い。傾斜がゆ
るく、簡単そうに見える課題も、意外と手強い

微妙な凹凸で複雑な形状のホールドをいかに持
つかも、外岩の重要なテクニックだ

“外岩”に行ってみよう！

北山公園でボルダリングを体験

案内してくれた人

川上 剛さん

CLIMBING
VOL 2NOW

文＝蓑和田一洋　写真＝宮田清彦

S
P

O
T

ルールとマナーを守って、外岩“北山公園”を登ろう

H
IS

T
O

R
Y

日本のクライミングは
六甲から始まった

　六甲山は日本で初めてクライミングが行な
われた地だといわれている。幕末から明治時
代、神戸に移り住んだ外国人が六甲山でクラ
イミングを楽しんだのが、その始まりという
ことだ。この外国人によるクライミングに影
響を受けたのが藤木九三。1924年、藤木らは
日本で初めてのクライミング・クラブである
RCC（ロッククライミングクラブ）を創設。
六甲山にある芦屋ロックガーデンや堡塁岩な
どでトレーニングをつみ、1925年には北アル
プス穂高連峰にある滝谷の登攀に成功した。
さらに藤木は、岩登りの技術本も著し、日本
にクライミング文化を根づかせたのである。

　北山公園は兵庫県西宮市にある自
然公園で、公園内に点在する花崗岩
がボルダリングの対象になっている。
入門者から楽しめるエリアではある
が、粒状のフットホールドやスメア
リングなど、岩場のボルダーならで
はの特徴があり、はじめは登り方に
戸惑うかもしれない。なお、公園は
クライマー以外の人の憩いの場でも
ある。ゴミを捨てたり奇声を上げた
りして公園を利用する人に不快感を
与えないよう、ルールとマナーには
十分に注意して利用すること。芦屋の高座の滝にある藤木九三のレリーフ

北山公園を代表するクラシック課題、「アド
レナリンカンテ」に挑む

市街を見下ろす陽光明るいエリアで、シーズ
ンは秋から春。冬がもっとも登りやすい

アドベンチャークライマー

レオ・ホールディングが来日
Clim

bing

News
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　バーグハウスの広告ビジュアルでよ
く目にするこの男、レオ・ホールディ
ング。日本の登山者にはあまりなじみ
がないが、世界のクライミング界では
だれもがその名を知るアイコンであり、
母国イギリスでは、英国伝統の冒険的
クライミングの若き継承者としてヒー
ロー的な存在になっている。
　レオが世界のクライミング界にデ
ビューしたのは 18歳のとき。アメリ
カ・ヨセミテ渓谷の大岩壁エルキャピ
タンにある高難度ルートをあっさりと
登ってしまった。ドイツの強力クライ
マーや日本の平山ユージさえ簡単には
登れなかったこのルートを、無名の若
者がいきなり登ってしまったのだから

その衝撃は大きかった。以来、コンペ
などにはほとんど出場せず、活動舞台
を山において、大岩壁での冒険的クラ
イミングを続けている。
「ジムより山が好きなんだよ。父がハ
イキングが好きで、小さいころから山
によく連れていってもらっていたんだ。
そのうち、父の友人でクライミングを
やる人にも出会ったのがクライミング
をはじめたきっかけだね。僕の生まれ
育ったレイクディストリクトという場
所は、高い山こそないけれど岩場が豊
富で、それこそ町のカフェから歩いて
数分で岩場に行けるような場所なんだ。
クリス・ボニントンやダグ・スコット
もここに住んでいるんだよ」

　ボニントンやスコットというのは、
70年代に活躍したイギリスの伝説的
登山家。彼らに影響を受けて育ったレ
オは、たんなるスポーツではない、冒
険的要素のあるクライミングをあくま
で志向している。活動範囲はヨセミテ
からヒマラヤ、南極から熱帯まで幅広
く、いつも、それまでだれも試みたこ
とがなかったようなクライミングで世
界を驚かせている。
「ベストなルートは、クライマーじゃ
ない人が見てもすぐわかるラインだ」
　岩壁を見てすぐに目に飛び込んでく
るようなカッコいいライン。どこかに
残されたそんなルートを求めて、レオ
はいつも世界を飛び回っている。

アドベンチャークライマー

レオ・ホールディングが来日

　1980年、イギリス・レイクディス
トリクト生まれ。辺境にある大岩壁
での高難度クライミングをもっとも
得意としている。遠征をまとめた映
画もクオリティの高さで定評がある

レオ・ホールディング
Leo Houlding

文＝森山憲一
写真提供＝バーグハウス

Clim
bing

News

左）東京・池袋の好日山荘で開かれたトークショーでのレオ。南米のジャングルにある大岩壁・アウタナでのクライミングをまとめた映画を披露した。
右上）好物の寿司にかぶりつく。箸の使い方はかなりうまい。右下）トークショー後に参加者と。シリアスな活動内容からは意外なくらい気さくな人柄
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　いよいよ秋の登山シーズンへ突入
です。この秋もがんばって登るぞ！
という方に耳寄りの情報がひとつ。
　小誌が配布されている登山、アウ
トドア用品の専門店「好日山荘」の
WEBサイトには、全国 50店舗の
スタッフがこれまでに登った詳細な
登山レポートがアップされています。

　驚くことに、その数なんと 5737

件（ 8月21日現在）。 尾瀬や屋久島、
南北アルプスといった人気エリアは
もちろん、地元民が愛するような里
山や低山のていねいな登山レポート
も見られ、すべてコースや見どころ
の詳細な写真とともにアップされて
います。
　うれしいのは、レポートとして閲
覧できるだけでなく、さまざまな条
件で検索がかけられること。山域や
入山時期、ジャンルなどで絞り込ん
で探せるため、登山計画を立てる際
の資料としても多いに役立ちます。
そしてさすがと言いたいのは、この
詳細なレポートが毎日更新されてい
るという事実。最新情報の宝庫です！

 「秋期」を季節に選び、「紅葉」と
いうキーワードで検索するだけでも、
レポートは 427件。好日スタッフが
コッソリ教える穴場の山も見つかる
かもしれませんね。

山ガールはもう古いのでしょうか。
先日山ですれ違った女性登山客が
「山ガールだ」と、こっそり笑わ

れているのを聞きました。（大阪府 33歳 
女性）

ライター福瀧　コレどうでしょう
ね～。情報が少ないから一概に言
えませんが、もしかすると笑いの

理由は「山ガール」そのものじゃないので
は？　コスプレか！とツッコみたくなるよ
うな過激コーディネートだったり、ムリめ
の若作りだったり……ね。長谷川さんどう
思います？
ライター長谷川　オレ、女性に対するスト

ライクゾー
ン広いから
ね。ハチ女
みたいなタ
イツ姿も、
ゴーストバ
スターズみ
たいなモコ

ふわも、さらにはそれがシワガレ声のマダ
ムや山おネェだったとしても、全部ＯＫ。
新喜劇みたいで楽しいじゃーん、ハタから
みてるぶんには。
福　し、新喜劇……。つまりキワモノだっ
て言っているように聞こえますよ（泣）。
まぁ結局、その人のセンスの問題じゃない
ですか？ 山ガールはいまや定着してます
し、それをヘンに解釈して、キワモノにし
てしまった人が笑われる！ってことでしょ。
ステキな山ガールもいますからね。
長　みんなをハッピーにしてくれる存在で
すよ。これからも期待してま～す。

元ワンゲル部だった私は、20歳の
娘に山のよさを伝えたいのですが、
街遊びにばかり興味を示します。

脚が動く若いうちこそ、多くの山に行ける
と思うので、非常に残念です。（神奈川県 
52歳女性）

長　まったく同感です。私も山で
若いコの動く脚を見たい。といい
つつ、でもなぁ……、オッサン

だって街遊び楽しいんだもん、若いコなら
なおさらでしょう。あ、私、オッサンです
が、我が成長戦略「三本の脚」はまだまだ
元気でっせ。
福　脚は、って……。───まぁそれはい
いとして、私は 20代末から山にハマりま
したが、正直もっと早くから行っておけ
ば！と思いますよ。登りたい山が大量にあ
るおかげで、この歳になっても“こう”で
すよ。娘さんが“こう”ならないように、
私を悪い見本にしてもらってもいいです！
長　“こう”って何よ。とてもアラフォーに
見えない若々しさって、ことですかぁ？
福　いつまでも楽しすぎる人生♡　人は
「遊んでばかりで、地に足が付いていない
人生」と言いますけどね……。

　極上のパウダースノーが楽しめる……と、ウィンタースポー
ツで世界的に有名な北海道ニセコだが、道内の南西部に東西約
20km に渡って火山が連なるニセコ連山は、じつは夏山登山で
も人気。なかでもアイヌ語で「硫黄の山」を意味する連山のひ
とつイワオヌプリは、かつては火口から噴気も上がっていたの
だそう。麓にある五色温泉は山と合わせて有名であり、下山後
に身体をゆったりと沈めるたくなる源泉 100％掛け流しの湯船
が待っている。「硫黄が混じって湯の色が日によって五色に見
える」などの由来で名付けられたここのお湯は、たっぷりと硫
黄を含んだ滑らかな透明色。慢性湿疹や神経痛、糖尿病、高血
圧、アトピーなどに効果があるとされ、露天風呂の湯船からは
ニセコアンヌプリやイワオヌプリも一望できる。秋は紅葉、冬
は一面の銀世界が眼前に広がり、ついつい長湯をしてしまう。
【入浴料】大人 600円 【営業時間】8～ 20時 【定休日】なし（冬
季は電話にて要確認） ☎ 0136-58-2707

Mt.News!

悩むが山Don't
Worry!
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　山では歯磨き粉は使いませんよね。
でも、水だけではなんだか物足りない。
そんなアナタに、はいコレ。ソラデー
3は半導体とソーラーパネルを内蔵し
て、そこで発生する電子の力で歯垢を
落としちゃおうっていう歯ブラシっす。
話だけ聞くとうさんくさいけど、まじ
めもマジメ、大真面目。もともとは歯
医者で使う歯科機材をつくっていた会
社が、イオンを使用した歯科機材を家
庭用にも、と考えたのが誕生のきっか
け。水だけでもふつうの歯ブラシより
40％も多く歯垢を落とせると聞けば興
味も沸くでしょ。鏡に顔が映るくらい
の明るさがあればいいけど、自然光な
らより効果は高くなるらしい。折れた
り割れたりしなければ効果は半永久的。
ブラシは交換用もありますよ～。

　これからの季節、山にはキノコや木の
実をはじめとした、山の幸がいっぱいで
す。なかでもキノコは、食べておいしい
のはもちろん、その愛くるしい姿かたちや
メルヘン的なキャラクターが、子どもの
興味をひくようです。キノコは、いちど
覚えてしまえば、川で魚をとるよりも、木
の実をとるよりも、どんな小さな子ども
でも簡単にとることができます。さらには、
子どもの方が、大人よりも視線が低いせ
いなのか、大人だと気づかないようなと
ころに生えているキノコもよく見つけてく
れます。
「毒キノコは大丈夫なのか」とよく聞か
れますが、わからないキノコは、たとえお

いしそうでも絶対にとらない。このルー
ルさえ守れば大丈夫。ここが食い意地の
はった大人と子どもの決定的な違いです。
子どもは教えられた通り、ちゃんと同じキ
ノコを探します。しかし大人は「なんだか
うまそうだ」とか、「あれと似ているから
いけるんじゃないか」といった欲に負け、
余計なものまでとってしまいます。そうな
ると後の祭りです。キノコはどこにどんな
状態で生えているかが見分けるうえで重
要なので、一度カゴに入れてしまうと変
色したり、折れたりして原型がわからなく
なってしまい、もし毒キノコが混在してい
たとしても、気づかずに調理してしまうの
です。それに引き換え、子どもは素直で
邪念がありません。言ってしまえば、子
どもの方が、大人よりも正確にキノコを
見分けることができるようです。

Owatter

前回同コーナーで眺
めた槍ヶ岳。その直
下のテント場もすば
らしい呑みスポット。
名峰が見渡せる大展
望で、暮れ行く空に
目を向けながらツマ
ミをつくる時間は最
高なのである

＜材料＞塩味の焼き鳥缶詰め、フォーやそうめんなどの乾めん、酒（あれば）、ネギ（乾燥でも◎）、塩コショウ

＜つくり方＞
１｜コッヘルに焼き鳥缶詰めを汁ごと開け、水150ccと
酒少々を加えひと煮立ちさせる。
２｜乾めんとネギを加えて火を通し、塩コショウで味
を調えればできあがり。お好みでごま油やナンプラー
をたらして。あぁビールもう一杯おくれ！

てつ｜白山の空は青かった！　
でも３日間もの晴れ待ち。梅雨
明け前の豪雨、ヤバかった

タキザー｜最近、キャンプで、
アヒージョとスパークリング
ワインにハマっています

たき｜みきさんのマンガを開
始。何度か本人と山で間違えら
れ、一度だけフリをしたことが

あそー｜初めて歩いたシエラネ
バダ、すごかったです。でも、す
ごすぎて言葉には……

Goonai ｜地元の方が先日訪
れた沖縄よりも水着姿の女の
子が多くて戸惑う今日この頃

いとー｜今回は名古屋店取材。
ひつまぶしはお高いのであき
らめました。みそカツ LOVE

ツネ｜おとな女子登山部の皆
さんと山に登り我の不甲斐な
さを再確認した午後の登山口

吉田｜山びこ・木霊は古くは
妖怪が返してくる声と考えら
れていたそうです。やっほー
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