
安達太良の雪の稜線に、燦然と輝く星々。
くろがね小屋に泊まった登山者たちだけの特別な夜

　雲ひとつない快晴の青空のもと、安達太良山の頂上
から見わたした福島の山並みはどこまでも美しく、風
雪に舞い上がった冬の空気は、キラキラと輝いていま
した。今回の特集は、冬に営業している山小屋に宿泊
して雪山を楽しむ企画で、冬山初心者にもおすすめの
安達太良山を紹介します。安達太良山の中腹にあるく
ろがね小屋は、通年営業しているだけでなく、なんと
温泉もある快適な山小屋です。満天の星空の下、ラン
プに灯された小さな山のいで湯が、冷たい風に吹かれ
た体と心をほっこりとさせてくれました。
　また、好評連載の「山と人」では、白馬山麓を中心
に活動する山岳ガイドの髙木律子さんが登場。そして、
特別企画では、いよいよ始動した「おとな女子登山部」
のメンバーへのインタビューなど、本誌はますます女
子力全開です。今シーズンもぜひ、冬の山を安全に、そ
してアクティブに楽しんで下さい。

写真＝金子雄爾
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１.西側からの強い風で雪が飛ばされ、と
ころどころ氷化した砂礫状の稜線から頂上
をめざす。２.登山者に温もりと安らぎを
感じさせてくれる日本的な山小屋が、くろ
がね小屋だ。３．モルゲンロートに染まる
鉄山とくろがね小屋

滝沢守生＝文　金子雄爾＝写真　小林 直＝モデル

special
 issue AdataraMt.
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　アイゼンが固くしまった雪面にきしむ音は、
なんとも心地よく、稜線に出たときの凍てつい
た西風の手荒な歓迎は、むしろ、この荘厳な舞
台に上がった者だけが受けることのできる賞賛
の嵐とでもいえよう。白と青に塗り分けられた
この清浄な世界では、呼吸をすることと、ただ
ひたすらピークに立つことだけを考えていれば
よい。選択の余地すらもない、必然にただ従い、
確実に高みをめざしていくだけでいいのだ。頂
上へと至る登路は、強風で磨きあげられ、明瞭
なひとすじの光明となって私たちを導いてくれ
ている。
　＊
　出発の一週間ほど前から、ウェブサイトの予
想天気図を眺めつつ、山行の日程とルートを決
める。予想では大陸からの移動性高気圧が徐々
に日本列島にその勢力を広げていくことが見て

とれた。冬が終わりを告げ、そろそろ春の兆し
が感じられる気圧配置なのだが、目的の山はい
まだ冬の装いである。
　福島県中部、猪苗代湖の北東、東西約 9km、
南北 14kmにわたり連なる火山群の主峰が安達
太良山（1700m）だ。東北へと足を運ぶ際の往
来、そのたおやかな山容は容易に見てとれ、古
くから万葉集などの詩歌にも詠まれてきた。な
かでも、彫刻家であり、詩人でもあった高村光
太郎は、詩集『智恵子抄』の中で、智恵子と安
達太良山に思いを重ね、幾編かの詩を綴ってい
ることはあまりにも有名だ。また深田久弥の
『日本百名山』、そして田中澄江の『花の百名
山』でも取り上げられ、みちのくの名山として、
シーズンを問わず多くの登山客を迎えている。
しかし、安達太良山は、遠方から眺める優美な
山容とはうらはらに、今も活動を続けている活

火山であり、幾多の噴火や大崩落による悲劇的
な惨事を起こしてきた荒ぶる山でもある。その
ため、山麓周囲の登山口には、岳温泉や野地温
泉といった有名な温泉地があり、山中には源泉
が湧く山小屋「くろがね小屋」が通年営業をし
ている。
　これまで、新幹線や高速道路などから幾度と
なく目にしてきた山ではあったが、いままで登
る機会がなく、いつかは一度、登ってみたい山
のひとつであった。それもやはり、冬、くろが
ね温泉に泊まって快適な雪山登山をしてみたい
と思っていた。冬の安達太良山は、山麓のス
キー場のゴンドラを使えば、日帰りも可能で、
天気さえよければ雪山の入門ルートといっても
よい。それでも、出発の日が近づくに連れ、緊
張感はしだいに高まってくる。天気図をにらみ、
地図を広げ、ガイドや冬の記録を何度か読み直

special
 issue Adatara



04

しながら、頭の中でさまざまなシミュレーショ
ンを行なう。夜な夜なアイゼンの爪とピッケル
のピックをヤスリで研ぎ、登山靴とアイゼンの
フィッティングにゆるみがないかを確認する。
これらはすべて山に入る前に行なう儀式のよう
なもので、想像力をかき立てられる何よりも好
きな時間かもしれない。準備の段階からもうす
でに山行は始まっているのだ。
　今回の山行のパートナーは、仕事仲間の小林
君。小林君は昨年冬、好日登山学校でガイドを
務める加藤智二さんとともに冬の西穂高岳に
登って以来、すっかり雪山に魅了され、私が取
材で雪山に入ることを聞きつけ、自ら同行を申
し出てきた。私は登山ガイドではないので、滅
多なことでは安易に人を冬山には連れて行くこ

とはしないが、小林君ならこれまで幾度となく
仕事や遊びを通じてフィールドで過ごしてきた
ので、人柄も体力も心配はいらない。そして、
カメラマンには、雪山に強い金子雄爾さんにお
願いをした。金子さんとは十数年来の付き合い
で、何度となくいっしょに登っているので気心
も知れている。
　東北道を北へ向かい二本松 ICから車で 15分
ほどの岳温泉から、登山口となるあだたら高原
スキー場をめざす。当初の計画では、1日目に
朝一番のゴンドラに乗って 1340mまで一気に
上がり、そこから安達太良山のピークを踏んで、
くろがね小屋に入り、一泊して温泉で汗を流し
てのんびりと下山、という行程を考えていたが、
登山口に朝着いてみると、上空には雲がたれ込

め、安達太良山の山容を望むことができない。
予想よりも高気圧の張り出しがやや遅れている
ようなので、逆コースを辿り、本日はくろがね
小屋をめざし、明日の天候の回復を待って頂上
へと向かうことにする。
　奥岳登山口で登山届を記入し、スキー場のゲ
レンデを左に見ながら旧道沿いを登って行く。
ここしばらく降雪はないようで、雪は固くしま
り、おぼろげなトレースも残っているので、
ラッセルはほとんどない。しだいに高度を上げ、
針葉樹の森に白いダケカンバが混じってくると、
森はやがて疎林となり、勢至平への登りへさし
かかるころになると、雲間から太陽も見えはじ
め、遠望がしだいに開けてきた。
　雪原状をなす勢至平から、峰ノ辻へと至る分
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４. 峰ノ辻から主稜線に上がると眼下には沼ノ平を見下ろすことがで
きる。５. 勢至平から天狗ノ庭を過ぎしばらく行くと谷が開け、目的
のくろがね小屋が見えてくる。６. 勢至平にある峰ノ辻への分岐にて、
温かい飲み物をとりながら、しばし休憩する。道標はほとんど埋まっ
てしまっている。７.峰ノ辻へと向かう大斜面のトラバース。降雪直
後は雪崩に注意したい。８. 強風でエビのシッポがびっしりと発達し
た馬ノ背と呼ばれる主稜線。９.山小屋を取り囲む周囲の山々が、明
け方、朝日に赤く染まる。10.峰ノ辻から右手に矢筈森を見ながら牛
ノ背への分岐へと向かう。まるでイタリアのドロミテを登っているか
のようだ。11.頂上から安達太良山の東側を遠望すると、幾重にも連
なる山並みに思わず目頭が熱くなる。12. アイゼンをしっかりと蹴り
込み、一歩一歩高みをめざしていけば、主稜線はもう近い

special
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岐に着くと、正面に鉄山の断崖も見えてきた。
念のため小林君はスノーシューを持ってきてい
たが、ツボ足でもほとんど潜ることはなく、撮
影をしながらでも、およそ 2時間もかからずに
ここまで登ってきてしまった。風もほとんどな
かったので、スコップで雪を掘り、簡単なベン
チとテーブルをつくり、お茶を沸かして大休止
とする。ここまでくれば、くろがね小屋までは
あとわずかだ。
　くろがね小屋の「くろがね」とは「鉄」の意
であり、鉄山に由来する。そもそも、この谷間
には平安時代から湯小屋があり、江戸時代には
湯女を 100人以上も抱える歓楽的温泉街として
栄えていたが、文政七年（1824年）に上部の
鉄山が大崩落を起こし、温泉街は湯女もろとも
土石流に埋まってしまったという。今は草木石
に覆われ、温泉だけが変わらずに渾々と湧き出
ている。
　小屋に着いてみると宿泊者は私たちパーティ
のみ。さっそく山のいで湯に浸かり、湯船から、
雪煙を上げる鉄山の荒々しい景観を見上げてい
ると、今自分が置かれている状況とのギャップ
に一瞬背筋が凍りつく。
　夕食の後、外に出てみると、空は満天の星空。
明日は、今一度、緊張感のスイッチを入れ直さ

なくてはいけないと思いながら眠りにつく。
　翌朝、モルゲンロートに照らされた稜線をめ
ざして、くろがね小屋をあとにする。雲ひとつ
ない快晴の空のもと、アイゼンが小気味よく効
く尾根をたどり、大斜面を峰ノ辻に向かってト
ラバースしていく。雪が飛ばされ、氷化した峰
ノ辻から牛ノ背と呼ばれる主稜線をめざす。上
部からの落石に注意しながら、見上げる岩峰は
さながらドロミテのようでもあり、クライマッ
クスに近づくとともに気分も高まってくる。
　稜線に上がると、酸化した安山岩の砂礫に覆
われた広大な沼ノ平が眼下に広がる。もし火星
に氷があるとすれば、きっとこのような光景な
のであろう。火口はクレーターのようでもあり、
かすかに硫黄臭のする強風が、氷化した稜線を
滑るようにしてほほに突き刺さる。
　頂上直下を巻くようにして、クサリ場を二人
で越えると安達太良山の頂上に出た。頂上から
見わたす福島の山並みは、どこまでも美しく、
どこまでも澄んでいた。奇しくも今日は 3月
14日、頂上では「八紘一宇」と刻まれた石柱
が凍えている。ひとりでも多くの人に安達太良
山に登ってもらいたい。そして、頂上からの風
景をいつまでも忘れずに目に焼きつけてもらい
たい、と心から願わずにはいられなかった。

山麓の岳温泉の源泉地に建つ公共の山小屋。玄
関には噴気で青黒く酸化した黒い鐘があり、電
源は太陽光でまかなっている。青森ヒバの木が
香る湯船には、白濁した酸性泉が掛け流し。至
福の時間を味わえる。夕食には名物のカレー、
朝食には温泉卵付きの牛肉のしぐれ煮と豪華！
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とくに稜線は風が強く、氷化していると
ころが多く、ピッケルとアイゼンは必ず
用意したい。アイゼンを履くときは、上
部からの落石などに対応できるように山
側を向いて装着しよう。アイゼンは 10

本爪以上のものが望ましい。

雪崩ビーコン、ショベル、プローブは必ず
各自が携帯したい。ビーコンは入山時にか
ならず電源を入れ、アウターの内側に装着
する。互いに受信と発信を確認してから行
動を開始しよう。雪山をこれから始める人
は必ず準備しよう。
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CLIMBING
VOL 3NOW クライミングギアの現在

　好日山荘のなかでもとくに「クライミ
ングギアに強い」と評判の新宿東口店。
スタッフの磯部 仁さんは、かつてはコ
ンペに出場していた経験もある、日本の
フリークライミング勃興期を知る人物だ。
その磯部さんに、最新のクライミングギ
アについて聞いた。

「クライミングシューズのソールは圧倒
的に進化しています。さらに用途別に種
類も増え、登りやすいシューズがどんど
ん出てきていますね」
　その磯部さんが最新のおすすめとして
あげたのがスカルパ・インスティンクト
VS。発売されたばかりながら早くも完
成度の高さが注目されているモデルだ。
磯部さん自身もすでに購入したという。
一方で、10年以上前からある超定番の
ファイブテン・アナサジベルクロもおす
すめという。「特定の用途に特化してい
ないので、ジムから岩場までオールラウ
ンドに使えます。初中級者にこそすすめ
たい」
　クライミングロープやハーネス、カラ
ビナなどの安全確保に使うギアは、安全
基準が整備されてきた結果、いまやどれ
をとっても強度や耐久性に大きな差はな
く、墜落したときの衝撃吸収性能や身に

付けたときの快適性、細かい部分の使い
勝手などが選択のポイントとなるそうだ。
そんななかで最近、大きな技術革新が
あったのがロープ。
「ベアールのユニコアというシリーズ。
外皮と芯材を接着する新技術で、外皮が
裂けてしまったときの安全性がかなり高
まりました。同時に、操作感や耐摩耗性
など、ロープに要求される性能がすべて
上がっています」
　こうした道具の進化が後押しして、ク
ライマーがより踏み込んだトライができ
るようになった結果、いちばん進化した
のはじつはクライマー自身ではないかと
いう磯部さん。
「30年前は 5.12というと『神の領域』
なんて言われていたんですが、いまでは
クライミングを始めて半年で登ってしま
う人もいますから。昔からすると考えら
れないことですよね」

目立つ新機能があるわけではないが、全体の
完成度が非常に高いことで知られるペツルの
ハーネス。写真のモデルは「アジャマ」

新技術で操作性と耐久性が飛躍的にアップし
たロープ「ベアール・タイガーユニコア」。
初心者にも使いやすい太さと長さを揃える

中上級者大注目の最新鋭高性能モデル「スカ
ルパ・インスティンクト VS」。９月に発売さ
れたばかりの、スカルパの決定版シューズ

「安全面ではどれも変わらないくらい進化しました」

好日山荘新宿東口店

磯部 仁 さん

30年前のクライミングギア
　日本でフリークライミングが普及し始
めたのは 1980年代。それまで岩登りは
登山靴で行なわれていたのだが、このこ
ろからフラットソールのクライミング
シューズが登場し、ほかのギアもクライ
ミングに特化したモデルの進化が始まっ
た。当時の人気は、シューズがEB、
ハーネスがトロール、カラビナはシュイ
ナードやクロッグ、ロープはエーデルワ

イスなど。エーデルワイスをのぞけば、
いまでは消滅したか日本ではすっかり見
なくなったブランドばかりだ。当時はど
のギアもいまほど選択肢が多くなく、市
販されているものはせいぜい５～６種類。
ボルダリングが一般化する前なのでロー
プはクライマーの必須装備だった。
「ロープを買ったとき、おれもクライ
マーになったなあと感激しました」

磯部さんの私物で、当時人気だったボナッ
ティのカラビナ。露骨な形状でしかも重い

高校時代からクライミングをはじめる。クラ
イミングギアの輸入代理店やテントメーカー
での勤務経験もあり、ギア知識は豊富

磁石の力でゲートをロックするというこれま
でになかった新機構を備えたカラビナ「ブ
ラックダイヤモンド・マグネトロン」

森山憲一＝文・写真
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　茶臼岳は風が強い山だと聞いてい
た。とくに冬から春にかけては、も
のすごい日があるらしい。友人は、
風に耐えきれずに登山道を押し戻さ
れたという。前屈みの姿勢のまま、
動く歩道に乗ったように 2mほど後
ろに移動したそうだ。
　好日山荘ララスクエア宇都宮店の
飯沼ストアマネージャーは、「たと
えば東京からクルマで来るときに、
東北道で横風を感じるようなら怪し
いです。上で強い風が吹いている日
は、大丸温泉の駐車場でも相当な風
が吹いています」と教えてくれた。
　そんなことになったら素直に退却
するつもりでいたが、幸運にもうら
らかな春の一日となった。駐車場に
も風はない。
　本当は、歩きでしか行かれない三
斗小屋温泉まで足を伸ばしてのんび
り温泉に浸かりたかったが、ロープ
ウェイが止まっている冬の間は宿も
閉めているという。ロープウェイは
３日後の 3月 20日には運行を開始

するのだが、残念ながらこちらの都
合がつかない。
　まぁ、しようがない。天気もいい
し日帰りの気軽さもあって、次はい
つ来られるだろうと考えながらのん
びり準備して歩きはじめた。
　今日は編集部の宮川さんも一緒だ。
宮川さんは 12本爪のアイゼン、僕
はスノーシューを持ってきた。ロー
プウェイ山麓駅から先はまだ雪が残
っていたが、朝からの陽気ですでに
緩んでいる。この様子だとどちらも
必要ないかもしれない。汗をかきそ
うで、早々にジャケットを脱いだほ
どである。
　峠ノ茶屋を過ぎるまでは道もゆる
やかだ。空には雲ひとつない。緊張
感がないというと聞こえが悪いが、
のびのびと開放的で気分がいい。平
日のせいか人もまばらだ。
　あまりの心地良さにピクニックの
ようなムードだったが、雪に埋もれ
た山ノ神の鳥居を過ぎて、木立を抜
けると景色が変わった。ここは活火
山なのだと思い出す。地熱のせいだ
ろうか、雪も消えた。ゴロゴロした
岩の山肌。硫化水素の噴出もある茶
臼岳は、森林限界が 1400m付近な

つま先がプラスチックハーネス、かかとがバ
インディングのセミオートマチック。エアー
テックシリーズは爪が短かめで歩きやすく、
初心者にも使いやすい。／￥18,900

Z型にコンパクトに折り畳めるポール。ス
キー用だが、もちろん歩く時にも使える。上
部にレバー式のロックも備え、長さ調節も可
能。105～ 125cm、115～ 135cm ／￥13,650

ラチェット式のバインディングで、
ブーツを選ばず簡単・確実に装着でき
る軽アイゼン。雪の低山や残雪期の歩
きやすい山なら、気軽に使えるこのタ
イプもおすすめだ。／￥6,930

外側のフレームにも爪があり、360度全方向
で優れたトラクションを発揮。トラバースに
も強い。写真のグリーンは好日山荘限定モデ
ル。／￥36,750

まっすぐなシャフトの縦走向け
モデル。リーシュとグリップも
標準装備なので、初めての一本
に最適。軽量なので女性にも扱
いやすい。55～ 70cmの 4サイ
ズあり。／￥10,500

グリベル
エアーテック・ニューマチック

ブラックダイヤモンド
コンパクター

LIFE
6本爪ラチェットアイゼン

MSR
ライトニングアッセント22

ブラックダイヤモンド
レイブン ウィズ グリップ

冬山もやるなら前爪のついたアイゼンは手に入れたい

スノーシューはかかとが上がるため歩きやす
い。ヒールリフターがあれば急な斜面も快適

伊藤俊明＝文　山田真人＝写真
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のだとか。どうりでこの景色か。な
んだか急に荒々しくなった。
　視界が開け、真っ青な空がますま
す広くなったように感じる。山肌を
横切るように、隣の朝日岳との谷あ
いを登山道が続いていく。風が強い
というのも納得だ。ここが風の通り
道だということは素人の目にもわか
る。「強風に注意」の標識があった。
遭難事故も発生しているという注意
書きにドキっとする。
「なんだか北アルプスみたいだね
ぇ」なんて話しながら一息入れた。
強くはないが、風が出てきたのでジ
ャケットを羽織る。
　ほどなく峰ノ茶屋跡の避難小屋だ。
まだ時間が早いので、昼食はふたた
びここに戻って来たときに取ること
にして外輪山へ向かう。
　峰ノ茶屋跡から先は、ところどこ
ろ凍っていた。騙しだまし歩いてい
たが、雪が残った最後の急登であき
らめる。宮川さんがアイゼンを、僕
はスノーシューを履いた。
　雪山も登ってみたいと考えている
なら、前爪のある 10本爪や 12本爪
のアイゼンは、いずれ必要になる道
具だ。いうまでもないが、爪の本数
が多いから上級者向けというわけで

はない。あくまでも行く場所に応じ
て選ぶ。傾斜が急になれば、前爪を
使う場面が必ず出てくる。
　足の力を無駄なく伝えられるよう、
アイゼンを使うときは、硬いソール
をもつしっかりしたブーツを履く。
ソールが柔らかいと上手く力が伝え
られなかったり、アイゼンが外れて
しまったりするので要注意だ。宮川
さんはかかとにコバがあるアルパイ
ンブーツを履いていた。
　爪を効かせやすく歩きやすい場所
なら、軽アイゼンと呼ばれる 6本爪
のタイプもいい。ソールが柔らかい
3シーズンのブーツとも相性が良く、
軽くて持ち運びやすいのが利点だ。
　結果的には、茶臼岳はこの軽アイ
ゼンでも十分だった。ただしコンデ
ィションは時と場合によるので、出
かけるときは情報集種を念入りに。
フィールドに近い専門店は、そうい
うときに頼りになる。
　ちなみに、軽アイゼンには４本爪
もあるが、こちらは夏場の雪渓のよ
うに「万一雪が残っていたときのた
め」に持つもので、滑り止めとして
の機能よりも携行性を重視している。
雪があることや凍っていることが前
提となるこれからの季節にはふさわ

撥水加工を施したハイドロダウンを中綿に使
用。軽量・コンパクトで水濡れにも強い。ま
た、万一濡れても乾きが早く、快適な温かさ
を保ってくれる。／￥29,925

この秋登場した新しいゴア
テックスプロのジャケット。
透湿値が最大で 28％も向
上。軽量で耐久性にも優れ
る。やや長めの丈とヘル
メット対応の大きなフード
で体を覆う。／￥59,850

バーグハウス
ファーナスダウンジャケット

ザ・ノース・フェイス
キチャトナジャケット

木立を抜けるとそこはもう森林限界。高い山ではないが、景色ががらりと変わるのがおもしろい

レイヤリングに加え、こまめに脱ぎ着して温度調整するのも大切

優れた強度をもつダイニーマを使用したリッ
プストップファブリックを使い、軽量で耐久
性に優れる。背面のフレームシートは取り外
し可能で、さらに軽量化できる。／￥26,250

バーグハウス
エクスペディションライト40ℓ

飯沼 徹
1978年神奈川県生ま
れ。ララスクエア宇都
宮店の開店からスタッ
フを務める。テントを
担いでいく縦走登山が
好き。前職は大道具と
いう異色のプロフィー
ルをもつ
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しくないと覚えておきたい。
　スノーシューは、山ではおもにバ
ックカントリースノーボーダーが愛
用する。雪が深い場所が本来のフィ
ールドだが、しっかりした爪を持つ
モデルは滑り止めとしても十分に使
える。今回はちょっと大げさだった
が、かかとが持ち上がるから歩きや
すいし、急斜面ではかかとを高い位
置に置けるヒールリフターも有効だ。
　ワンタッチ式など一部のアイゼン
がブーツとの相性もあるのに比べ、
スノーシューはどんな靴にも取り付
けられる。寒くなることも考えられ
たので、ブーツはインサレーション
入りのものを履いていた。
　ピッケルは雪質が硬い急斜面や滑
落の危険がある場所などで使うもの
で、必ずしもアイゼンとセットでは
ない。滑落停止などの技術を身に付
けていなければ宝の持ち腐れなので、
講習会などを利用して正しい使い方
も覚えたい。緩斜面の樹林帯などで
はトレッキングポールの方が使いや
すい場合もあるので、用途やシチュ
エーションに応じて選ぼう。
　足元を固めれば急登もなんのその。
ひと息で上がれば、山頂はもうすぐ

そこだ。快晴のこの日は、360度の
パノラマが堪能できた。遠くに、近
くに山が連なる。安達太良山や、遠
く飯豊の山並みまで見渡せた。
　しばし絶景を楽しみ、那須岳神社
に手を合わせて山頂をあとにする。
西側の斜面には噴煙を上げている場
所もあるが、さほど深くもない火口
の真ん中には氷が張っている。外輪
をぐるりと回って峰ノ茶屋跡へ。
　峰ノ茶屋跡の避難小屋で昼食。朝
日岳に向かう人が、剣ヶ峰の山肌を
トラバースするのが見える。朝日岳
は「ニセ穂高」とも呼ばれているそ
うで、これまたハンサムな山だ。そ
の向こうにある三本槍岳へと足を延
ばすのもおもしろいだろう。来た道
と逆に向かえば、三斗小屋温泉もあ
る。歩かなければたどり着けない、
山中の秘湯だ。次回はぜひ。
　宇都宮店の飯沼ストアマネージャ
ーは、「何度行っても飽きない山で
す」と話してくれたが、それは日帰
りの山歩きでも十分に実感できた。
ロープウェイもあるから行程にもさ
まざまなバリエーションが考えられ、
初心者からベテランまで楽しめる。
今度はぜひ日数をかけて歩きたい。

メリノウールを使用した温かいボトム
ス。リブニットの生地は伸縮性に優れ、
体にぴったりとフィットする。ウール
には長期間着ても臭いにくいというメ
リットもある。／￥9,450

熱は頭から逃げるため、防寒はまず頭部を覆
うことから。独特の素材感をもつテクニカル
フリースで、山だけでなく街にもフィットす
るデザイン。／￥3,150

防寒には首を守るのも有効
だ。ネックゲイターで襟元
をカバーして体の熱で温
まった空気を閉じ込める。
ビーニーと同じ素材なので
コーディネートもしやすい。
／￥2,625

こちらも同素材のグローブ。
薄手で伸縮性に優れる素材
なので手を動かしやすく、
細かい作業もしやすい。予
備として持つにも最適だ。
／￥2,940

温かく、汗冷えもしにくい
ウールはこれからの季節に
最適。繊維が細いため、し
なやかで着心地も良い。
ジップネックは体温の調節
も楽だ。／￥11,025

アイベックス
ウーリーズ220ボトム

バーグハウス
プロビタールビーニー

バーグハウス
プロビタールネックゲイター

バーグハウス
プロビタールグローブ

スマートウール
NTSミッド250ジップT

1

2 3

1.風景は一転、ゴロゴロと岩が転がる荒々しい山に。
地熱のせいか雪も消えた。2.雪に埋もれる山ノ神の鳥
居。ここまでは道もゆるやか。3.茶臼岳と朝日岳に挟
まれた風の通り道。冬から春にかけて西から北の風が
吹き荒れるという。遠くに見えるのが峰ノ茶屋跡避難
小屋。4.山頂も快晴で 360度のパノラマ。小さな火口
はすでに噴煙を止めている。5.雪の斜面をトラバース。
春とはいえ、早朝や気温が低い日は油断できない。足
元の装備はくれぐれも怠りなく。6.山頂の那須岳神社。
社があると手を合わせてしまうのは日本人だからか

ショートゲイター付きの
アルパインブーツ。イン
ナーブーツには 4mm厚
の中綿を一体化させたゴ
アテックスを採用。温か
いので山岳写真家も愛用
する。／￥59,850

4ウェイストレッチのシェルで
プリマロフトの中綿を包んだ冬
山登山やクライミング向けのモ
デル。手を動かしやすく、－26°
の極寒にも対応する。インナー
は取り外し可能。／￥11,550

独自のバーナー形状で風に強い
ストーブ。マイクロレギュレー
ターを搭載し、低温下でも安定
して使える。ゴトクは着脱式で、
別売りで 4本ゴトクも用意され
ている。／￥8,820

ザンバラン
パイネ・プラスGT

ブラックダイヤモンド
ソロイスト

SOTO
マイクロレギュレーター
ストーブ ウインドマスター

冬は温かい飲み物で体を温めるのがいちばん。
ストーブや保温ボトルを用意したい

スノーシューや軽アイゼンならアッパーに保温
素材を使用したスノーブーツにも装着できる

4

5

6
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明るい店内に丁寧にディスプレイされる
商品。通路も適度に広く見やすい

帽子やグローブなどのアク
セサリーは、冬場の防寒に
重要。機能性重視のものか
らファッション性に富んだ
アイテムまで揃う

上）メインの登山口は那須ロープ
ウェイの山麓駅。マイカーのほか、
JR東北本線の黒磯駅からバスも出
ている（12月から 3月は大丸温泉
止まり）。左上）峰ノ茶屋跡避難小
屋は休憩にちょうどいい場所。宿泊
は不可。下）冬から春にかけては強
風で知られる。無理は禁物だ

左）アイゼンの装着に対応する冬用のブーツもずらりと並ぶシューズ
コーナー。右）10本爪や 12本爪から軽アイゼン、ピッケルなどの冬山
ギアも充実している。商品知識豊富なスタッフが頼りになる

化繊やダウンのインサレーションウェアも、よりどりみどり

　那須岳をはじめ、男体山、女峰山や奥白根を擁
する日光連山、百名山の中で最も行きにくいとさ
れる皇海山など、栃木は遊ぶ山に事欠かない。
　その栃木で山遊びの拠点となるのが、好日山荘
ララスクエア宇都宮店だ。JR宇都宮駅西口正面と
いう抜群のロケーションにあり、出かける前に立
ち寄るにもちょうどいい。山に恵まれたエリアに
店を構えるだけあって、これからの季節に欠かせ
ないウールのインナーやインサレーション、シェ
ルなどのウェアはもちろんのこと、アルパインブ
ーツやアイゼン、ピッケルなどの本格的なギアま
で過不足なく揃う。ストアマネージャーの飯沼さ
んに冬の装備を揃える際の注意点を伺うと、「天
候が崩れれば一気にシビアな状況になるのが冬の
山です。装備はオーバースペックなくらいでちょ
うどいいでしょう」と教えてくれた。
　トップクライマーの安間佐千さんの出身地でも
ある栃木はまた、クライミングも盛んな場所だ。
シューズやハーネスなど、クライミングギアを豊
富に扱っているのもこの店の特徴である。

好日山荘ララスクエア宇都宮店
住所：栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6
ララスクエア宇都宮5F
営業時間：10:00～21:00　☎028-678-2940

茶臼岳は標高 1915m。那須岳を代表する山で、
いまも噴煙を上げる活火山だ。ちなみに那須岳
とは茶臼岳の別称で、この地域の山の総称でも
ある。「ニセ穂高」とも呼ばれる標高 1896mの
朝日岳や標高 1917mの三本槍岳、山中には徒
歩でしか行かれない秘湯として知られる三斗小
屋温泉がある。3月 20日から 11月 30日までは
那須ロープウェイが運行している。標高
1690mまで一気に上がれば山頂はすぐ。その
ため、夏は多くの観光客で賑わう山でもある。
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　残雪期に入った赤坂山。登山口の
マキノ高原に雪はもうない。山岳写
真家の梶山 正さんが、ザックを背
負い、カメラポーチをたすきにかけ、
準備万端となったところで、「大村
くん、足元はスノーシューだけ？」
と聞いてきた。さらに、「アイゼン
は持ってないの？」「手袋はウール
のシングルだけ？」などと矢継ぎ早
に確認してくる。そのほとんどに
「はい」と答えると、梶山さんはポ
ーカーフェイスのまま、〈大丈夫か
いな〉という目になった。浅い春の
麓から見上げた赤坂山は、まだ白銀
の世界だ。
　ここで少し自己紹介しておくと、
私は筋金入りの「ギアもウェアもな
るべく持たない買わない」登山愛好
家で、たとえばハンディGPS受信
機よりも米 1合増量のほうを選んで
しまう男だ。これまで、持ってるも
ので、少々無理をして山に登ってき
た。だから登山用具の知識も 15年
前くらいから静止したまま。そんな
人間が好日山荘という登山用具店の

フリーペーパーに記事を書くのはど
うなのか……まあこれを機会に進歩
した登山者になろうと思っています。
一年間どうぞよろしく。
　さて、滋賀と福井の県境、野坂山
地にある赤坂山（824ｍ）は、低山
でありながら積雪の多い山として知
られている。日本海からの冷たく湿
った風の通り道にあり、冬型の気圧
配置になればどっと雪が降る。
「なにしろ、赤坂山を越えた雪雲が
次にぶつかるのが伊吹山（世界一位
の積雪記録がある）だから」と梶山
さん。彼は冬の赤坂山に何度も登っ
ているので何かと詳しい。おおむね
穏やかな山容のため、山スキーやス
ノーシューハイクの山としても人気
がある、といった赤坂山の概要を彼
から聞きつつ、冬枯れの草原になっ
たスキー場を横切って登山口へ。

　今回の登山は、マキノ高原から栗
柄峠を経由して赤坂山山頂へと至る
ルートの往復。登山口からしばらく
は松の多い雑木林で、雪もなく、ま
さに低山ハイクの様相だったが、ま

一般的な雪山から岩と雪のミックスルートま
でこなし、また、岩場に対応した短めの刃は
歩行時に足を引っかけにくい。サイドの刃が
トラバース歩行に有効。／ ¥18,900

冬のトレッキングに最適なラチェットバックルバイ
ンディングを採用した 6本爪アイゼン。コンパクト
に収納でき、雪の赤坂山登山でも充分に雪面をとら
える。／ ¥6,930

握りやすい形状のヘッド『デュ
アルデンシティグリップ』と標
準装備のスライダーリーシュが
特徴。打ち込みやすいピックと
大型アッズが縦走登山で真価を
発揮。／ ¥10,500

グリベル
エアーテック・ニューマチック

LIFE
6本爪ラチェットアイゼン

ブラックダイヤモンド
レイブン ウィズ グリップ

日当たりがいいのか強風のせいか雪がなかった赤坂山
山頂。風の冷たさが伝わらないな～

赤坂山から三国山（876ｍ）を望む。この辺
りの稜線は、全長約 80㎞の高島トレイルだ

大村嘉正＝文　梶山 正＝写真
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もなく途切れ途切れながらも雪道に
なっていった。
　ここでちょっと誤算。雪道、カチ
カチである。傾斜のゆるい穏やかな
尾根道だけど、滑って転びそうにな
る。今朝えらく冷え込んだから雪面
が凍ったらしい。私は、「アイゼン
は最後の切り札」という変な思想の
先輩に雪山登山を仕込まれたので対
応できたけれど、やはりアイゼンは
あったほうが楽ちんだろう。
「赤坂山なら 6本爪アイゼンで充分
です。コンパクトだから荷物になり
ませんしね」とは、私の赤坂山話に
耳を傾けてくれた好日山荘京都店の
松井伊一郎さん。「雪山では、積雪
や天気でコンディションががらりと
変わります。赤坂山は、雪が多けれ
ば登山口から山頂までスノーシュー
だけで登れることもありますが、そ
れは自然しだい。だからアイゼンは

必携でしょうね」
　いや、実際そうでした――と私は
記憶を呼び起こしていった。なにし
ろ、滑る雪面で当てにできるのはス
ノーシューに装備されたアイゼンし
かない（つまりスノーシューを履く
しかない）から、なかなか滑稽な登
山になったのだ。
　たとえば標高 500ｍ付近、武奈ノ
木平の休憩小屋からの登り。ルート
は谷の奥へと入っていき、雪と岩石
と水のミックスルート（つまり雪の
残る沢）になり、スノーシューを石
にガリガリあてながら登った。さら
に行くと堰堤があり、堰堤横の土と
草と雪の急な斜面にスノーシューの
アイゼンをくいこませながら這い上
った。間違った使い方だな～。
　堰堤を越えると積雪が増え、スノ
ーシューが本領発揮。誰かの踏み跡
をたどるのではなく、ブナ林の間を

信じられないほど軽量でコンパクトに収納で
きるダウンジャケット。撥水ダウンを使用し、
あらゆるシーンで優れた保温性を確保。赤坂
山山頂でも暖を約束してくれる。／ ¥29,925

すっきりしたデザインが美しい、NEW 

GORE-TEX®PROのマウンテンジャケッ
ト。極めて軽量で、コンパクトに収納で
きるサイズでありながら、充実の基本性
能。／ ¥59,850

軽量でありながら耐久性抜群のエク
ストリームモデル。雪山登山ギアを
装備するためのストラップやループ、
ハーネスに干渉しにくいウエストベ
ルトを装備。／￥26,250

バーグハウス
ファーナスダウンジャケット

ザ・ノース・フェイス
キチャトナジャケット

バーグハウス
エクスペディションライト 40ℓ

急傾斜の雪面をスノーシューで直登。でもこれはほんの一部で、おおむね穏やかな尾根道

雪深いせいか、標高 400ｍあたりからブナの木が増え始める

雪山を快適に楽しむならレイヤリングが大切。
表面の滑りが良いインナーだと動きやすい

松村伊一郎
1969年生まれ。神戸
育ち。京都周辺の低山
などの日帰り登山をメ
インに、沢登りなど
オールマイティーに山
を楽しんでいる。今年
で在籍 24年目で、京
都や滋賀の山に詳しい

高いグリップ力と抜群のブーツ
固定力を備え、雪山のハイク
アップから雪原ハイキングまで
幅広く対応するスノーシュー。
グリーンは好日山荘オリジナル
モデル。／ ¥36,750

MSR
ライトニングアッセント22
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好きなように歩けるのは快感だ。
　けれども、傾斜のきつい雪面の直
登やトラバースでは、今回私が履い
た某社のスノーシューでは不安定に
なることがあった。だが、好日山荘
お勧めのスノーシュー『MSRライト
ニングアッセント』だとそんな状況
でも快適らしい。再び京都店の松村
さんに登場してもらおう。
「このモデルだと、スノーシューの
フレーム部全周がアイゼンとなって
雪面に食い込みます。またいい具合
にたわむので、グリップ力も安定性
もいい。耐久性も高いですしね」。
あ～、雪の赤坂山に登る前に松村さ
んに会っておきたかった……。
　ブナ林の急登を抜けると風景がぐ
っと開けた。栗柄峠だ。大きく息を
して呼吸を整えた。肺がひやりとし
て気分がいい。

　栗柄峠は、日本海と琵琶湖を結ぶ
古道だったという。登山道の傍らの
大岩には、風化して姿があいまいに
なった石仏（阿修羅像だろうか？）
が安置されていた。古の人々も、今
の私たちのように山での安全を願っ
たのだろう。

　栗柄峠からは、弓のようにたおや
かな曲線の尾根が広い雪原となり、
山頂へと続いている。風が強いため
尾根の背を避けて登った。雪原はク
ラストし、スノーシューのアイゼン
が気持ちよく効く。小さな木立を抜
け、白く鈍く光る世界で、天との境
をめざした。ときどき心が無に近づ
き、それが嬉しい。
　風に強く叩かれた。怖い。転べば
滑落？ ピッケルが必携だったか。
「逆に、ピッケルの必要を感じると
きは山頂をあきらめる、という選択
もありますよね」と京都店の松村さ
んはいう。確かにそうだと思う。自
然への謙虚さが、安全な登山へとつ
ながっていくのだ。
　山頂には雪がなかった。雪雲の通
り道にふさわしい、ゴウゴウとした
風が流れていく。15分ほど我慢した。
防風性があるソフトシェルの上下だ
ったけど、それが潮時だった。梶山
さんと私は、寒い寒いとあわてて頂
上をあとにした。
　正直、私は油断していた。標高は
低いし残雪期じゃないかと。で、凍
った雪道や山頂の寒さにしてやられ
たのだが、悪い気はしない。思い通
りにならない場面で、自分がどうな
るかを知る、それも山の醍醐味。

リブニット採用の生地は抜群の
伸縮性があり身体にフィット。
しかもとても柔らかく、着てい
ることを忘れるほど。ウールの
天然の抗菌性により長期使用で
も快適。／ ¥9,450

表面の素材感が個性的でスタイリッシュなプ
ラヴィターシリーズは、シンプルかつ機能的
なデザイン。ビーニーはワンサイズで、頭の
曲線に合わせたフィット。／ ¥3,150

首周りからの冷えを和らげ
てくれるネックゲイターは、
ウエア（例えばハードシェ
ルジャケットなど）の衿の
汚れを防ぐ効果も。薄手で
使いやすい。ワンサイズの
み。／ ¥2,625

多彩なアウトドアアクティ
ビティに適したテクニカル
フリースのグローブ。サイ
ズは S～ L、 カラーはビー
ニー、ネックゲイター、グ
ローブとも同じ展開の 3色。
／ ¥2,940

素材はメリノウール。ミッド
ウェイトタイプで充分な厚みが
あるので冬のベースレイヤーに
おすすめ。ザックのハーネスや
他のレイヤーと干渉しない縫製
になっている。／ ¥11,025

アイベックス
ウーリーズ220ボトム

バーグハウス
プロビタールビーニー

バーグハウス
プロビタール
ネックゲイター

バーグハウス
プロビタールグローブ

スマートウール
NTSミッド250ジップT

ブナ林（下写真）を抜けると、広大な雪原が赤坂山のてっぺんへと続いていく（上写真）

4mm厚の中綿とゴアテックス
®メンブレンを一体化させ、
保温性と防水性に優れたショー
トゲイター付ブーツ。軽量で
フィット感に富み、あらゆる雪
山登山に対応。／￥59,850

伸縮性に優れる 4ウェイ
ストレッチナイロンシェ
ルを採用し、防水透湿性
に 優 れ た BDRYイ ン
サートのリムーバルイン
ナーを採用。操作性と保
温性が素晴らしい。／
¥11,550

独自のバーナーヘッド構造とマ
イクロレギュレーター機構によ
り、風や寒さに強い、燃焼効率
の高いストーブ。荷物が増えが
ちな雪山登山に最適な小型軽量
モデル。／ ¥8,820

ザンバラン
パイネ・プラスGT

ブラックダイヤモンド
ソロイスト

SOTO
マイクロレギュレーター
ストーブ ウインドマスター

白銀の世界で優雅に茶を。とはいえ雪山の天
気は気まぐれ。湯が早く沸くストーブがいい

ポールは無雪期以上に頼りになる。
雪上でのバランスをサポート

ウルトラコンパクトなスキー用ホール
ディングポール。電車やバス利用で登山
口（例えば赤坂山）に向かうときも、
ザックからのはみ出しが少なく、周りに
迷惑をかけない。／ ¥13,650

ブラックダイヤモンド
コンパクター
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ＪＲ京都駅から地下通路でアク
セス可能な京都店。充実の登山
グッズをゆっくりと選べる

スノーギアを
装備しやすい
ザックはもち
ろん、旅行用
の軽量コンパ
クトなバック
も充実

登山靴は本格雪山登山用の物からトレイルランニングシューズまでセ
レクトに自信あり。軽量コンパクトなダウンジャケットではバーグハ
ウスなど今季一押しのラインナップで

好日山荘京都店
住所：京都府京都市下京区烏丸通七条下る
東塩小路町590-2 京都ヨドバシビル5F
営業時間：9：30～22：00　☎075-708-5178

　赤坂山山頂までは、雪次第だが約 3時間。登
山口のマキノ高原に駐車場あり。登山口から約
1時間の武奈ノ木平には休憩小屋。栗柄峠付近
には高圧線鉄塔が建ち、視界が悪いときの目印
になる。山頂付近の雪原では強風に注意。
　それから、メジャーな山と違い、先行者のト
レースを当てにできないことも。雪の赤坂山に
初めて登るなら、無雪期に一度同じコースを登
っておこう。好日山荘登山学校ではこの山でス
ノーシューツアーを開催している。

　国際的観光都市でありながら、郊外ではさまざ
まなジャンルの登山が楽しめる京都。JR京都駅か
ら徒歩 5分ほどの好日山荘京都店では、山デビュ
ーする女子のコーディネートからクライミングの
ギア、そして観光地らしく旅行にも使えるアウト
ドアブランドのバッグまで、充実の品揃えだ。
　さて雪山の季節。今回紹介した赤坂山のように、
京都周辺では、低山でアプローチが容易でありな
がらも雪の豊富な山がいくつかある。
「本格的な雪山装備が必要になる山も少なくあり
ません。標高 1000ｍほどの山なのに、風雪で下
山が不可能になり、ビバーグを強いられることも
あります」とは、京都店ストアマネージャーの松
井伊一郎さん。「ですので、さらなる高み、たと
えば冬の北アルプス登山への経験を積めるフィー
ルドでもあります。また、雪が多いので麓でのス
ノーシューハイクもいいですね」。
　本格的な雪山登山から気楽な雪遊びまで、商品
も経験も提供できる京都店には、山の初心者もベ
テランも集い、山行の予感に胸ふくらませながら
ウエアやギアを手にしている。

MSRのスノーシューやグリベルのアイゼンなど、高峰登山まで対応
するスノーギアが充実
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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）、『山と渓に遊んで』（みすず書
房）など。

高桑信一＝文・写真

　今年の夏から、好日山荘「おとな女子登山部」に山の取材へ同行して
もらうようになったGUDDÉI 編集部。８月に行った初回の白山取材はあ
いにく天候にめぐまれず、やむなく日帰り登山となりましたが、先日、入
山した北アルプス・五色ヶ原の撮影はぶじ完遂！ 白馬や涸沢など、紅葉
の時期にアクセスのしやすい山域がほかにもあるなか、奥まったエリア
を目指すみなさんの健脚ぶりはさすがのひと言でした。立山室堂で足馴
らしをしたあとは、15kg を超えるバックパックを背に岩稜帯の竜王岳、獅
子岳を踏み、ザラ峠を抜けて核心部の五色ヶ原へ……。その一部始終は
来年のGUDDÉI 秋号にて掲載予定。山行はもちろん、彼女たちが厳選し
た道具や食情報も読ませどころになるでしょう。どうぞお楽しみに！

おとな女子登山部／秋の五色ヶ原メンバー　　ガイド資格を持つ
荻野なずなさんをリーダーに、まいまい、まりっぺ、との……と、
今回もタフな４名が参加。小柄な身体が背負う 60ℓサイズの
バックパックが４つ並ぶ撮影は、まさにお見ごとのひと言です杉村 航＝写真　福瀧智子＝文　
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Otona Joshi To  anbu

編集部（以下編）本社と全国の店舗
の女性の中から、応募＆面接形式で
選ばれたメンバーだとお聞きしまし
た。まずは、荻野さんが部長になっ
た経緯について教えてください。
荻野なずな（以下荻）登山ガイドの
資格を持っているということもあり、
会議で任命されました。
編）メンバーの顔ぶれは？
なっちゃん（以下な）現在メンバー
は 8名。みんな勤務地は別々です。
あやや（以下あ）関東と関西にちょ
うど 4人ずつなんです。
まっちゃん（以下ま）今回は関西か
ら 3名、関東から 1名がここに集ま
りました。
編）8人全員がそろったことは？
ま）ミーティングで集まったことは
ありますけど……。
あ）部として山に登るのは今回の白
山が初めてなんです。

編）個人的にも白山は初めて？
な）荻野さん以外は初めてです。な
のでとても楽しみにしてたんです！
荻）今回は 4人ですが、はやく全員
で活動がしたいですね。
編）女子 8名のグループ登山。圧巻

部員みんなを引っぱる、おとな女子登山
部の部長。日本山岳ガイド協会の認定ガ
イドでもある。好きな山は「やっぱり北
アルプスが好きですが、北信の山、妙高、
火打山なども魅力的ですね」

おっとりマイペース。ゆったりした関西
弁が場を和やかにする。好きな山は「い
ちばんは屋久島です。近畿圏だったら奈
良の山が好きですね。とくに天川村のあ
たりとか、ひとりでこそっと行きます」

今回唯一の関東からの参加。ハキハキ発
言するのが印象的。好きな山は「尾瀬で
す。至仏山、燧ヶ岳もいいですが、その
向こうの会津駒ヶ岳が去年登ってよかっ
た山。次は中門岳まで足を伸ばしたい」

山登り歴は 2年半。クサリやハシゴなど
の難所が好み。好きな山は「常念岳です。
5月の末に登ったときはすごい快晴！　
登っていくたびにどんどん見えるてくる
山が増えていくのに感動しました」

白山の麓、白峰集落を歩く 4人。まずはカフェ
に寄ったり温泉に入ったり

仲村玄徳＝文
太田孝則＝写真
福瀧智子＝編集
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Otona Joshi To  anbu

でしょうね！　ちなみに、今後メン
バーが増えるってことは？
荻）あるんじゃないですか。あと、
入れ替え、とかね……ふふふ。
一同）ええええええ～ !?
編）某アイドルグループみたい！　
でも、みなさんスケジュールを合わ
せるのもなかなか難しいのでは？　
な）店舗スタッフの場合、セールな
どの繁忙期はやはり難しいですね。
あ）ムリのない範囲で山に行くよう
にしていくつもりです。
一同）社員そしてスタッフのみなさ
まぜひ「ご理解とご協力を！」

編）ここ数年の山ブームで、女子の
お客さんの来店は増えましたか？
荻）20代後半から 30代前半のOL
さんが増えましたね。
な）シュラフを見ていく女性とか。

あ）日帰りから山小屋泊にレベルア
ップするため、靴を選ぶ方とか。
編）色とかデザインでウェアや道具
を選ぶ女性も多いと思うんですが。
こっちが本当はオススメなんだけど
……なんてケースはありますか？
一同）ありますね！
な）なので、いろいろとご相談させ
ていただくように心がけています。
ま）靴とザックは色よりもサイズ感
やフィット感にこだわりたい、とい
うお客さんも多いです。
あ）とくに高い山に登リたい女性は
そうですね。

編）おとな女子登山部は女性だけで
なく、男性も注目すると思います。
思い切って、山に登る男性の好み、
など聞いてもいいでしょうか？
な）服装とかも見ちゃうんですけど、

どちらかといえば私は自分とギアの
好みが似てる人、ですかね。
編）なかなかおもしろい目線！　どん
なギアを使う男性にひかれますか？
な）私とテントのメーカーが一緒だ
ったり、買おうと思っていた新作を
すでに持っていたりしたら目がいっ
ちゃうかもしれないですね。
荻）自分とタイプがちょっと違うく
らいが私は好きです。たとえば自分
の苦手な分野が得意な人とか。
一同）あ、それ分かる～！
荻）そっちのほうがお互い、教え合
って一緒に成長していける。クライ
ミング技術とかギアの選び方にして
もそうですよね。詳しい男性が相手
だと勉強になります。
編）ちょっとストイックな感じが部
長さんらしい。
ま）私はもう、普通に……気づかっ
てくれるだけでうれしい。
一同）ははは！　でも分かる～。
ま）女性の体力ってあるじゃないで

すか？　男性とはやっぱり違うし。
別に荷物持って欲しいとかそういん
じゃなくて、ただ歩調を合わせてく
れるだけいいんです。「私に合わせ
てくれてありがとう！」みたいな。
編）思いやりが大事だと。
あ）私はごはんのときとかパッキン
グを手早くサササッと済ます男性を
見ると、かっこいいなって思います。
編）準備がすばやい？　もしも手際
悪そうな男性がいたら……。
あ）心の中で「なにモタモタしてん
のよ！」って。（一同うなずく）
編）4者 4様でおもしろい！　話が
それましたが、最後に、今後の部の
目標を教えてもらえますか？
荻）みんなで槍ヶ岳に登ろうと話し
ています。東京方面と関西方面で登
山口を変えて「槍ヶ岳で会いましょ
う！」という。ちょうどメンバーも
東西 4人ずつ別れていますし。
編）そして、ゆくゆくは海外？
一同）それ、いいですね！

4人のバックパック。左から部長、あやや、まっちゃん、なっちゃんの順

白峰そばのキャンプ場にて。金箔入り日本酒とイカの一夜干しを囲む。
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きれいだなぁ。今日はとくに、朝か
らいらして大正解ですね」
　東京から車で約４時間。キュッと

冷えた空気に包まれながら山なみを見ると、雪
がうっすら積もっていた。八方尾根に上がるな
ら、午前がいいと思いますよ。電話越しの明る
い声に、前夜入りを決めてよかった。登山ガイ
ド・髙木律子さんのホームグラウンドである白
馬は、季節の変わり目を迎えていた。

「わたし、この景色が好きです。白馬の村が箱
庭みたいで」
　ゴンドラリフトに乗り込むと、行く先には稜
線、背後には白馬の村がよく見えた。リフトを
乗りついで、1000ｍほど高度を上げていく。
　あ、カモシカ。岩の上にもう一頭いますね。
あれが白馬鑓ヶ岳で、その右のちょっと平らな
のが杓子岳。もういっこ右の黒っぽいのは白馬
岳で、３つあわせて白馬三山。ああ、やっぱり
五竜かっこいいなぁ̶̶。
　山なみを眺めながら、するすると名前を教え

てくれる。着々とリフトを乗り継ぎながら、周
囲の景色に感動しているうちに、終点の八方池
山荘に到着した。
「せっかくだから、この子もイケメンに撮って
もらわないとね」
　愛用のグレゴリーを整え、靴ひもを結びなお
す姿も素敵だ。
　髙木さんのフィールドは、季節とともに変
わっていく。春先に低山からガイドをはじめ、
６月は尾瀬へ。夏は白馬を中心に歩き、冬はス
キー場に携わる。合間に、スノーシューやガイ
ドの検定員をちらほら。そして、雪どけととも
に再び低山へ向かう。今年でガイド歴 15年。
意外にも、それがそのまま登山歴だという。
「20代はパラグライダーに熱中していて、空
から登山者を見ていました。まさかわたしが登
る側になるとは……」
　パラグライダーとの出会いは、アウトドアと
は無縁だった髙木さんの人生を大きく変えた。
以降、短期のアルバイトで稼いでは、全財産を
抱えて海外へ飛びにいく日々。ブラブラ旅をし
ながら飛んでいるうちに、やがて海外移住を考
えるようになった。でも、言葉の通じないまま

生かされる道はあるのか。もやもやは少しずつ
募っていく。
　帰国後、いつものように分厚い求人誌をめ
くっていた。そのときたまたま目に入った尾瀬
のハイキングガイドに応募。ここで、今に続く
ガイド仲間たちと出会う。ともに研修を重ね、
髙木さんはガイドデビューの日を迎えた。
「あの日は天気に恵まれて、花もすごくきれい
で。お客さんが喜んでいるのを聞いて、とにか
くうれしかった。それで、この楽しさをもっと
味わいたいと思いました。だから、尾瀬がわた
しのガイドの原点なんです」
　その後、尾瀬で出会ったガイド仲間がきっか
けで本格的に登山を開始。髙木さんは山を覚え
ていった。

　白馬との出会いは 1998年のこと。長野五輪
のアルバイトがきっかけだった。白馬駅に降り
立ったときの景色に、ズキューンときたという。
「その日はすごく天気がよくて、山がパアっと
見えたんです。それでもう一目惚れしました。

小林由理亞
＝文　冨田寿

一郎＝写真
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こんなところが日本にあったのかって！」
　こうして夏は尾瀬でガイドをし、冬は白馬の
スキー場で働くようになった。冬の職場で人に
恵まれたこともあり、やがて住まいを白馬へ。
北アルプスの稜線にもっとも近い村での暮らし
がはじまった。
「信号待ちのときでさえ北アルプスが間近に見
え、山なみを堪能できるのが幸せですね。白馬
が好きで住みはじめたので、あの稜線を歩くガ
イドもしたいと思うようになりました」
　そして髙木さんは、白馬に事務所をもつアウ
トドアスクールに所属、登山のガイドも行なう
ようになった。

　登山ガイドをはじめて２シーズン目のこと。
尾瀬のガイド経験もあり、髙木さんは早くから
白馬三山縦走のリーダーを任されていた。当時
は百名山ブーム。案内するのは年配の方や登山
歴の長い方たちが多く、山行には言い知れぬプ
レッシャーがあった。
「そんな方たちの前で、未熟なわたしがガイド
たらんとして案内しているのをおこがましく感
じてしまって。自信がなかったんです。こんな
ガイドで本当にいいのかと」
　夏が終わるとガイドの仕事がパタリとなくな
るのも、なんだかせつなかった。その頃、山の
知人から仕事の話をもらう。これはいい機会か
もしれない。髙木さんはガイドを辞し、白馬を
後にした。しかし……
「一度離れてみると、いいことばかりが思い出
されるものですね」
　またガイドをしたい。やっぱり白馬がいい。
ガイドをやめてから細々と自身の登山をしてい
たし、あの頃よりもちょっとは大人になった気
がする。もう大丈夫。髙木さんは白馬に戻り、
再びガイドをはじめて今にいたる。
「当時は経験が浅く、方向性が定まっていな
かったんだと思います。離れているあいだに、
大人になったのかもしれません。今は吹っ切れ
たっていうのも変ですけど、もうほかの仕事は
考えつかないし、全然迷いはないです」

　髙木さんのように夢中になれるものに出会い、
好きな職に就き、そして、好きな自分でいられ
るにはどうしたらいいのだろう。今ある姿は自
身で選択してきた結果なのか、それともこうな
る運命だったのか。髙木さんにうかがうと、答
えは「両方」だった。
「これまで選択はしてきたけれど、タイミング
や出会いも不可欠だったと思います。そう考え
ると、自分の力だけではないわけで……」
　だから、だれかにアドバイスなんてできない
です、と髙木さんは口ごもる。そしてしばらく
悩んだあと、再び口を開いた。
「でも、何でも前向きに考えたいな、とは思っ
てます。同じことも、考え方ひとつでつまらな
くもおもしろくもなる。結局、どう感じるかは
自分しだいですよね。だから、答えは全部ご本
人の中にあるんだと思います」
　ここはふんばりどころと決めて、ひとつのこ
とをずっと続けるか、転機のサインと受け止め
て、居心地のよい場所へと渡り歩くか。見極め
は往々にして難しく、そこでまた思い悩んでし
まう。そんなとき、何を基準に考えたらいいの

だろう。
「振り返ってみると、わたしはより楽しくいら
れて、ときめくほうを選んできたんだと思いま
す」
　そして今はガイドにときめいている、と言っ
てうなずいた。翻り、わたしたちはどうだろう。

　ひとくちに山のガイドといっても、バックグ
ラウンドやスタンス、扱う山はさまざまある。
技術、体力面の不足を補ってもらい、自力では
たどり着けない世界へ連れていってもらいたい。
知識や技術を身につけたい。より楽しく、より
気持ちよく歩きたい。ガイドを依頼する側にも、
求める像は多々あるだろう。
「たぶんわたしは、お客さんを案内して、ああ
来てよかった、ああうれしい、っていう声を聞
くのが好きなんだと思います。そのフィールド
が、たまたま山だったんですよね」
　髙木さんにとっての山やガイドとは「お客さ
んの喜びに触れることで、幸せに浸ることので
きる場であり、架け橋」なのだという。
「ああ楽しそう。バテてつらそう。一緒に歩い
ていると、相手の思いが肌身でわかります。今
日は登り切れるだろうか。ひとりでツアーに参
加するけど、楽しめるかな……そんな不安があ
れば取りのぞき、なるべくハッピーな状態でい
られるように山旅をお手伝いする。そのために
わたしがいるんだと思っています」
　気持ちをわかってくれる人がすぐそばにいる
ことでもたらされる安心は、計りしれない。危
険や疲労の多い山においてはなおさらで、安心
は安全にもつながっていく。
　状況判断を積み重ね、安全を提供する。それ
がガイドの仕事だと、高木さんはいう。
「わたしは、お客さんがいるからこそ、登山に
やりがいを感じるんだと思います」
　山以外で心が落ち着くのは、ひと仕事を終え、
家でひと息つく時間だという。全力で山に登っ
ているからこそ、生まれくるひと言なのかもし
れない。

　髙木さんのガイド人生における大きなできご
とのひとつは、ガイドの検定員になったこと。

先輩が技術面でのアドバイスや励ましをくれた
り、仲間を見て学んだり。多くのガイドから刺
激を受けることで、世界はどんどん広がって
いった。
　そして髙木さんは現在、ガイド資格のステー
ジアップをめざして検定にのぞんでいる。きっ
かけは、ガイド仲間に触発されたことだ。
「検定を通じて、スキルアップできればと。目
標に向かって何かするのが久しぶりなので、
チャレンジのいい機会だと思っています」
　自身に関していうと、今は多すぎず少なすぎ
ず、ちょうどいいペースでガイドの仕事ができ
ているという。ならば現状を維持し、いまある
仕事に没頭するのもひとつの道だろう。しかし、
髙木さんは「体力検定がドキドキです……」と
言いながらステージアップに挑戦し、ガイド以
外の仕事も行なっている。
「こんないい日に白馬に来ていただけて、うれ
しいです」
　何度も口にした言葉には白馬への愛とともに、
この地に生きるひとりとしての思いがあった。
「地域色の強い観光地である白馬で働くうえで
は、わたしだけよくてもだめなんだと思ってい
ます。山や山小屋、リフト会社、スキー場、白
馬の人たち……みんないい状態で、まわりま
わってはじめて、わたしがガイドできるんです
よね。それに、検定で得たものを、後輩ガイド
へフィードバックできるかもしれない。わたし
なりの立ち位置で、白馬が盛り上がっていく一
翼を担えればと思ってます。まあ、誰に言うで
も言われるでもなく、ひそかに思っているだけ
なんですけどね」
　髙木さんの大好きな白馬が、なんだかとても
いい山に思えた。

八方尾根をてくてく歩いていく。登りつめると唐松岳。右手に続く稜線は「不帰の嶮」

たかぎ・りつこ● 1970年
生まれ、白馬山案内人組合
所属。日本山岳ガイド協会
認定登山ガイド、尾瀬認定
ガイド。信州登山案内人、
白馬マイスター。1998年、
尾瀬でハイキングガイドを
スターﾄ。このとき出会っ
たガイド仲間の影響で登山
をはじめる。99年に白馬へ
移住し、登山ガイドに。現
在、夏は尾瀬と白馬を中心
にガイドを行ない、冬はス
キー場に勤務している。五
竜山荘のカレーが大好き。ブログ「白馬日和♪」
http://blog.livedoor.jp/rituko_takagi
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　全国から初冠雪の頼りがぞくぞくと届
いている。先日の 11月下旬には、富山
県・立山にバックカントリースキー愛好
家が集結し、ひと足早いスキーを楽しむ
など、いよいよ山では本格的な冬のシー
ズンが始まった。
　さて今回は、冬の登山を考えている人
へ耳寄りな情報をお届けしよう。その

テーマは「冬期営業している
山小屋」。特集では安達太良
山の「くろがね小屋」を紹介
したが、雪山に登りたい人に
とって、山小屋はやはり心身
ともによりどころとなる安ら
ぎの場所である。
　たとえば、ロープウェイで
サっとアクセスでき、冬の西
穂高岳の雄姿を間近で臨める
「西穂山荘」は、年越しできる人気の山
小屋の代表格。後立山・唐松岳へ最短で
アプローチできる「八方池山荘」は、白
馬村を見下ろす八方尾根スキー場のトッ
プにある山荘で、日の出に赤く染まる白
馬三山が目の前に迫る。「本沢温泉」で
は温泉が湧き、冷え切った身体に山のい
で湯は格別のひと言だし、アットホーム

な雰囲気が訪れる人を癒す八ケ岳の山小
屋も負けず劣らず人気だ。……といった
具合に、編集部スタッフがオススメする
のは右記の小屋など。
　このほか、年末年始だけに営業してい
る山小屋もたくさんある。山中での年越
しを計画している人は、情報をチェック。
ご予約もどうぞお早めに！

今年の夏に訪れた山小屋の男性ス
タッフが忘れられません。また会
いたいのですが、もう小屋は終了

しています。小屋の事務所に連絡先を尋ね
ると、怪しまれるでしょうか？（26歳 女性）

ライター福瀧　高まる気持ち、ほ
とばしる情熱 ...... ！ 男子の草食
化が叫ばれる昨今、なんとアグ

レッシブなことでしょう。個人的にはダメ
もとで行け！と思ってしまいますが、その
行動自体が、草系に引かれるのかなぁ？ 
男性の長谷川さん。

ライター長谷川　アグレッシブはいいけど
さ、ホントにいい男だったの？　昔から、
スキーのイントラ、海の監視員、一目惚れ
はしたものの街で再会したらガックシって
話はよく聞くぜ。この間「新婚さんいらっ
しゃい」に出てた若奥さんが「仕事中の男
は３割増に見える」って言ってたけど、バ
カンス先なんて 10割増くらいに見えるん
じゃないの？
福　あ、それ言っちゃう～。まぁ正直私も
「山男もウェアを脱いだらタダの人」とい
う思いがぬぐえません。「美人OLもスー
ツ脱いだら干物女」と同じ。気になるなら、
いると信じて焦らず来年また通ってからで
もいいんじゃないですか？　凸る（ネット
用語で「突撃する」こと）となにかと炎上
しますよ～。

山岳雑誌を作る編集部に入ってみ
たいと最近思っています。単なる
山好きというだけで、採用される

可能性はあるものでしょうか？（28歳男性）

長　お、いい質問だ。編集長が大
した山好きでもないのに見栄っ張
りな場合は厳しいね。自分の椅子、

獲られんじゃないかって心配だから。青っ
ちろい顔して椅子の背に人気ブランドのソ
フトシェルやハイドレーションパック（新
品）をかけてるような奴は要注意だ。
福　ちょ、ちょっとナンカ個人的な思い？ 
話が逸れてません……？（汗） まぁ猫の手
も借りたいほど忙しい編集部はあるし、編
集初心者でも雇ってもらえる可能性はあり
ますよ。でもどこも仕事覚えるまでは編集
者というより、奴隷に近い扱いになるかも
……。なにより、どんなに山が好きでも、
遊びで山に行くヒマがなくなる。それでも
いい？！
長　あとね、山と同じくらい本が好きじゃ
ないとダメだと思う（と、たまにはマジメ
なことを言ってみる）。
福　それからね……って、あんまり追い込
むと、いま
の出版業界
に飛び込む
貴重な人材
が来なくな
るから、や
めとこ～。

　黒川温泉は、火の国熊本にある九州有数の温泉の郷。阿蘇の
峰々やくじゅうの稜線歩きを堪能したあと、山の汗を流すには
もってこいの山のいで湯だ。温泉地をつらぬく渓流沿いに 20数
軒の純日本的な旅館が建ち並び、あちこちの露天風呂から湯気が
立ち上る……そんな情緒豊かな雰囲気が温泉好きの心をくすぐっ
てくれるようで、人気は全国レベルでもある。
　むかしからの街並を守ろうと地元の組合がルールを決めている
ためか、黒川温泉には有名温泉地にありがちな歓楽街的な要素が
いっさいない。自然との調和を大切にし、街並み全体がひとつの
「黒川温泉」として機能している。その代表的なルールのひとつ
が「入湯手形」だ。これは黒川温泉の旅館組合が発行しているも
ので、温泉地内の旅館にある露天風呂への通行手形となる。1枚
あれば、3ヶ所までの入湯ができる。どれもこれも趣向を凝らし
た黒川の湯はバラエティ豊かで、満足度はとても高い。（下山後
なのに）もう一泊したい！　と思ってしまう人も必ずやいる、は
ず。【入湯手形】大人 1,200円、子ども 700円　【入浴時間】手形
の利用は 8～ 21時　【問い合わせ】黒川温泉観光旅館協同組合
TEL.0967-44-0076　http://www.kurokawaonsen.or.jp

Mt.News!

悩むが山Don't
Worry!

1

1

2

2
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　はじめて手にとったときは、「なる
ほど、こんな手があったか」と膝を
打った。解けそうで解けない知恵の輪
が、すっと外れたときのようなスッキ
リ感。そんな思いを味わわせてくれる
のがパーゴワークスの「ビフォーアフ
ター」だ。一見なんの変哲もないス
タッフバッグだが、ボトムにあたる部
分が筒のなかで自在に動くようになっ
ていて、これひとつで使用前と使用後
を仕分けられる。新しい靴下に履き替
えて、かぐわしいヤツを片手に一瞬躊
躇するあの時間とも、もうおさらば。
うーん、じつにスマート！　色分けさ
れて、「before」と「after」のタグも
付くので、「どっちだっけ？」なんて
迷うこともない。サイズはSML。ガ
ス缶を入れたり、濡れたレインウェア
をしまったりと使い方も工夫次第だ。

　最近、息子といっしょにテレビを見て
いると、山あいを流れる美しい川や、気
持ちよさそうな渓流の映像が流れると、
やたらと「ここにお魚いる？　ここ行き
たーい」と言うようになりました。しまい
には、台風のニュース報道で氾濫寸前の
川の映像を見ても「ここに行きたーい」
と言う始末です。どうやら夏に、山に
行ったとき、川で魚釣りをして川遊びを
したのが大変楽しかったらしく、また行き
たいと思っているようです。
　そもそも人間が美しい風景を見て、感
動したり、自己の内面を投影させて、安
らぎを得たり、精神的なよろこびを発見

したりするようになったのは、18世紀以降
の近代人の話で、古代の人間にはそのよ
うな発想はなかったと言います。古代の
人間は、自然や風景をもっと直接的な関
係で見ていたようです。そうです、まる
で、うちの息子がテレビに映る川の映像
に本能的に反応するように。
　子どもは、ある意味、私たち大人より
も、古代人に近いのかもしれません。大
人は山から見る展望や風景など自然の美
しさに感動しますが、子どもはいっさい興
味がありません。きれいだね、と言って
も「ふーん」てな感じですが、川に魚が
たくさん泳いでいたり、山で虫や動物な
どの生き物を見つけたりすると、本能的
な野生のよろこびがわきあがってくるよう
です。

Owatter

槍ヶ岳や大キレット、
表銀座、前穂など、
3,100mの標高から観
る大パノラマは極上の
おツマミ！ 北穂高岳
頂上にある北穂高小屋
のテラスで飲む１杯は
格別である

＜材料＞味付き貝缶詰め（今回はつぶ）、とろけるチーズ１枚、七味、お好みで乾燥ネギ

＜つくり方＞
１｜シェラカップに貝の缶詰めを汁ごと開け、弱火で
ひと煮立ちさせる。
２｜とろけるチーズを手でちぎって載せ、ほどよく弱
火でクツクツと溶かす。マヨネーズで代用しても◎。
３｜七味や乾燥ネギを好みで振る。むむ、ビールのほか
ポン酒もあう！

てつ｜シャリキンの実力にも
だえています。もうスノーキャ
ンプでの定番にしたいくらい

タキザー｜来年の目標は「健
康」です。一日でも長生きがで
きるように摂生を努めます

あそー｜楽天の日本一、しびれ
ました。俺もいつか、焼酎ファ
イトしたいなぁ

たき｜なんのなんの来年は行
きますよ、赤ヘル軍団は全員野
球で日本一へ！あそーさん

いとー｜板を新調！　うれし
いけど、道具のせいにできな
くなっちゃったのが問題です

森山｜クライミングページで
紹介したシューズ、その場で
お買い上げしてしまいました

大村｜里に近くて 3月中旬で
もあんなに雪がある赤坂山。京
都の登山家は恵まれてるな～

吉田｜真っ赤な山も綺麗でし
たが、きりっとシャープな白
い山はまた格別ですね～
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