
写真＝杉村 航山なみの左手奥に見えている高原状の大地が五色ヶ原。おとな女子登山部がご案内します！

　夏も秋も季節にかかわらず、行くたびに “山っていいなぁ” 
としみじみしてしまう北アルプス。山の形や標高、それに頂上
からの雄大な景色といった自然のすばらしさはもちろん、歩き
応えのあるルートや適度な水場、快適な山小屋が要所要所に設
けられているなど、安全と安心が整えられている点も魅力です。
　今回はそんな北アルプスの、北の端っこ。立山からさらに奥
へと踏み入ってみました。めざしたのは森林限界を超えたエリ
アでの紅葉。森林限界を超えたら樹なんてないだろうし、そん
なところに紅葉なんてあるの？ 言葉遊びのような「森林限界で
の紅葉」に、今回もおとな女子登山部がご案内します。
　おりしも山行の日は台風の影響が入って雲も多め。刻々と悪
くなっていく天候に、一時は山行中止かと心配しましたが、自
然の演出は想像を超えていました。なにが吉となるかわからな
い。だから山は、自然はおもしろくて毎回ワクワクさせてくれ
る。そんなディープエリアのディープな旅とともに、秋の『GU
DDÉI』をお楽しみください。

ディープな秋の
北アルプス!!

連載『山と人』No.14

加賀谷はつみ（シンガーソングハイカー）

&荻野なずな（登山ガイド）

秋晴れの立山から秋雨の五色ヶ原へ
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室堂を出発してから２時間少々。獅
子岳に続く気持ちのいい稜線の向こ
うには、めざす五色ヶ原が見えてい
ます。目的地はすぐそこ !?

ディープな秋の
北アルプス!!
秋晴れの立山から秋雨の五色ヶ原へ

o t o n a  j o s h i    t o z a n b u

言うまでもなく、秋と言えば紅葉。
紅色に染まった山を歩くのは、ハイカーの大いなる喜びのひとつ。

もちろん、おとな女子登山部もその例に漏れず、
存分に秋を堪能しようとプランを練りまくります。
そのなかで出てきたのが「草

くさ

紅
も み じ

葉」でした。

林 拓郎＝文　杉村 航＝写真　福瀧智子＝編集

部長
荻野なずな まりっぺ

好日
山荘

おと
な女
子登
山部

この
メン
バー
で

登り
まし
た とのまいまい
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　いわゆる紅葉はカエデなどの樹の葉が色づき
ますが、森林限界を超えたところではナナカマ
ドなどの灌木やチングルマ、イワイチョウと
いった葉っぱが赤く染まります。これがいわゆ
る「草

くさ

紅
も み じ

葉」。
　その草紅葉の名所と言えば、やはり北アルプ
スの五色ヶ原！ それなら立山から歩きましょ
うと、おとな女子登山部の行き先はルートとと
もに即決。しかもここなら星もきれいでしょ !!
とばかりに、テント泊＆おとな女子的ディナー
を楽しむというオプションも設定しました。
　今回の旅程は２泊３日。初日は扇沢から室堂
にアクセス。3,000ｍを超える雄山の頂を踏ん
だら、みくりが池温泉に宿泊。２日目は立山カ
ルデラの縁をたどって五色ヶ原まで。草紅葉に
囲まれたテント場で星とディナーを楽しみ、最
終日は黒部湖沿いに黒部駅へ、という計画です。
　今回のメンバーは荻野部長以下、まいまい、
まりっぺ、との、の計４名。荻野部長はガイド
資格まで有する山のベテラン。まいまいとま
りっぺはまだ山経験は浅いと言うものの、なか
なかどうしてパッキングは手慣れており、さす

が専門店勤務と唸らせてくれます。とのは山歩
きにも慣れているそうで、聞けば北アルプスも
かなり歩きこんでいる剛の者。小柄ですが、ひ
とりで何でもできるタイプのようです。

眺望の尾根道で
カルデラの向こうまで
　２日目早朝。下り坂と告げる天気予報をあざ
笑うかのように高くクリアな空に感動しながら、
いざ出発の午前７時。室堂ともなれば 10月の
朝は肌寒いほど。テント泊の道具を背負ってい
ても、夏のように汗が噴き出す不快さはありま
せん。そのうえ山を吹き渡る風は完全にドライ。
ここは天国ですねと、誰もが笑みをたたえる快
適さです。
　さらに見上げれば立山の山肌は緑の灌木と土
と岩、そのなかに色づく草紅葉が混ざり込んだ
複雑な模様に覆われています。はたしてこの紅
や黄色が、この先どこまで広がるのか。
「歩きもだけど、山の色が変わっていくことが
楽しみですね～」
　さぁ、待望の草紅葉。期待を高めながら、ま

ずは浄土山に向けて登山道を進みます。人間の
身体ほどの大きな岩がゴロゴロ続くやっかいな
ルートを抜ければ、浄土山山頂からはぼっかり
と地面が崩れ落ちたかのように荒々しい地形の
立山カルデラを一望できます。雄山や真砂岳に
囲まれた室堂にいると、なんとなくそこがカル
デラと思いがちですが、こうしてみると迫力は
段違いです。
　めざす五色ヶ原はその先に見えていて、細か
な地形までハッキリと分かるほどの距離です。
あの平原をめざして、これからこの大きな穴の
縁をぐるりと歩いていく。そのルートは尾根沿
いですから、ずっと眺望の開けている楽しい
ルートになるのは間違いありません。
　はたして期待通りの絶景が連続で出現。浄土
山を越えれば、雄山を横から眺めて
「昨日登った山だ～」
　と感嘆の声をあげ、龍王岳を見ては
「すごい、岩だらけ～～」
　とはしゃぐおとな女子登山部。キャンプ道具
一式を背負っていても、疲れをまったく見せな
い元気ぶり＆健脚ぶりで、獅子岳にいたる尾根

左）まずは大町からトロリーバスで。右）黒部ダ
ムの堤は徒歩移動。この後ケーブルカー、ロープ
ウェイ、再びトロリーバスと乗りついで室堂到着。
上）出発の朝はみくりが池に青空が映りこむ好天

室堂周辺は草紅葉のシーズン。まずは整備された登山道で浄土山をめざします

左）浄土山からは稜線歩き。奥に見えるのは龍王岳です。右）
おとな女子登山部全員、この荷物を軽々と背負います
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道を軽快に進んでいきます。

登って下りて、また登る
適度な手応えが楽しい！
　この２日目のルートは眺望のよさと同時に、
適度なアップダウンも楽しめます。とくに龍王
岳から獅子岳へのルートは時に黒部湖を見下ろ
し、遠くに北アルプスの山々を見て、振り返れ
ば山肌に草紅葉がちりばめられる稜線の道。室
堂周辺の穏やかさとは違った表情の立山です。
「こういう尾根の道、楽しいですよね～」
　と嬉しさを隠しきれないまいまい。その様子
を静かに微笑んで見守る荻野部長。まりっぺは
眺望にうっとりとした表情を浮かべ、とのはひ
たすら写真を撮る。おとな女子登山部、それぞ
れにキャラクターを浮き上がらせているうちに
獅子岳到着。11時半という時刻を受けて、お待
ちかねのランチをいただきます。天気を下り坂
に向かわせているのは関東沖の台風だそうで、
空はよく晴れているものの、低いところではは
るか彼方まで細切れの雲が重なり、雲海のよう
です。そして山の向こうには、真っ白な雲が

次々と湧き上がる。こんな景色を眺めながら、
押し寿司をつまんでいるという状況。
「これはなかなか、ないですね～」
　と部長もお気に入りの様子です。

とうとう降り始めた雨に
おとな女子登山部、予定変更
　獅子岳を越えると、一気に眺望が拓けて五
色ヶ原が見渡せます。おお、カルデラの縁のギ
ザギザ具合も、その側でたおやかに広がる平原
も、そして立山カルデラのはるか向こうまで広
がる厚い雲も、すべてが見通せるすばらしさ！　
と喜んではおりますが、目の前の五色ヶ原にい
たるルートの途中には「ザラ峠」があります。
峠と言っても、このルートから見ればコル。そ
こまでは一気に 400ｍ近くも標高を下げる急勾
配が続きます。しかもガレ場で滑りやすい。
　有名な話ではありますがこのザラ峠、戦国時
代の武将・佐

さ っ さ

々成
なり

政
まさ

が家臣 18人とともに厳冬
期の立山連峰横断を余儀なくされた際に通った
とされている場所。時は 1584年といいますか
ら、まともな防寒具もなかった時代です。

　しかもここは立山連峰の最深部とも言える場
所。トロリーバスやケーブルカーを使ってもこ
れだけ大変だったのに、真冬に、これほど山深
いところを抜けていくなんて想像することさえ
できません。人間をそこまでの行動に駆り立て
た物語、使命感、責任感などを考えると感慨深
いものがあります。
「いや～、昔の装備でここを抜けるとか、すご
いですよね～～」
　と、荻野部長も腕組みしきり。しかし、われ
われの当面の問題は湧いてきたガスと、降り始
めた雨です。急激に気温も下がり始め、これは
先を急ぎましょうとザラ峠を通り抜けます。
　やがて五色ヶ原までの長く緩やかな坂道を登
ると、木道が現れてきました。午後 2時半、五
色ヶ原到着。お疲れさま、さぁテントを張りま
しょうかという頃に、雨足は強くなり風も出て
きて逡巡しばし……。状況に合わせて計画は変
更です。
「今回は五色ヶ原山荘に泊まりましょう」
　こうしてわれわれは小屋閉め寸前の山荘に
チェックイン。テントも寝袋も何ひとつ濡らす

雄山を別アングルで眺めながらも、スタスタと歩く健脚女子たち。龍王岳を越えたあたりからは、山肌を横切る一ノ越から東一ノ越に続くトラバースルートもよく見えます

上）なんと！ ランチはみくりが池温泉でお願
いしたお寿司です。下）そのお寿司が、これま
たどういうこと !? ってくらいに美味しい

右）獅子岳の下りは大きな岩がゴロゴロ。外国の方々も注意深く進んでいらっしゃいま
す。左）ザラ峠へいたる下り坂。立山カルデラの端っこをたどって、いざ五色ヶ原へ
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３日目の早朝。チングルマの赤い葉
と、朱色の綿毛が染め上げる五色ヶ
原の草紅葉。色の深みを増す雨の日
にこれを見られたのは幸運でした
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ことなく快適な一夜を過ごしたのでした。

雨でよかった
濡れた草紅葉の美しさ！
　おそらく、おとな女子登山部全員が秋の青空
に映える真っ赤な草紅葉を期待していました。
それだけに、明け方になっても降り止まない雨
を見て意気消沈。
「せっかくここまで来たのにね」
　というのが偽りのない気持ちでした。ところ
が、準備を整えて山荘を出たとたんに落胆は
180度反転 !!
　真っ赤です。木道の周りで、島のように固ま
る赤い葉っぱはチングルマ。夏には白い花だっ
た部分が朱色の綿毛に変わり、緑色の葉は紅色
に。それがそぼ降る雨に濡れて、なんとも言い
ようのない深く、みずみずしく鮮やかな色に
なっています。もちろん晴れた日には晴れの日
の美しさがあるはずですが、雨の草紅葉の美し
さがこれほどとは。

　雨のせいで視界がきかないからこそ、景色全
体ではなく自然に足もとの草紅葉に目線を落と
します。その草紅葉を眺めては立ち止まり、歩
き出してはまた立ち止まる。まったく前に進め
ないおとな女子たちです。こうして五色ヶ原か
ら刈安峠まで。穏やかな道は標高を下げるにつ
れて灌木が多くなり、紅葉を見せるのはナナカ
マドへと変わっていきます。チングルマよりも
さらに鮮やかな赤が、尾根道の両側に続いてい
く。しかも周囲はミステリアスにガスに包まれ
たまま。こんなドラマチックな景色は、この時
期のこの天気でないと叶わなかったはず。
「雨で、よかった」
　誰かのひと言が、みんなの気持ちそのままで
した。本当に、雨でよかった。
　やがてその雨も小降りになり、霧に変わり、
標高を下げるごとに視界もよくなっていきます。
きっとおとな女子登山部は雲の中を歩いていた
に違いありません。黒部湖畔の平ノ小屋まで着
く頃には、すっかりガスも晴れてきました。

さぁ、あとは湖沿いに黒部ダムまでフラットな
ルート、……と思っていましたが！
　湖畔の道は地図に描きあらわすことが難しい
細かなアップダウンの繰り返し。ハシゴを下り、
登り、木の根を踏み越えながら先を急ぎます。
なのに途中のランチでは
「せっかくだし、残ってるアレを！」
　と、昨夜食べるはずだったキャンプ用のメ
ニューが登場。
「残して帰っても、ね。それに重いし」
「ですね、いただいちゃいましょう」
　といった会話が交わされ、あっという間に驚
きの豪華メニューが登場。あれよあれよと食事
が済んで片付け終わって、ランチはわずか１時
間でオールフィニッシュ。
　さすがおとな女子登山部。常にムダなく、効
率よく動きます。しかもラストはウワサに違わ
ぬ健脚ぶりを発揮。おかげで間に合わないかも
と気をもんだトロリーバスも滑り込みでセーフ
となり、今回も無事の下山でございました。

上）到着した五色ヶ原は雨模様。ガスに
もまかれて夕方のような薄暗さ。下）こ
れは初日の室堂。五色ヶ原でも満天の星
空！の予定だったのになぁ

上）装備がしっかりしていれば雨の日も
楽しいってことのようです。下）標高を
下げていくと、紅葉の主体はナナカマド
に。赤い実が紅葉に映えてキレイです

上）キャンプで食べるはず
だったディナー。スープに
バナナパンケーキ、ホット
ワインという豪華オシャレ
メニューでランチ。右）
ちょいコゲはご愛敬で。下）
最後は黒部湖沿いを急ぐ！
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「ちゃんと寝たいタイプ
なので、こだわっている
のは寝具。マットはエク
スペドのダウン入り。こ
れでかなりあたたかく眠
れます。あと、空気式の
枕も絶対ですね。宿やテ
ントの中ではマウンテン
イクィップメントのダウ
ンパンツです。寝るとき
も快適で手放せません」

「テントはエアライズ 2をアウ
トドアリサーチのコンプレッシ
ョンバッグに。バーグハウスの
フリースもお気に入りです」

部長なずなの装備

まりっぺの装備

とのの装備

おとな女子登山部

北アルプス
秋の山行装備

「ホットワインをつくりたか
ったので、ペットボトルのワ
イン『Rela』を。あとはドラ
イオレンジやシナモンスティ
ックなんかですね。防寒具は
パタゴニアですが、ウールの
ネックウォーマーも持ってき
ました。首をあたたかくする
と、かなり違います」

「調理器具関係はかさばらないように。バーナーはプリムスの P-1

53。フライパンは MSR で、その中に全部入るようにしたり。防寒
着はバーグハウスのライトダウンジャケットと、マウンテンイクイ
プメントのフリースを持ってきました。シェルも同じくマウンテン
イクイップメント」

まいまいの装備

結局テントは張らなかったけれど。
10月初旬の立山でキャンプを前提に
おとな女子登山部がセレクト。
キャンプと山歩きをグッと楽しくする
こだわりアイテムをご紹介します。
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1. ホテルや山小屋も多い室堂からは、標高 3,015ｍの大
おお

汝
なんじ

山
やま

、3,003ｍ
の雄

お

山
やま

、2,999ｍの富
ふ

士
じ

ノ
の

折
おり

立
たて

などにアプローチできる。2. 雄山頂上の
「雄山神社峰本社」。360度の展望が拓ける。3. 長野県側からはロープウェ
イやトロリーバスで、富山県側からはバスやケーブルカーなどでアクセ
ス。自家用車は乗り入れ不可。4. 雄山への登山道。頂上近くは岩のガレ
場。5. 室堂周辺にはチングルマも多く見られる。夏に咲いていた白い花
が散ると、花の中心にあった花柱が綿毛のように伸びて放射状に広がる

日本一高所の温泉が湧く宿泊施設。魅力は硫黄の香りが漂う無加水無加温天然
掛け流しのお湯。これが宿泊なら 23時間いつでも入浴可能（日帰りは 9:00～
16:00）。加えてキノコ鍋やお刺身など、山の中とは思えない豪華な夕食。そし
て清潔な部屋。付け加えるなら有料でお弁当をお願いすることができるが、間
違いなくオススメは押し寿司。あまりの美味しさに笑みが止まらないほどだ

富山県中新川郡立山町室堂平　☎ 076-463-1441　宿泊料金 9,100円（相部屋）、
10,250円～（３名個室）　www.mikuri.com

1

4 5

2

3

富山県の、長野県境近くに位置する立山連峰。その交
通の中心が「室堂」。長野、富山それぞれからトロリ
ーバスなどでアクセス可能。ホテルや山小屋も集中す
る、立山登山の中心地なのです。

五色ヶ原の玄関口

立山・室堂って
こんなところ

みくりが池温泉

［山行アドバイス］

長野県側：電車／ JR 松本駅より大糸線で信濃大町
へ。路線バス約 40分で立山黒部アルペンルート扇
沢駅　車／長野道安曇野 IC より一般道約 60分で扇
沢駅。扇沢駅からはアルペンルートを利用
富山県側：JR富山駅または寺田駅より登山地方鉄道で
立山駅へ。徒歩約１分で立山黒部アルペンルート乗り
場。車／北陸道立山 ICまたは富山 ICより一般道約 40

分で立山駅。立山駅からはアルペンルートを利用

［室堂へのアクセス］

９月末には初雪が観測されることもある立
山。10月半ばには雪が降り、路面や木道が
凍結することもある。そのため、秋の山行
での防寒具は必需品。身体が寒さに慣れて
いない時期なので、それを見越した装備を
考えたい。また室堂では 11月末、室堂以
外の山小屋は 10月半ばで閉めとなる小屋
が多い。利用予定がある場合は小屋じまい
の日程確認も忘れずに

コーヒー、デザートはもち
ろん、お店の雰囲気などす
べてをゆったり堪能できる

長野県大町市美麻 14902-1　☎ 0261-23-1102　10時～日
没営業（木曜定休日）　www.miasacoffee.com

［下山後のお立ち寄り］

美麻珈琲

［参考コースタイム］
１日目：室堂バスターミナル（10分）立山室堂山荘分岐（50分）一ノ越山荘（１時
間）雄山（40分）一ノ越山荘（40分）立山室堂山荘分岐（10分）みくりが池温泉　
歩行計＝２時間 30分
２日目：みくりが池温泉（15分）立山室堂山荘分岐（40分）室堂山（30分）龍王岳
（２時間）獅子岳（50分）ザラ峠（55分）五色ヶ原山荘　歩行計＝５時間 10分
３日目：五色ヶ原山荘（２時間 55分）平ノ小屋（３時間）ロッジくろよん（25分）
立山ロープウェイ黒部湖駅　歩行計＝６時間 20分



PR
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　押出川の小さな広場でひと息つく
と、そこから先は急な登りになった。
大きな岩がゴロゴロと転がる木立の
なか、一歩一歩、足を置く位置を確
かめながらあえぐように登る。
　振り返ると雲海に南アルプスが浮
かんでいた。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、
北岳。まるでSFに出てくる幻の島
みたいだ。左に目をやると、歌その
ままに富士山がアタマを出している。
　秋の八ヶ岳にやってきた。標高
1500mの観音平でクルマを下りる
と外はもう肌寒かったが、歩き始め
るとすぐに体は温まった。暑くも寒

くもない快適な山歩き。標高が高い
ところではすでに紅葉のピークは過
ぎているようだが、下の方にはまだ
残っている。色づく木々を眺めなが
ら樹林帯を抜けた。
　雲海の名が付いた展望台は雲の中
にあって何も見えなかったが、押出
川を越えて急登を詰めるうちにだん
だん周りが明るくなり、気がつけば
雲の上にいた。
「山頂までホントにあとちょっと！」
　手書きの看板は嘘じゃなかった。

山での使用にフォーカスし
た軽量でコンパクトに収納
できるインナージャケット。
中綿は、高品質のダウンに
遠赤外線効果のある光電子
をミックスしたもの。撥水
加工が施されて濡れにも強
い。／￥23,000+ 税

しっかり握れるボディリングに、衝撃に強
い底カバーなど、保温力・耐久性を高めた
「山専用ボトル」。軽量設計（900ml で
390g）ながら、保温性が高い（77度以上
を 6時間キープ）。／￥6,500+ 税

ザ・ノース・フェイス
ライトヒートジャケット

サーモス
ステンレスボトル FFX-900

east
vol.4

伊藤俊明＝文　岡野朋之＝写真

左）標高が高い所では紅葉のピークを過ぎたようがだが、2000m 以下の樹林帯はまだ楽しめた。左）押
出川を過ぎると急登。気がつけば雲を抜けていた。背後にはぽっかりと南アルプスが浮かんでいた

登山者にはおなじみ
のガイドマップ。山
域ごとに分けられ、
59冊で日本百名山
を 含 む 全 国 の 約
1500の山を収録し
ている。実地調査に
基づく登山情報が満
載。／￥1,000＋税

昭文社
山と高原地図32
八ケ岳・蓼科・
美ヶ原・霧ヶ峰
2014

朝沸かしたお湯で昼に熱々のお茶を淹
れる。カップヌードルも OK だ

防寒にはアクセサリーが有効。
体の末端や首をカバーするこ
とで、体感温度はぐっと上が
る。メリノウール 100％の
ネックゲイターは肌触りも滑
らかで使いやすい。／￥4,200+
税　※ 10月入荷予定

この季節のグローブは防寒の
ためだけではなく、しっかり
した防水機能を持つモデルを
選びたい。防水透湿素材ハイ
ポーラサイトスを使用する定
番。要所は補強してあり、耐
久性も高い。／￥4,000+ 税

アイスブレーカー
フレクシーシュート

バーグハウス
レイングローブ
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　編み笠をふせたようなカタチだか
ら編笠山。岩が敷き詰められた山頂
は広くて展望もよく、雨や風がなけ
れば休憩するにもちょうどいい。
　この日は、北アルプスから南アル
プスまでぐるりと見渡せた。振り向
けば八ヶ岳の山々。右手から、権現
岳とギボシ、ちょっと奥に赤岳、阿
弥陀岳が並んでいる。見下ろせば紅
葉の山肌だ。
　風は穏やかで、空気は冷たいがダ
ウンを引っ張り出すほどではない。
ウインドシェルとニット帽でちょう
どよかった。座り心地のいい岩を見
つけると行動食で昼を済ませ、ポッ
トのお湯でお茶を淹れてのんびり羽
根を伸ばす。急ぐ必要はない。
　撮影をしたりして、ふたたび歩き
始めたのは小一時間の後。すぐに青
い屋根が見えた。20分も下ればそこ
が青年小屋だ。
　今日はここまで。編集部の宮川さ
んとふたりで決めたテーマは、秋の
山でのんびり過ごす。青年小屋は、
別名「遠い飲み屋」という。
　まずは生ビールで乾杯。外のベン
チに腰掛けて、山を見ながら喉を潤
す。最高の気分。
　談話室のこたつが特等席だ。飲み
屋というだけあって、ウイスキー、
日本酒、ワインとなんでも揃う。ボ
トルキープもできるようだ。まだ２
時を回ったばかりだが、他にやるこ
ともないのだからしようがない。
「まいったなぁ。ネットもつながら

ないし」と宮川さんが、いかにも仕
方がないという感じでつぶやく。右
手に日本酒、左手には本棚から鷲掴
みしてきた『岳』が 5冊。僕も、し
ぶしぶ『ゴルゴ 13』を手にとった。
　この飲み屋は、メシもうまい。サ
クサクのアジフライに満足して、二
回戦に突入。グループの客も居て、
平日だというのに賑わっている。
　あまりの心地よさにいつまでも飲
んでいたくなるが、ここは山小屋だ
と思い出す。トタン屋根を雨が叩き
始めたのを潮時と部屋に引き上げた。
　夜が明けても雨は上がらなかった
が、気になるほどではない。小雨の
なかを出発する。
　ノロシバは、武田四天王のひとり
高坂昌信が狼煙台を置いた場所とい
われているが、今日は展望がなく、
実感はできない。
　目の前にはゴツゴツしたギボシ。
権現岳と対をなす西峰だ。
　岩を落とさないように、急な登り
を慎重にやり過ごすと、中腹を巻く
ように鎖を伝ってトラバースする。
　迫力はあるが、足場はしっかりし
ていて怖くはない。ふたたび権現岳
に向かう稜線に出ると、真正面で赤
岳が雲から顔を出した。
　登山道のアチコチに白いものが残
っている。標高が高いこの辺りでは
雪だったようだ。
　初雪は毎年だいたいこのぐらいの
時期だよと、休憩がてらに寄った権
現小屋の主人が教えてくれた。早い

east vol.4

1978年、東京都生まれ。大学時
代は探検部に所属し、ラフティン
グやキャンプなどアウトドア全般
を幅広く楽しむ。長野に移住して、
毎日山を眺める生活を満喫中

イタリアの本社工場で生産される
ライトトレッキングシューズ。レ
ザーと人工皮革のアッパーはしな
やかでフィット感が高く、軽量で
歩きやすい。ゴアテックスを使用
し、防水も万全。／￥27,500＋税

ザンバラン
パスビオGT

快適なウェアリング
のコツは、体を濡ら
さないこと。肌側に
保水しないポリプロ
ピレンを使い、表地
のポリエステル面に
素早く汗を逃がして
発散。両脇と後身ご
ろはメッシュで、通
気性にも優れている。
／￥7,500＋税

日帰りから小屋泊まりの山行にぴったりの
定番モデル。2気室構造に加え、大小９カ
所のポケットを備えて使い勝手がよい。レ
インカバーも付属。SML の 3サイズがあり、
体格に合わせて選べる。／￥17,000+ 税

防風性と高い透湿性をもつウインド
ストッパーを使った薄手のフーディ。
風が強い稜線などで重宝する。寒け
れば、上からレインウエアなどのア
ウターを着ればよい。／￥23,800+
税　※ 10月入荷予定

ファイントラック
ニューモラップフーディ

立体デザインとストレッチ素材に
よる動きやすいトレッキングパン
ツ。秋冬の使用を想定し、肌面は
パイル地にして温かく、表側は高
密度に織って防風性を高めている。
／￥16,300　※ 9月下旬入荷予定

ファイントラック
ソラノパンツ

ザ・ノース・フェイス
オーバーラップクルー

ミレー
サースフェー30

1

2

3

小澤智円

快適登山には足元が
大切です！

ストアマネージャー



13

年には、体育の日の降ったこともあ
るという。冬は、もうそこまで来て
いるらしい。
　雨は上がり、天気は回復に向かっ
ているようだ。権現岳の頂上に着く
ころには、雲も切れ始めた。
　ここから先は、いびつな馬蹄を描
くように三ツ頭の方に下る。
　向こう岸は、昨日歩いた斜面だ。
その中にいるときは気づかなかった
が、遠くから見るときれいに色づい
ているのがわかる。
　コメツガの緑に唐松の黄色、赤い

のはカエデだろうか。3色の見事な
パッチワークだ。
　斜面の向きが違うせいか、同じ樹
林帯でもこちらは少し表情が違う。
しっとりと落ち着いた、気持ちのい
いトレイルを下ってゆく。
　木戸口公園からヘリポート跡、笹
すべりは、笹原が広がるきもちいい
林だ。文字通り滑るようにそこを下
りると延命水があり、まもなく八ヶ
岳横断歩道。南八ヶ岳の山裾を横切
るこの道まで出れば、ゴールの観音
平駐車場は、もうすぐだ。

1. この日の宿は青年小屋。編笠山と権現岳との鞍部にある、歩いてしか行かれない「遠い飲み屋」。2. 編笠山の山頂でパノラマを楽しむ。足元には紅葉の山肌。3. 夜半
に雨。標高が高い所では雪になった。これが今年の初雪。4. 雨は翌朝も残ったが、徐々に回復。権現岳を過ぎる頃には展望も開けてきた。5. 権現岳山頂。北にはキレッ
トを越えて赤岳がダイナミックな姿を見せていた。6. 針葉樹が多い八ヶ岳では、きらびやかな紅葉は望めないが、ところどころでカエデが見事な赤色を見せてくれた

1人～ 2人用でわずか
280g の万能シェルター。
写真のように設営したり、
そのまま被ったりして雨
風を防ぐ。ポールは別売
り。使い方は簡単だが、
いざという時に慌てない
ように練習しておきたい。
／￥9,500+ 税

靴下の下に履くインナー
ソックス。強力な撥水性を
備え、かいた汗を肌に戻さ
ず足をドライに保つ。冷え
や靴擦れ、臭いなど、濡れ
からくる足のトラブルを軽
減する。／￥2,600＋税

ポリエチレンにアルミを蒸着
した「ヒートシート」を使用
したブランケット。体熱の
90％を反射させて体温を維持
する。ポリエステル素材のた
め、繰り返しの使用も可能。
わずか 82g。／￥800+ 税

アライテント
スーパーライト
ツェルト1

ファイントラック
フラッドラッシュ
スキンメッシュソックス

スーパーフィート
トリムグリーン

ベストセラーのトランゴ S EVO と同じ
設計思想のもと、軽さと歩きやすさを重
視したライトトレッキングモデル。日帰
りや山小屋を利用した山歩きにちょうど
よい。／￥38,000+ 税

スポルティバ
トランゴ トレック
マイクロ EVO GTX Women

SOL
ヒートシートサバイバル
ブランケット 1人用

蜂に刺されたり、蛇に噛まれたと
きに傷口から毒素を吸い出す。片
手で操作可能だ。カミソリと 4つ
の吸引カップが付属。ファースト
エイドキットに。／￥2,800+ 税

ソイヤープロダクツ
ザ・エクストラクター

吸放湿性に優れるウール混の素材を使用
した好日山荘オリジナル。消臭糸を使い、
汗や蒸れによるイヤな臭いを軽減。テー
ピング構造でかかとをしっかりと押さえ、
ズレにくい。／￥2,000＋税

クロスプロ
ASパフォーマンストレッキング

先端がスポンジタイプのため、洗剤を無駄なく使える。
気になるところに塗布して、汚れが浮き上がったら水で
洗い流すだけ。水性で環境にも優しい。／￥950+ 税

ゴアテックスなどの防水透湿素材を使用した靴にも使え
る撥水剤。クリーナーとセットで使うことで高い効果が
得られる。濡れた状態でも使用可能。／￥950+ 税

シューズメンテナンスの動画
にアクセスできます

グランジャーズ
左）Gマックスフットウェアクリーナー

グランジャーズ
右）GマックスユニバーサルFWプルーファー

足の性能を引き出してくれると、
多くのアスリートが高く評価する
インソール。堅固なプラスティッ
ク・スタビライザーが足を安定さ
せ、深いヒールカップが踵の衝撃
吸収性能を発揮。／￥4,300+ 税

4

5

6
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east vol.4

上）八ヶ岳最南端の編笠岳山頂から
は、晴れていれば北アルプスから南
アルプス、富士山まで一望できる。
中）青年小屋の玄関には「遠い飲み
屋」の赤提灯が下がっている。居心
地のよさに、何度も通う常連多数。
下）中腹の紅葉はこれから。山肌は
緑と赤、黄色に美しく彩られていた左）クライミングウォールを模

した柱にはヘルメット。対面に
はクライミング用品。右）アク
セサリーは選べるのがうれしい

レインウェアのコーナーも充実。ウィメンズのラインナップも含め、
品揃えが豊富。自分に合った一着が見つけられる

　編笠岳は八ヶ岳最南端の山。権現岳はその北
西、八ヶ岳の主峰赤岳との間に位置する。スタ
ートとゴールは中腹の観音平。JR小淵沢駅から
徒歩で 2時間半だが、自家用車かタクシーを利
用するのが現実的だ。登山道は明瞭で、一部に
急登りや鎖場はあるが、危険な箇所はほとんど
ない。権現岳と編笠岳の鞍部に建つのが青年小
屋。主人の竹内敬一さんはエベレスト登頂も果
たした日本を代表する山岳ガイドで、竹内さん
を目当てに小屋を訪ねるファンも多い。

 Course
Guide

　長野県・松本市といえば、いわずとしれた北ア
ルプスの玄関口。好日山荘松本店は、東西多くの
登山者が利用する松本駅のすぐそば。駅前通りに
面したパルコの 6F に店を構えている。
　場所柄、山行の前後に立ち寄る登山者も多いの
がこの店の特徴。山行前にはフリーズドライ食品
やガスカートリッジなどの消耗品、下山後には壊
れた道具を買い直したり、もっと使いやすい道具
はないかと探しにくるというのがよくあるパター
ンだが、なかには、登山靴を家に忘れたと買いに
来た強者もいるとか。そうした突発的な事故
（？）でも頼りになるのがこの店。登山道で例え
れば、最後の水場のような存在である。
　バックパックや登山靴、レインウェアという主
要なアイテムはもちろんのこと、ベテランや山岳
ガイドのニーズにも応えて、ヘルメットやロープ、
カラビナなどのクライミング用品も充実している。
帽子やグローブのような、一見地味だが、実際に
現場で役立つアクセサリーも豊富。かゆいところ
にもしっかりと手が届く品揃えだ。

アプローチシューズからアイゼンも取り付けられる冬靴、もちろん
クライミングシューズまで。靴は壁一面に並ぶ

好日山荘 松本パルコ店
長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ6F
10:00～20:00　☎0263-31-0580
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　天気予報にヤキモキし、メンバー
の休日や都合を調整してと、登山計
画を立てるのはいつだって悩ましい。
紅葉の進み具合が気になる秋は、な
おさらである。
　大切なのは、これはもう登山の基
本だけど、山の都合に合わせるとい
うこと──つまり紅葉のタイミング
を逃さないことだ。天気については、
ある程度妥協しよう。メンバーのこ
となんて考えちゃあいられない。
　というわけで、もう明日しかない
と石鎚山へ。いつも同行するフォト
グラファー梶山さんを置き去りにし

て、単独行となった。
　四国山地の石鎚山は、西日本最高
峰で日本百名山。天を指すような岩
峰の天狗岳（石鎚山最高地点：1982

ｍ）や、石鎚山北東面の大岩壁など、
なかなかハンサムな峰だ。
　山頂へは、数日かけての縦走から
日帰りまでいくつかのルートがある。
今回は土小屋から石鎚山頂をめざし
た。本州側からのアクセスなら、石
鎚登山ロープウエイを登山口にする
のが近くて便利だが、土小屋からで

アルパインクライミングに
まで対応の超軽量インナー
ダウン。撥水加工を施した
光電子 ® プロダウンを採
用し、不測の濡れにも対応。
スタッフサックへ収納すれ
ばとてもコンパクトになる。
／￥23,000＋税

しっかり握れるボディリングに、衝撃に
強い底カバーなど、保温力・耐久性を高
め た「山 専 用 ボ ト ル」。 軽 量 設 計
（900ml で 390ｇ）ながら、保温性が高
い（77度以上を 6時間キープ）。／
￥6,500 ＋税

ザ・ノース・フェイス
ライトヒートジャケット

サーモス
ステンレスボトルFFX-900

west
vol.4

大村嘉正＝文・写真（石鎚山取材）　梶山 正＝写真（岡山駅前店取材）

登山口から山頂まで、さまざまな木々が目を楽しませる石鎚山。左）紅葉の木漏れ日が美しい。右）森
林限界を越えた山頂では、灌木たちがそのタフな生き方を誇示するかのように、鮮やかな紅葉を見せた

毎年シーズン前に入
念に実踏調査をして
いる登山用地図。素
材には雨に強い特殊
紙ユポを使用し、イ
ンクの脱落防止のた
めニス引き加工も施
す。石鎚山・剣山と
ふたつの百名山を掲
載 。／￥1,000 ＋税

昭文社
山と高原地図54
石鎚・四国剣山

暖かいものを食べると、重ね着する
よりも、ぜいたくに温まる気がする

秋の冷たい雨から手を守るレ
イングローブ。ボディは、心
地よいフィット感をキープす
るために二重構造。インナー
フィルムに Hipora サイトス
を採用し、優れた防水性と通
気性を保持。／￥4,000 ＋税

バーグハウス
レイングローブ最高品質のメリノウールを

使ったネックゲーター。薄手
の生地を採用し、丈を長く
とったデザインのため、バラ
クラバやヘッドバンドなど、
アイデア次第で用途は自由に
広がる。／￥4,200 ＋税
10月入荷予定

アイスブレーカー
フレクシーシュート
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あればすでに紅葉の真っただ中だし、
山頂までの標高差も少ない。石鎚登
山では最も気楽なルートで、急遽
「明日登ろう！」というときにはベ
ストな選択だろう。
　ただ、この土小屋ルート、登山口
へのアクセスには注意が必要。本州
側から自動車でいく場合、カーナビ
が「松山自動車道を川内 ICで降り、
国道 494号経由で石鎚スカイライ
ン」というルートを指示したりする。
だが 494号線はいわゆる「酷道」。
遠回りだが松山 ICから久万高原経
由で石鎚スカイラインをめざそう。

　土小屋からのルートはやさしいだ
けでなく、自然もすばらしい。土小
屋から山頂への稜線や、そこから見
わたす谷は「石鎚山系森林生態系保
護地域」で、この山域ではもっとも
自然が豊かだ。たとえば登山道から
南西方向に広がる面河渓上流部では、
標高差 1300ｍにわたって温帯林か
ら亜寒帯林までの植生の変化（垂直
分布）を見ることができる。私が訪
れたとき、その山肌は無数の色をの
せたキャンバスだった。モネやセザ
ンヌなど印象派の巨匠に負けぬタッ
チで、紅葉は森の多様性を際立たせ
ていた。
　しかし、石鎚山頂だけはあいにく
雲のなか。天気予報では、石鎚山の

向こう、瀬戸内海側は曇りで雨の可
能性も高いらしい。天候については
妥協したから仕方ないのだが、この
先ちょっと不安である。悪天になら
なければよいのだが……。
　温暖な西日本でも、標高が石鎚山
クラスの秋山では気象に注意が必要
だ。晴れたら昼は初夏のような陽気
だが、朝夕は冷え込む。寒冷前線が
駆け抜ければ気温は急激に低下する。
秋だから日没も早い。だが、「もし
なにかあったら」と、むやみにバッ
クパックに詰め込むのは避けたいも
の。なるべくコンパクトでライトに、
なおかつ必要十分なウェアやギアは
なにか？  秋は、登山用具の選択眼
が試される季節なのだ。

　ではショップからのアドバイス
は？  というわけで、好日山荘岡山
駅前店の西村さんに聞いてみた。西
日本の秋の高峰日帰り登山で、なに
か工夫できることはありますか？
「寒くなる季節には防風性のジャケ
ットは欠かせませんが、耐水性もあ
るモデルならレインジャケットの代
わりになります」
　そして荷物がひとつ減ったぶん、
薄手のダウンジャケットなど防寒着
をプラスしてもいいという。
「それから万が一を考えるなら、ツ
ェルト（簡易テント）もおすすめ」

west vol.4

このコーナーで二度目
の登場！　出身地の神
戸市・神戸本店から転
勤して間もない西村さ
ん。岡山の登山愛好家
のみなさん、地元の名
山情報をぜひ彼に！

フィット感が高く歩行性のよいラ
イト・トレッキングブーツ。レ
ザーと人工皮革でしなやかに仕上
げたアッパーは柔軟かつ非常に軽
量で、ソールのクッション性も高
い。／￥27,500 ＋税

ザンバラン
パスビオGT

適度な暖かさと通気
性をもたらすベース
レイヤー。前身頃は
二層構造で保温性を
確保しつつ汗を効果
的に発散、両脇と後
ろ身頃はメッシュを
使用し、汗による濡
れ感を抑さえてくれ
る。／￥7,500 ＋税

体格に合わせて背面長を S、M、L か
ら選べる背面システムを採用し、使
う人を選ばない。使いやすい 2気室
構造になっており、9カ所にも及ぶ
大小各種のポケットも装備。利便性
にすぐれる。／￥17,000 ＋税

「シェルを中間着『ミッドシェ
ル』として着用することで、発汗
や風雨などの山での悪条件に対
応」というコンセプトのニューモ
ラップ。フードはヘルメットの下
で も 使 え る よ う 薄 手 に。／
￥23,800 ＋税　※ 10月入荷予定

ファイントラック
ニューモラップフーディ

コンセプトは秋冬用「疲れにくい
トレッキングパンツ」。寒い季節
の行動に必要な保温性と防風性に
すぐれる。高いストレッチ性と立
体デザイン、タフさは、難所での
ストレスを軽減。／￥16,300 ＋税　
※ 9月下旬入荷予定

ファイントラック
ソラノパンツ

ザ・ノース・フェイス
オーバーラップクルー

ミレー
サースフェー30

1

2

3

西村達史
ストアマネージャー

生まれ変わったお店で
待ってます！
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　1人用ツェルトであれば手でひと
握りできるくらいコンパクトで軽量
だ。秋の日は短い。予定外のことで
夜を迎えることもありうる。
「それから、これは個人的なことで
すが、自宅で沸かしたお湯を魔法瓶
に入れて持っていきます。寒いとき
は飲めば体が温まるし、お茶を入れ
たり料理をするときには、コンロで
沸かし直す時間が短くなります」
　さて、頂上直下の鎖場まで来たが、
周りは濃い霧である。「上も雲のな
かか……」とガッカリしながら、霧

雨で濡れて滑る岩に足を置き、鎖を
たぐり寄せていく。が、登りきると
晴天が待っていた。石鎚山系の尾根
を挟み、北側の瀬戸内海は厚い雲の
下で、太平洋側は青空だ。瀬戸内海
の雲海が尾根を越え、でっかい滝に
なり、紅葉の山肌を駆けおりていく。
　岩の天狗岳に立つ私の体を風が押
した。遠くに冬の気配を感じた。今
シーズン初の冷えた大気が、なんだ
かうれしい。
　季節は巡るのだ、滞りなく。私や
世界になにかが起きようとも。

1．土小屋を出発してしばらく行けば見晴らしのいい尾根道に。石鎚山の紅葉を一望できる。このルートに危険箇所はほとんどないが、石鎚山北東面のルンゼを横切ると
きは落石に注意。2．山頂から見わたした面河渓の紅葉。3．石鎚山名物、山頂直下の鎖場。迂回路もあるので自信がなければそちらへ。4．植生が温帯から亜寒帯へと推移
していくのを観察しながら登る。5．天狗岳はカッコいいなあ。6．瀬戸内海側にたまった雲海が、紅葉の谷へと流れ落ちていった

重量わずか 280g。ザッ
クの片隅に入れておき、
強風時やビバークの時
などに使用。別売りの
「ポールセット」など
を利用すれば軽量テン
トにもなる。生地は多
少の雨であれば耐水性
あり。／￥9,500 ＋税

発汗性のソックスの下に履
くことで肌をドライに保ち、
不快な濡れを軽減する耐久
撥水インナーソックス。靴
ずれや臭い、冷えなど、皮
膚の濡れによる足のトラブ
ルを抑制。薄くてソフトな
履き心地／￥2,600 ＋税

NASA 開発の宇宙関連技術か
ら生まれたサバイバル用具。
ポリエステル生地にアルミを
蒸着加工したシートで、体が
放射する熱の 90％を保持。
素材がしなやかなので繰り返
し使用可／￥800 ＋税

アライテント
スーパーライト
ツェルト1

ファイントラック
フラッドラッシュ
スキンメッシュソックス

スーパーフィート
トリムグリーン

サポート性と歩きやすさを両立した
システムを採用し、無雪期のあらゆ
るシーンで対応。人気のトランゴ S 
EVO GTX の基本性能はそのままに
歩行性を重視した軽量トレッキング
モデル。／￥38,000 ＋税

スポルティバ
トランゴ トレック
マイクロ EVO GTX Women

SOL
ヒートシートサバイバル
ブランケット 1人用

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛
まれたとき、強力な吸引力で傷口
から毒を吸い出せる。片手で簡単
に操作可。軽量かつ小型で、使用
は半永久的。吸引カップ 4コとカ
ミソリが付属。／￥2,800 ＋税

ソイヤープロダクツ
ザ・エクストラクター

運動する足下のパフォーマ
ンスを向上させるレッグ
ウェア「クロスプロ」の、
好日山荘オリジナルモデル。
足首のコンプレッション機
能で安定性をアップし、ト
レッキングの疲労を軽減し
てくれる。／￥2,000 ＋税

クロスプロ
ASパフォーマンス
トレッキング

使用後のメンテナンスでシューズは長持ち。この靴専用
汚れ落としは、泡立ちのよいスポンジ塗布タイプで使い
やすい。まずブラシなどでひどい汚れを落としたあと、
これを塗布して汚れをふき取る。／￥950 ＋税

ゴアテックスシューズに最適な水性の靴専用撥水剤（ス
ポンジタイプ）。フットウェアクリーナーで靴の汚れを
しっかり除去した後、靴の表面に塗布していく。表面が
濡れたままの状態で塗布できる。／￥950 ＋税

シューズメンテナンスの動画
にアクセスできます

グランジャーズ
左）Gマックスフットウェアクリーナー

グランジャーズ
右）GマックスユニバーサルFWプルーファー

足の性能を引き出してくれると、
多くのアスリートが高く評価する
インソール。堅固なプラスティッ
ク・スタビライザーが足を安定さ
せ、深いヒールカップが踵の衝撃
吸収能力を発揮。／￥4,300 ＋税

4

5

6

テッペンに立った感がハンパない天狗岳。滑落要注意だ
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west vol.4

岡山駅前の繁華街に、大自
然への窓口が。仕事帰りに
ふらりと立ち寄る人も多い

弥山から天狗岳は切り
立った岩尾根で、悪天
時は危険。土小屋（左
中）には広い駐車場が
用意されている。弥山
（右下）には石鎚神社
と山小屋がある

左）スタッフには、ワールドカップ
クライマーの中原栄さんも。
右）アクティブシェルなどの軽量で
耐水性の高いジャケットもたくさん

クライミングジムを併設しているだけあって、シューズやロープな
どは幅広いニーズに応える。買って、ジムですぐに使えるのがいい

荷物が増える秋～冬山に対応する大きめの容量のザックが充実。
いろんなブランドやカラーを揃えている

　この 6月に移転オープンした岡山駅前店。以前
の店舗よりＪＲ岡山駅に近くなり、しかも駅の地
下街（一番街）からのアクセスも可能だ。さらに、
クライミングジム「GRAVITY RESEARCH OKA
YAMA」もオープンである。
「岡山の街で仕事を終えた人が、気軽にクライミ
ングを楽しめるようになりました」と岡山駅前店
のストアマネージャー、西村達史さん。地元の低
山から 3000ｍ級の登山まで対応する充実の品揃
えや接客はそのままに、より具体的に「登る喜
び」を感じられる場所が加わったのだ。
「クライミングは思ったよりも簡単なもの。グラ
ビティーリサーチでは、クライミング経験がない
方を対象に初心者体験会を実施しています」
　今回紹介した石鎚山には、岩場を直登する「鎖
場」がある。危険性はそれほど高くないが、まっ
たくの岩登り初心者にはちょっとしたハードルだ
ろう。グラビティーリサーチの初心者体験会に参
加するだけでも、石鎚登山がずっと安全で楽しい
ものになるに違いない。

好日山荘 岡山駅前店
GRAVITY RESEARCH OKAYAMA
岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル1、2階　
（岡山駅前店）11:00～21:00、（GRAVITY RESEARCH）13:00
～22:00［月-金］、11:00～21:00［土日祝］　☎086-801-3133

　石鎚山は約 1300年前から信仰の山として親し
まれ、諸願成就の山とされている。今でも、法
衣や白装束の修験者が、無心に鎖場を登ってい
ることも少なくない。渓流と滝に刻まれる深い
森から突き出した孤高の岩峰であり、山頂は気
流の影響を強く受け、雲に覆われることも多く、
冬には雪に閉ざされる。紅葉は例年であれば 10

月上旬から始まり、山頂から面河渓へと約半月
かけて降りていく。石鎚スカイラインは 18:00～
翌 7:00まで通行止め。下山時間に注意したい。

 Course
Guide
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　好日山荘の女性スタッフで構成される
「おとな女子登山部」も、創部からもう 2

年。部長の荻野なずなを中心に、あやや、
なっちゃん、まっちゃん、との、まいまい、
まりっぺの 7人で活動を続けています。小
誌『GUDDÉI』の取材時はもちろん、個々
人で登った山もたくさ～ん。そんな彼女た
ちの山の記録が楽しめるのが、おとな女子
登山部の公式ホームページです。「登山レ
ポート」のバナーをクリックすれば、この
2年間にみんなで登った山々の山行記録が
ズラリと並びます。彼女たちのスゴいのは、

日本全国津々浦々、無雪期はもちろんのこ
と、雪山にも積極的にアプローチしている
ところ。さすがです。
　さて、そんなおとな女子登山部ですが、
この秋から待望の新入部員の登場です。る
んちゃん、スカーレット、アラレ、なみへ
～とユニークな名前が並びますが、今後、
彼女たちはどんなパフォーマンスを見せて
くれるのか、とっても楽しみですね。とい
うことで、秋以降のおとな女子登山部は、
全 11名のメンバーでパワフルに活動を続け
ていきます！　乞うご期待。

おとな女子登山部のモットーは、いつだって山を真
剣に楽しむこと。HP も真剣につくっています !!　ア
クセスしてみてネ。www.kojitusanso.jp/otonajoshi/

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）、『山と渓に遊んで』（みす
ず書房）、『タープの張り方 火の熾し方 私の道具と野外
生活術』（山と溪谷社）、『山小屋の主人を訪ねて』（東京
新聞）などがある。

高桑信一＝文・写真

編集部＝写真・文　
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森山憲一＝文

岡野朋之＝写真

花谷泰広
登り続ける山岳ガイド

英国の伝説

ミック・
ファウラー

　世界でもっとも伝統と権威ある山岳団体とも
いえる英国山岳会。つい最近までその会長を務
めていたミック・ファウラー氏は、今年で 58
歳になる。
　すでに名誉職についた過去の人――ではない。
現役バリバリのアルパインクライマーであり、
それも、世界のトップを争うレベルでバリバリ
なのである。その証拠に、2013 年のピオレドー
ル（世界でもっとも優れたアルパインクライミ
ングパフォーマンスに贈られる賞）を、今回の
対談相手、花谷泰広氏と並んで受賞している。
花谷氏は今年 38歳。クライマーとして脂の乗
りきった年代の花谷氏とクライミングパフォー
マンスでまったくヒケをとらないこの 58歳は

何者なのか。
　かと思うと、自宅に戻れば妻とふたりの子を
持つよき家庭人であり、平日はオフィスに通勤
する税務署職員でもある。ガイドでもプロでも
ない、いわばアマチュアの立場でこうしたレベ
ルのクライミングを続けているのは、現在のク
ライミング界ではまれな例といえる。
「ミックさんこそが、一般のクライマーの手本
になりうる存在だ」と信じ、来日を熱望してい
た花谷氏。小豆島の岩場で、ふたりがともに登
り、ともに語る一日が実現した。

＊
花谷　小豆島の岩場はどうでした？
ミック　けっこうハードだったよ。クラックが

とても痛くて……。最初に登ったルートは
5.10a だって？　最近あまりロッククライミン
グができていなかったので、手応えがあった。
ハナ（花谷氏）がリードしてくれてよかったよ。
２本目のほうが簡単だった。
花谷　でも２本目も悪くなかったですか？　あ
まり登られていないのか、岩が汚れていて……。
僕はけっこう緊張しましたよ。
ミック　いや、１本目にくらべればずっと楽
だった。
花谷　さすが、イギリスのクライマーは悪い
ルートに強いのかな。
ミック　ここの岩は、イギリスとけっこう似て
いるね。だから登りやすいように感じましたよ。
ただ、きょうは暑かった。extremely hot ！　こ
んなに暑い日はイギリスにはないよ。イギリス
だったらクライミングはしないね。そのおかげ
でビールが美味しいけど。
花谷　テレビの撮影があったから登ったけど、僕
らもふだんはこんな暑い日は登らないですよ！
ミック　やっぱり（笑）。
花谷　いま（夕方）がちょうどいいんじゃない
ですか？　いまからがクライミングタイムです
よ。いまから３本目行きましょうか（笑）。

＊
　ファウラー氏は 1956 年５月 15 日、ロンド
ンで生まれた。1976 年にイギリスで初めてE6
というグレード（5.12 程度に相当）を登り、
注目を集める。1980 年代に入るとアンデスやヒ
マラヤなど海外の山にも足を延ばすようになり、
世界的にその名が知られるようになっていく。
なかでも有名なのは、カラコルムのスパンふたりで登ったルートは、小豆島・吉田の岩場の有名ルート「きもちんよか」（5.10a）。リードは花谷、ビレイはミック

アマチュアの立場で世界を驚かせ続ける伝説のクライマー
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ハイドロダウン™ 通常のダウン

 ULVETANNA HYBRID DOWN JACKET

透湿性が高く蒸れにくいハイドロロフトTMを
放熱が必要なエリアに配置。

保温が必要なエリアには、水濡れに強い
ハイドロダウンTMを配置。

バーグハウス独自開発の、快適な温度分布を
再現するボディマッピングを採用。

ウルベタンナハイブリッドダウンジャケット
￥36,000（税抜）̶ 10月中旬発売予定

サーマルボディマッピング

撥水性

保温性

透湿性

THERMAL BODY MAPPING

www.berghausjapan.com

ティーク（7,027m）にある「ゴールデンピ
ラー」と呼ばれる岩壁の初登。40歳を超えてか
らはそれまでにも増して精力的に海外登山を行
ない、2002 年には、中国の四姑娘山（6,250m）
北西壁を初登してピオレドールを受賞。56歳の
ときに登ったインド・ヒマラヤのシバ
（6,142m）の初登で、２回目のピオレドールを
受賞。これが、冒頭に書いた、花谷氏と同時に
受賞したクライミングだ。
　ファウラー氏のクライミングには特徴がある。
ひとつは、だれもがひと目で登攀ラインがわか
るような美しいルートにこだわること。もうひ
とつは、6,000～ 7,000mの比較的低い山が多い
ことだ。これだけの実績がありながら、8,000m
峰の経験はない。それはなぜなのだろうか？

＊
花谷　ミックさんは仕事の休みってどれくらい
とれるんですか？
ミック　連続で休めるのは１年に 30日まで。
上司が理解があるので、やりやすいほうだと思
うよ。まあ、仕事で結果を出すことが前提なん
だけどね。
花谷　まさに「世界最強のサラリーマン」です

よね。
ミック　その 30日でやれる最大限のことをし
たいんだよ。低めの山に行くことが多いのは、
30日で登山を完結できるからね。
花谷　あるとき、ミックさんがヒマラヤから
帰ってきたら、いつのまにか奥さんがイタリア
に別荘を買って、そちらに行ってしまっていた
ことがあったらしいですね。
ミック　私の妻も、私が山に行くことで家を長
期間空けるのをよくは思っていないんだ。本当
は、１週間のうち、仕事後の１日くらいならい
いよというくらい。だからできるだけ、家族の
ためにも時間を使いたい。
花谷　ミックさんでもそうなんだ。僕の妻は
もっと山に理解があるので、やるんだったら中
途半端にはやるなという感じです。ただ、クラ
イミングに行く日数は以前より減らしました。
とはいってもクライミング能力が落ちているわ
けではないので、集中の問題という気がします。
ミック　そう思うよ。ただ、私の場合はもう子
どもが大きくなったんで、これからはもう少し
クライミングに時間を割けるようになるはず。
花谷　僕もミックさんみたいになりたい。僕の
いちばんの憧れなんです。家庭と仕事を持ちな
がら、人生を通じて長くクライミングを続けて
いる。しかもそのレベルが半端でなく高い。
トータルで人生のクオリティが高い。そういう
のは理想ですよね。僕もそうありたいなと思う
んです。
ミック　バランスの問題だ。できるよ。
花谷　だけど、自分が 58歳になったときにこ
れができるかと考えると、とても想像ができな
い。すごく難しいと思う。きょう登りながら話
していたときに、「難しいときもあった」って
言ってましたよね。

ミック　そうだね（笑）。イギリスでも 50代後
半になってこういうハードなクライミングを続
ける人はあまり多くはないけど、２人だけ、私
より年上ですばらしい登山を続けている人がい
るんだ。ハナも知っているだろう？　僕らと
いっしょにピオレドールを受賞したふたり。
花谷　ああ、サンディ・アランと……。
ミック　リック・アレン。彼らはずっと未踏
だったナンガ・パルバットのマゼノリッジをつ
いに完全踏破した。彼らはほんとうにすばらし
いよ。

＊
　花谷氏は言う。
「ミックさんはすごいクライミングをしている
けれど、仕事と家庭とすべて両立させてやって
いる。それをミックさんの口からぜひ、日本人
に伝えてほしかった。いわゆるクライミング
ヒーローの雲の上の話ではなくて、現実的なと
ころできちんとやっているスーパークライマー
も世界にはいる。それは同じ立場にある日本人
クライマーには絶対に響く話だと思うんです」

1956年イギリス・ロンドン生まれ。6,000～ 7,000m 級の未踏の
山やルートにこだわり、数々の初登攀を果たしている。ファウ
ラー氏の登ったルートは、「そんなすごいところがまだあった
のか」と、世界のクライマーにつねに驚きを与えている

1976年神戸生まれ。山岳ガイドとして一年を通じて山に入る
日々を送る一方、一年に一回は仕事を離れた自分のクライミン
グをすることにもこだわる。その成果のひとつ、キャシャール
（6,770m）南ピラー初登攀は、2013年のピオレドールを受賞

20歳も年の離れたふたりだが、価値観は同じようだった

Mick Fowler

Yasuhiro Hanatani

僕に与えられた時間は１カ月。
そのなかで全力を尽くすんだ。

仕事と家庭とクライミング。
すべてこなしているのは
本当に尊敬する。
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問

焦点距離：4.5～ 18.0mm（35mm 換算 25～ 100mm）
開放 f 値：W2.0～ T4.9
光学ズーム倍率：4倍
デジタルズーム（静止画）：4倍
内蔵メモリー：36MB（ユーザー使用領域）
対応記録メディア：SD／ SDHC／ SDXC カード（市販）（UHS-I、128MB ～ 128GB）、
Eye-Fi カード（市販）
防水機能：JIS／ IEC 保護等級 8級（IPX8）相当
防塵機能：JIS／ IEC 保護等級 6級（IP6X）相当
価格：￥51,510（編集部調べ）
○オリンパス カスタマーサポートセンター　   0120-084215
http://Olympus-imaging.jp/

被写体に1cmまで近づける
スーパーマクロ

肉眼では見えない世界をものにできるスーパーマクロモー
ド。被写体との距離 1cm で光学／超解像ズームが使用可
能。さらにデジタルズームを併用すれば、最大 44.4倍の
拡大観察も可能となる

マクロもワイドも思いのまま
これぞ山カメラの決定版

POINT 01

POINT 02

オリンパス　 STYLUS TG-3 TOUGH

　ニッコウキスゲのおしべにグッとレンズを近づ
けると、見たこともない写真が撮れた。
　オリンパスの Tough シリーズに新しく登場し
た TG-3を片手に、八島ヶ原湿原を歩く。TG-3自
慢のスーパーマクロモードに夢中になった。
　わずか 1cm まで被写体に近づけるこの機能は、
いままで知らなかった、美しい自然の世界を覗き
見させてくれる。
　草花や昆虫は、知られざる自然の手がつくりあ
げた精巧な芸術作品だ。まるでサテンのドレスの

ようなウツボグサの花びら、ステンドグラスのよ
うに繊細なトンボの羽根。宝探しでもするように、
カメラ片手にきょろきょろする。
　深度合成モードをはじめとする多彩な機能や、
撮影の幅を拡げるアクセサリーも充実。Wi-Fi を
内蔵し、撮った写真をその場でスマートフォンに
転送して SNS にアップすることもできる。
　もちろん、防水・防塵設計で、衝撃にも強いタ
フなつくり。厳しい山の環境でも思いのままに撮
影できる、これぞ山カメラの決定版だ。

手前から奥に徐々にピン
トをずらしながら撮影し、
ピントが合っている部分
を自動合成する深度合成
モード。被写界深度が浅
い通常のマクロ撮影では
ボケてしまうトンボの胴
体や羽根も、くっきり鮮
明に撮影できる

深度合成で緻密なディテールを覗きみる

シビアな環境で頼りになるオリンパスのToughシリーズに、待望のニューモデルが登場。

ニッコウキスゲが見ごろを迎えた霧ヶ峰の八島ヶ原湿原へ

さらなる進化を遂げたSTYLUS TG-3 Toughを片手に、宝探しに出かけた。

霧ヶ峰はニッコウキスゲが見ごろを迎えていた。ふだんなら何気
なく見逃してしまう花も、ぐっと近寄ると新しい表情を見せる
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レンズの周りを光らせて影を抑えた鮮明な撮影が可能。マクロ撮影で
カメラ自体が被写体に影を落としてしまう時に有効（￥6,300+ 税）

LEDライトガイド

カメラを衝撃から守りつつ、排水性や通気性、速乾性にも優れるケー
ス。アクセサリーを装着したまま収納できる（￥4,000+ 税）

ソフトカメラケース

コンバーターやφ40.5mm のフィルター装着を可能にするアダプター
（￥2,400+ 税）と、レンズを保護するプロテクター（￥3,500+ 税）

プロテクトフィルター＆コンバーターアダプター

手首に巻いて使う。浮力があり、水中に落としても沈みにくい。沢登
りなどの水辺のアクティビティに有効。カラビナ付き（￥2,800+ 税）

フロートハンドストラップ

レンズの明るさを維持したまま、遠近感を強調したワイドな撮影が可能になる。
水中でも使用可能だ（￥14,400+ 税）。※コンバーターアダプターが別途必要フィッシュアイコンバーター（0.74倍）

レンズの明るさを維持したまま、遠くの風景を
グッと引き寄せて撮影できる。フィッシュアイコン
バーター同様、水中で使用可能（￥12,200+ 税）。
※コンバーターアダプターが別途必要

テレコンバーター（1.7倍）

高精度の GPS を内蔵。撮影時の位置情報や移動
の軌跡を記録できる。電子コンパスと圧力セン
サーも搭載し、液晶画面には、緯度経度のほかに
方位やその場の高度、気圧も表示できる

シーンとともに
位置情報も記録可能f2.0の明るいレンズでクリアに再現

背景がきれいにボケるのは、f2.0の明るいレンズだから。
オリンパスならではの優れた描写力で、被写体の美しさ
をそのまま再現する。レンズの性能が高いため、暗い場
所などの厳しい環境下でも高画質での撮影が可能だ

水深 15m までの防水性と高い気密性による防塵性、高
さ 2.1m の落下テストをクリアした耐衝撃性、ボディ面
に対して 100kgf の荷重がかかってもカメラの機能と性
能を維持する耐荷重性、－10℃の耐低温性、とにかくタフ

どんな時も安心の防水・防塵・耐衝撃

TG-3のもうひとつの魅力が、豊富なアクセサリーを揃えてい
ること。一眼レフよりも小回りがきくコンパクトデジカメのメ
リットはそのままに、わずかなプラスαで撮影の幅を拡げるこ
とができる。行き先や被写体、撮影スタイルに合わせて、最適
なアイテムを選びたい

フィールドの撮影を楽しくする
豊富なアクセサリー

POINT 03

POINT 04

本体には Wi-Fi を内蔵。スマートフォンに専用のアプリ
「OLYMPUS Image Share（Ol. Share）」をインストールす
れば、撮影した画像をその場で転送し、Facebook や Twi

tter にアップロードすることもできる

驚きも発見もその場で発信できる

POINT 06

POINT 05
POINT 07

OLYMPUS

STYLUS
TG-3 

TOUGH
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しぶり！」
　笑顔を交わすふたりの間にやわら
かい空気が流れた。山に女性の笑顔

があふれるようになって久しい。同じパーティ
かと見ていると、初めて会った人同士……そん
な光景も珍しくない。
　そこで彼女たちにも聞いてみる。
　付き合いは長いんですか。
　ふたりは目を丸くしたあと、会うのは 2回目
なんですよと笑う。
　近年、こんな女性ならではの親和力が、山を
明るく、華やかにしてくれている。

「父が山好きだったんです。いちばん最初に自
分で登ったのは、3歳のときの筑波山。兄がふ
たりいたせいもあり、けっこう体育会ノリだっ
たかもしれません」
　そう話してくれるのは「歌って登れるシン

ガーソングハイカー」の加賀谷はつみさん。同
様に、自然好きなご両親のもと、キャンプや登
山に親しんだという登山ガイドの荻野なずなさ
ん。山登りの魅力を広く伝える、好日山荘「お
とな女子登山部」の部長としても活躍している。
「中学、高校とバスケットボールをしていたの
で、大学ではなにか違うことをしたいと思い、
ワンダーフォーゲル部に入りました」
　なずなさんが本格的に登山をはじめた十数年
前、山に登る若者はごく少なかった。
「中高年の方はおられましたが、ツアーを見て
もガイドをしているのは男性ばかり。こらアカ
ン……いや、逆にいける！　そう思いました」
　山の楽しさを同世代に伝えたい。なずなさん
はそんな思いから登山ガイドを志した。

　

　なずなさんに連れられて近くの川へ。見あげ
る視線の先には後立山の峰々。

　あの稜線で会えたらよかったのにね。
　そんな言葉を交わしながら、はつみさんは歌
との出会い口にする。
「小学 5年生のとき、しばらく入院したんです。
もともと音楽は大好きで、家ではきゃーきゃー
と歌っていたんですが」
　病室でふさぎこむ娘を見かねたのだろう、母
親は彼女が当時好きだった SPEED のアルバム
を病室に持ってきてくれた。
「CD を聴き、歌うことで本当に元気になれた。
そのとき音楽のすばらしさに気づいたんです」
　みんなを元気づける歌手になろう。そんな決
意を胸に退院。6年生でオーディションに合格
すると、13歳からライブ活動を開始。音楽を続
けるなかで、詩を書き、ギターを覚えていく。
その間も小さな登山を続けていた。音楽と山が
結びついたのは 4年前、今のスタッフと出会っ
たのがきっかけだったという。
「そのなかに山好きの人がいたんです。それで
みんなで瑞牆山（2,230m）に登りにいったん

麻生弘毅＝文　冨田寿一郎＝写真
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ですね。2,000m を超える山は初めてだったので、
すごく嬉しくて」
　この山行をきっかけに、より本格的な登山に
のめりこむ。そうして、これまで以上に高い頂
に立つようになった。
「ここで歌ったら気持ちいいだろうな……そう
思ったのが山で歌うきっかけなんです」

「少し前、町のファッションで森ガールっては
やりましたよね。あの頃から山のウェアも格段
にかわいくなった気がするんです」
　高く見えた敷居を下げたのはファッションか
もしれないと、なずなさん。
「行く前は不安になるし、実際疲れるけど、山
のうえでは日常にない開放感を味わえる。あり
のままの自分の姿を教えてくれるのは、自然の
力だと思うんです」
　はつみさんはそう言って弦ををつま弾く。

「そういう楽しさを知った女性がまわりの友人
を連れていく……その誘い合わせる感じは、男
性よりも強い気がします」
　なずなさんはガイドとして、初心者の女性に
触れることが多い。
「旅気分だけどその流れでスポーツもできる感
じが喜ばれていると思うんです。それでいて絶
景を見ることができる……ストイックに突きつ
めなくても、そんな世界に会えますから」
　だけど、お風呂やトイレなど、女性ならでは
のハードルはどう越えるのだろう。
「山やアウトドアってある程度不自由を楽しむ、
みたいなところがありますよね。トイレもきれ
いになってますし」
　トイレがない場合だってするしかない、しか
も一度やってしまえば意外と平気。なずなさん
は男前に笑い飛ばす。
「汗でいうと、1日目のがべたべたしてるんで
す。日頃の不摂生ではないですが、脂っぽい汗
が初日に流れる。一度それを出してしまうと、
あとはさらさらした汗になるんですよ」
　縦走の場合、なずなさんは下着とシャツ、靴
下の替えを 2セット持ち、行動が終わると汗取
りシートなどで体を拭いてから着替える。濡れ
た衣類は夜のうちに乾かし、翌朝出発前にふた
たび着替えるという。
「あとは重さとの兼ね合いですね。匂いにくい
メリノウールなどを選ぶと、思っているより
ずっと快適でいられますよ」
　はつみさんは、やわらかいイメージとは裏腹
の浪花節を口にする。
「いまさらな言い方ですが、山登りと人生は似

ていると思うんです」
　シンガーとして今いる位置とめざしている
ピーク。シビアな現実につぶされそうな日常を
抜け、山に登り、歌っていると、本当に気持ち
がいい。
「山に登ることで音楽の原点に戻れるんです。
この現状だっていつか乗り越えられるはず……
そう心から思えるんですね」
　長く山に親しむなずなさんは、その魅力を語
るのは難しく、また本当に不思議だという。
「登りはたしかに大変だけど、下りにかかると
次はどこに行こうと考えている。下山後の温泉
とビールに惹かれている部分も否めませんが
……」

　山は必ずしも登らなくてもいいもの、だけど
興味や機会があるならば、登ったほうががいい。
ふたりはそう声をそろえる。少しの不便を楽し
めるなら、町にないなにかが気になったら……
登山にはそんな資質や、もしかすると年齢も作
用するかもしれない。
「山では、もっと早くはじめればよかった……
という方にけっこう会うんです。最初はみんな
初心者だから大丈夫。興味があれば、手近な山
からぜひ登ってみてください」
　なずなさんは力強くそう話す。
　その言葉に、はつみさんも笑顔で応える。
「分からないから心配……という部分は、一度
行けばクリアになると思います。なによりあの
開放感をぜひ味わって欲しいです！」

かがや・はつみ　1985年生まれ、シンガーソングハイカー。7ヵ月にわたる日本一周路上ライ
ブツアーを経て、2012年『本日のスープ』でメジャーデビュー。以来、数々の山頂で歌い続け
る。昨年は Mt. シャスタ（4,317m）に登頂し、その歌声を響かせた。山頂ライブの模様は
「加賀谷はつみが山頂で歌ってみた」で検索。kagayahatsumi.com

おぎの・なずな　1983年生まれ、日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅡ。「同じ山で
もその姿は毎回違います。お客さまが何度も来たくなるようなガイドができたらと思います」
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欲しい道具があり専門店に行くの
はいいのですが、店員さんに声を
かけられるとつい知ったかぶりを

し、素直な質問ができません。こんな自分は
カッコ悪いでしょうか。（埼玉県 30歳男性）

ライター長谷川　高尾山へ行くデ
イパックが欲しいのに、「陣場山
まで縦走できるザック探してるん

です！」とか言っちゃうのかな？　人間、
上をめざすことは大事だからね、決して
カッコ悪くはないと思うぜ。

ライター福瀧　山歩きからカヤック、バッ
クカントリーまで、どのジャンルにしても
素直に「分かりません！」と言える女子に
対し、男性はソレやってしまうらしいです。
気にしないでいいんじゃない？
長　お店にとっても、高い上級モデル売れ
ればハッピーだしね。
福　んま！ まるで好日山荘がつけ込んで
るみたいじゃないですか。百戦錬磨のス
タッフは一撃で見栄っ張りを見抜きますか
らね。安心安心。

お酒を担ぎあげ、テント場で宴会す
る方々。ときに夜更けまで飲み会
は続き、迷惑に感じることがあり

ます。注意してもいいものでしょうか。私
はお酒を飲みません。（京都府 31歳女性）

長　その昔、わが先輩は世界遺産
のとある避難小屋で、しこたま焼
酎を飲んだあげく、自分より遅く

まで喋っていたアジア系団体客（シラフ）
に対して「シャラ～ップ！」と言い放ち

よった。一瞬で小屋は静まりかえったもの
の、５分後にはその先輩の大イビキが小屋
中に響き渡ってた。ま、酔っ払いなんてそ
んなもんです。
福　これだからね……。代わりに謝ります
よ、私も山仲間も迷惑かけているかもしれ
ないし。本当にゴメンナサイ。……まぁた
だ、電車の中のかしましい世間話もおんな
じようなもんですかね、フフフ……。
長　そのうち、偉大なる酒相様が国家無駄
話禁止法案でも発令して下さることでしょ
う（ケッ）。
福　この「悩むが山」も規制が入って、ま
ともなことしか言えなくなるかもしれない
ですね。……って、マジメに回答してる
つーの！

　秋の屋久島は観光客の出入りも落ち着き、また天候が安定する
ことから実は狙いたいシーズンだ。島の南部にある南国情緒溢れ
る集落・尾之間には、縄文杉や宮之浦岳登山のあとにぜひ立ち寄
りたい名湯がある。その名も「屋久島温泉」。岬の突端に位置す
る「JR ホテル屋久島」内にある天然温泉で、露天風呂からは雄
大な東シナ海や太平洋といった大海原が臨める好ローケーション。
秋から冬にかけては、湯船から眺める夕陽も格別である。が、特
筆すべきはお湯そのものだろう。アルカリ性単純温泉のここのお
湯は、まるで美容液に浸かっているような独特のとろみがすご
い！pH8.5以上のアルカリ性の温泉は、不要な皮脂や角質を落と
してくれる効果があるとされるが、屋久島温泉の数値は pH9.7。
湯上がりには驚くようなしっとりとした肌になっている。お湯の
温度は芯までじっくり温まる 40℃。アメニティグッズともに充
実し、大満足の滞在に。
【入浴料】大人 1,200円、小人 600円　【営業時間】15～ 19時
（18時最終受付）【定休日】無休 【問い合わせ】JRホテル屋久島 
TEL.0997-47-2011　http://www.jrk-hotels.jp/Yakushima/

8月30日より新宿ピカデリーほかにて全国ロードショー。

　白馬岳をはじめとした後立山連峰への
トレッキングのベースとして、また、多
くのスノーバムが集まるウインタース
ポーツのメッカとして知られる、長野県
白馬。去る 7月 18日、そんなアウトド
アスポーツの聖地に、好日山荘・白馬店
がオープンした。
　広々した店内に流れるのは開放感。ス
トアマネージャーの富田利文さんによる
と、ゆっくりとショッピングを楽しめる

よう、他店舗に比べて通路を広くとるな
ど、余裕のあるレイアウトを採用してい
るという。登山口に近いという立地から、
忘れ物に対応できるよう、考え抜かれた
商品が用意されている。また、近年、登
山者の安全意識の高まりから、見直され
ているのがヘルメット。大雪渓や不帰嶮
など、魅力と危険を併せもつ白馬の山に
対応すべく、各メーカーの最新モデルが
ラインナップされている。
　そして、白馬店のもうひとつの特徴は、
限定グッズが多いこと。白馬のご当地
キャラ「ヴィクトワール・シュヴァルプ
ラン・村男Ⅲ世」との各種コラボグッズ
や、鈴木みきさんのイラストを使った
バッジ、ステッカーなど、白馬店でしか
入手できないレアものが！　登山の行き
帰りに、ぜひどうぞ。

南米パタゴニアの鋭峰、セロトーレ。
標高 3,102mの花崗岩でできた象徴的なこの峰は、
1959 年の謎めいた初登頂以来、
世界中のクライマーたちを惹き付け続けて来た。
フリークライミングによる登攀は不可能とされてきた
セロトーレに単身挑んだのは、
若き天才クライマー、デビッド・ラマだった。
彼は 2008 年のワールドカップのグランドチャンピオン。
セロトーレにも、ザイルと素手だけで登る
フリークライミングでの挑戦を試みる。
さまざまな困難に直面しながらも、葛藤と挫折を繰り返し、
自らの限界に挑んだラマが見た世界とは……。

南米パタゴニアの鋭峰、セロトーレ。
標高 3,102mの花崗岩でできた象徴的なこの峰は、
1959 年の謎めいた初登頂以来、
世界中のクライマーたちを惹き付け続けて来た。
フリークライミングによる登攀は不可能とされてきた
セロトーレに単身挑んだのは、
若き天才クライマー、デビッド・ラマだった。
彼は 2008 年のワールドカップのグランドチャンピオン。
セロトーレにも、ザイルと素手だけで登る
フリークライミングでの挑戦を試みる。
さまざまな困難に直面しながらも、葛藤と挫折を繰り返し、
自らの限界に挑んだラマが見た世界とは……。

JR 白馬駅から徒歩 3

分という好立地。忘れ
物の買い足しからおみ
やげ購入まで、登山者
の強い味方。2階には
アウトレットコーナー
がある。これも嬉しい
ポイント

監督：トーマス ･ディルンホーファー　出演：デビッド ･ラマ、ペーター ･オルトナー、トーニ ･ポーンホルツァー、ジム ･ブリッドウェル
2013年／オーストリア／ 103分／シネマスコープ／デジタル／原題：Cerro Torre／字幕翻訳：秋山ゆかり／字幕監修：池田常道

提供：シンカ、ハピネット　配給：シンカ　後援：オーストリア大使館、日本山岳協会、日本山岳ガイド協会、日本フリークライミング協会
特別協力：MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN　

公式 HP ⇒ http://climber-movie.jp　公式 twitter ⇒ https://twitter.com/climbermovie_jp　公式 facebook ⇒ https://www.facebook.com/climbermovie.jp
Ⓒ 2013 Red Bull Media House GmbH
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　標高の高い山では秋の声が聞こ
えはじめる９月。でも、まだまだ
暑いっ！　というわけで、熱中症
にはくれぐれもご用心。あらため
ておさらいすると、熱中症とは、
大量の汗をかいたりすることで体
内の水分や塩分のバランスが崩れ、
体温調節機能がうまく働かなく
なって体の中に熱がこもった状態
のこと。予防には適度な水分と塩
分補給が大切で、塩飴なんかが人
気だけど、もっと手っ取り早いの
がコレ。天日塩を砕いた、要はタ
ダの塩なんだけどね。でも、フリ
スクみたいなパッケージにしたの
がシャレオツでしょ。裏には怪し
い日本語で「水と一緒に噛まずに飲む」なんて書いてあるけど、試し
に一粒舐めてみると、これが結構いい感じ。運動量の多いトレイルラ
ンナーには、すでに人気のアイテムらしいっす。

　わが家では、年間 20カ所ぐらい、ほぼ
毎月のように山登りに出かけています。な
かには取材などもありますが、これまで
いろいろと行った山の中で、秋におすす
めの親子登山コースを紹介します。秋山
登山というのは、とても山選びが難しく、
ひとたび天候が荒れれば、厳寒の冬山と
なり、命の危険さえ伴います。家族で安
心して、秋山の魅力を楽しむには、事前
の準備と計画が重要なのはいうまでもあ
りません。
　秋山の魅力はなんといっても紅葉です。
絶景の紅葉が楽しめる山として、おすす

めしたいのが、南アルプスの前衛峰の日
向山です。頂上付近のアルペン的な景観
と遠望する甲斐駒の紅葉はとてもみごと
なのですが、特筆したいのが登山道の歩
きやすさです。落ち葉がフワフワにつ
もったなだらかな登山道は、子どもが思
わず走り出したくなるほど。また、展望で
は、野辺山高原の飯盛山もおすすめです。
カラマツの黄葉と八ヶ岳の展望がすばら
しく、駅からのアプローチも便利です。
森歩きで気持ちがいいのが奥多摩の三頭
山、そして、ロープウェイの機動力を
使って手軽に高層湿原の草紅葉を楽しめ
る栂池自然園もおすすめです。秋は山の
表情がとても豊かな季節です。ぜひ親子
で出かけてみてはいかがでしょう。

今回の特集「五色ヶ原」
の玄関口でもある立山室
堂平。アクセスがよいこ
とから山小屋やホテルが
点在し、テラスで眺める
日本海へ沈むの夕焼けは
絶品！  その後は富山平
野の夜景も楽しめる。

＜材料＞高野豆腐１枚、サラダ油大２、小麦粉大１、カレー粉小1/2、塩適宜

＜つくり方＞
１｜水で戻した高野豆腐をギュっとしぼり、サイコロ
状にカット。
２｜ジップロックに小麦粉とカレー粉を入れ、高野豆
腐を加えてよく振る。
３｜シェラカップでサラダ油を熱し、高野豆腐を焦げ
目が付くまで焼く。塩をまぶしてできあがり。おーい
ビール持ってこい！

てつ｜お外の山を夢見てギアや
らカメラやらたくさん買っちゃっ
た。もう山に行く予算が、ない

タキザー｜今年も残すところ
あと 3ヶ月。毎年、加速度的に
時計は早くなっている

あそー｜初めてヒマラヤに行っ
てきました。偉大すぎて引きま
くる自分が嫌いです…

たき｜本当の歌姫はあなたで
す。情感込めれば日本一。ちあ
きなおみ様、どうか復活を

いとー｜築年数不明のわが家
は、恐ろしいことに外より暑
い。もう山に引っ越したいぜ

森山｜ミック・ファウラー様
にお会いすることができまし
た。GUDDÉIやっててよかった

大村｜単独取材の石鎚山。われ
ながらスゴイ自分撮り技術。撮
影時は恥ずかしいけど

拓郎｜ただ滑りたい一心で、
北海道に移住。この冬はいっ
ぱい登っていっぱい滑るぞ！ 

吉田｜シューズのサイズが、な
んだかきつくなってきました。
まだ成長するのか、わが足よ…
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