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もう一度、
屋久島
Yakushima Again

秋のお得な割引クーポン

全国の店舗や山小屋などで大活躍!!
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初めての
ジムクライミング
に挑戦!!

もう一度、
屋久島

秋こそ静かなあの山へ

YAKUSHIMA AGAIN
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屋久島を
旅したのは

なみへ～＆
くみんちゅ

おとな女子登山部のメンバーだけに、
ともに屋久島経験者。左のくみん
ちゅは2度目、なみへ～はなんと屋久
島暮らしの過去も。そんな女子ふた
りの「もう一度、屋久島」旅。さて、
どんなことになるのやら？
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なみへ～もくみんちゅも再びの屋久島だから、
定番の登山プランをほんの少しアレンジ。す
ると、初めてのときの感動が再び。屋久島っ
て、こんなにすてきな山なんだ！

Yakushima
Again
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Yakushima
Again

こんな青空に、花崗岩の峰。秋の屋久島で「こ
れって、あの屋久島？」な絶景に出会った私
たち。黒味岳（1831m）山頂にて
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　何度訪れても新たな発見や体験に出会う山は、こ
の日本にいくつあるでしょう。世界自然遺産屋久島
の山並みはまちがいなくそのひとつ。とくに秋の屋
久島は、いい意味で期待を裏切ってくれるもの。比
較的晴天に恵まれるし気温も快適。そして観光客が
一段落するため、静かな森歩きを楽しめます。取材
班は「ひと月に 35日間雨が降る」屋久島とはちが
う表情に出会うチャンスを求めて、海を渡りました。
そしてこの日、森林限界を越えた私たちに、洋上の
アルプスは微笑んだのです。
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Yakushima
Again

「とにかく縄文杉へ」を卒業している私たちは、南から北への宮之浦岳縦走を選択。縄文
杉に会うのは最終日のお楽しみです。さて、淀川登山口から歩き始めるとまもなく、そこ
は不思議な、ファンタジーのような植物の王国。モミやヒメシャラ、ハリギリといった巨
樹の天蓋を通りぬけた光の道が、苔むした森を照らします。屋久島グリーンに染まる私た
ち。縦走 1日目、フレッシュな心と身体を、森の生命の気配が包み込んでいく。
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淀川登山口～淀川小屋の森は、霧や雲に包ま
れることが多い。木も岩もコケやシダに覆わ
れ、霊気ただよう緑の魔境といった雰囲気に
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　異形の巨樹に触れる、倒木や岩を覆い
尽くすコケにカメラを向けるなど、退屈
とは無縁の（そしてコースタイムを気に
して歩くのは愚かな気がする）山歩きに。
クライミングにはまっているなみへ～は、
屋久島がボルダ―天国だったことを再確
認。くみんちゅを巻き込んで、巨岩との
戯れがやめられないようです。

　森に抱かれるイメージの屋久島登山。
でも、原生自然を見渡せる登山でもあり
ます。まるでしつらえたような岩の展望
台に立てば、森の主の気分。さまざまな
種類の草木が大地に根を下ろしたり、巨
樹に相乗りしながら枝葉を伸ばしていま
す。私たちには静寂の森ですが、光や養
分を奪い合う弱肉強食の世界なのかも。
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　荒川登山口から縄文杉に向かうたくさんの人
と何度もすれ違いましたが、私たちのスケ
ジュールには重ならず。人気のウィルソン株で、
巨樹の体内という格別な空間を独占できました。
縄文杉へは登山経験の有無に関わらず、ガイド
登山などで多くの人が訪れます。混雑を避ける
なら、私たちのような登山プランがおすすめ。

　どこからか水が溢れ、流れになってい
く屋久島の山々。この小花之江河など、
稜線に近い標高でも湿原がいくつかある。
この水はどこからくるのだろう？　海か
ら蒸発して雲になり、水滴となって落下
し始め、山に降り注ぐ雨になって……な
んてことを考えられるぐらいの～んびり
歩くのが、「再びの屋久島」には似合う。

Yakushima
Again
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Yakushima
Again

　これほど生命力にあふれ、そして驚愕の風景を目にする山も珍しいのでは。一本の樹木
には複数の別の樹木、草、コケやシダ、菌類などがちゃっかりと居候。家主の木も、他の
木の亡骸を栄養に生きてきたことを、その姿で物語っていたりします。生き物の命は途切
れることなく、姿と形を変えながら旅を続けていく――大昔の人々に輪廻転生という概念
を抱かせたのは、こんな生命溢れる森だったのかもしれません。

縦走3日目にして縄文杉（左下隅の写真）
に出会った私たち。でも、なんだか拍子
抜けしていました。なみへ～曰く「ここ
に来るまでに、すごい木をいっぱい見て
きたからかな」。私たちはこの3日間、名
もなく、山の雑誌にも誰かのインスタグ
ラムにも載らないだろう自然に感動をも
らってきました。つる性の木が絡みコケ
や草が着床するなど、何種類もの植物が
融合した巨樹に大自然の調和を感じたり、
容赦ない生存競争を垣間見たり。ヤクシ
カなど島の生き物たちや、微動だにしな
い岩が、山旅にエピソードを添える瞬間
を楽しんだり。さて、そんな思い出をラ
ンダムに並べてみました。屋久島の魅
力って、縄文杉だけじゃないでしょう？ 

何度訪れても新鮮な体験ができるなんて、
さすが世界自然遺産の島
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Yakushima
Again

翁岳（左の岩峰）をトラバー
ス。宮之浦岳は近い。翁岳は
クライミングでいう3級程度
のチムニーとフェイスを登れ
れば到達できるらしい。次の
屋久島旅の楽しみに
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「ゴツゴツした岩山の連なりを植物で覆ったよ
う」と思ったあなた、鋭い！  緑の衣や土をはぎ
取れば、そこにあるのは巨大な花崗岩の塊だそう
です。ではなぜ植物が覆うようになったのか。そ
れは、約 7300年前の火山活動のせい。屋久島の
北約 40㎞にある海底火山「鬼界カルデラ」の大
噴火で発生した火砕流は屋久島全体を覆ったとい
われています。その火山の置き土産が土となり、
植物が根付いていったらしい。
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【参考コースタイム】1日目：淀川登山口（50分）淀川小屋（1時間50分）花
之江河（50分）石塚小屋　2日目：石塚小屋（50分）花之江河（1時間5分）
黒味岳（2時間55分）宮之浦岳（2時間40分）新高塚小屋　3日目：新高塚小
屋（1時間10分）縄文杉（1時間40分）大株歩道入口（1時間10分）楠川分れ
（1時間30分）荒川登山口
※個人の体力やパーティの力量、当日の天候などによって異なります。

【アクセス情報】●空路：屋久島空港へは、鹿児島空港、福岡空港、大阪国際
（伊丹）空港から（日本エアコミューター）。●航路：鹿児島本港南埠頭から
屋久島宮之浦港へフェリーと高速船、屋久島安房港へ高速船。

【山行アドバイス】登山用ガス燃料は、宮之浦では屋久島観光センターやナ
カガワスポーツで購入可。取材班は安房の山岳太郎で購入、下山後余った燃
料を引き取ってもらった。山岳太郎の渡邊太郎さんはトレッキングガイド
で、屋久島登山のみならず島のボルダリング情報にも詳しい。秋から冬にか
けて屋久島海岸部のボルダリングが最高とのこと。
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手摺が一本ロープの丸木橋など、やや難路

01
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標高1360ｍ。駐車可。ト
イレ、登山届箱有
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Spot

人気の宮之浦岳縦走ルートは整備が進む

03
Spot

屋久島の避難小屋No.1
との呼び声高し

06
Spot

登山道は荒天時に
川になる箇所多し05

Spot

屋久島の奥地に来た感
が半端ない避難小屋

Yakushima
Again
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晴れたら最高。荒天時は風雨を遮る箇所は少ない

広いウッドデッキや整備されたトイレ有

風雨をしのげる。緊急時以
外キャンプ不可

30年前はタッチ
できた。いまは
デッキから鑑賞
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Spot
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Spot
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Spot

15
Spot

宮之浦岳（上）の山頂
は、永田岳（左）など
世界遺産の山並みや森
の好展望地

線路が登山道。いわゆ
るトロッコ道。現役鉄
道なので列車に注意

運搬が困難な奥地では、
し尿の持ち帰りを

雨の島らしく、バスの椅
子には防水カバーが！

12
Spot

切り株の体内に入る体験な
んて、ここぐらい

1 1
Spot10

Spot
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　秋の晴天に恵まれ、屋久島の主稜線か
らいろいろな峰を展望できた今回の登山。
あらためて、屋久島っておもしろそうな
ピークばかりだな～と感動。たとえばこ
のモッチョム岳。クライマー以外お断り
な雰囲気の、かっこいい岩峰ですが、一
般登山道が整備されています。他にも、
世界自然遺産指定の決め手のひとつに
なった国割岳の照葉樹林にも行きたいし
……私たちは、「また来ちゃうぞ！」と
いう思いを強くしたのでした。

Yakushima
Again
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　私たちに特別なこと──美しい海や川、絶景の渓谷、精霊の
気配がする樹木、星の洪水の夜空──が島民の日常という屋久
島。潮が満ちれば海になる海中温泉なんてものもあって、その
湯船では、ときにジェンダーを越えた裸の付き合いもあるのだ
とか。3ヶ月間この島で暮らしていたことがあるなみへ～が言っ
てたっけ。「節目とか、人生に迷ったりしたら訪れる場所なんで
しょうね、屋久島は」。そして、心の地平線が少し広がっていく。

島では岳参りという山岳信仰の行事が今も サバやトビウオなど屋久島の海の幸は絶品！ 農家民宿で、島の父と母ができました

屋久島だけに生息するヤクザル 南の島だから？  巨大化したイモの葉 登ってみたいな～千尋滝の巨大スラブ

ガジュマルの木。麓では南方の植物が 湯泊海浜温泉の男＆女湯。開放的だ～ 太平洋を望む絶景の湯が、島の日常

大川（おおこ）の滝。屋久島は水の王国だ 2015年に噴火した口永良部島が見えた

永田のいなか浜で波と戯れるくみんちゅ 世界有数のウミガメ産卵地でみ～つけた！ 海も山も愛するなみへ～。屋久島最高！ 島に飛べば、初日から登山を開始できる
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髪にクリッとした大きな目。
身長 168cmできゃしゃな体つ
き。スポーツマンというより

はジャニーズ系のイメージだ。ところ
が、まだ少年の面持ちを残したこの 18
歳が、ボルダリング・ワールドカップ
で５位に入った強者なのだという。
　同じ 18歳で、やはりワールドカッ
プで大活躍している楢崎明智さん（本
連載、昨年の第２回で登場）が、「同
世代のライバル」と話すのが、この原
田 海さんである。ワールドカップの
表彰台こそ楢崎さんに先を越されたが、
決勝に残ったのは原田さんが先。まさ
に格好のライバルとして、今年、世界
を舞台にブレイクを果たした。
　しかし、本人を前にしていると、こ
の人が世界５位に入った強力クライ
マーとは思えない。もともとおとなし
い性格なのか、取材慣れしていなくて
緊張しているからなのか、はにかんだ
ような表情で、質問にひとつひとつて

いねいに答えてくれる。どちらかとい
うと控えめで真面目な印象。早生まれ
のため、この春から大学生となってい
るが、まだ高校生のような雰囲気すら
残している。
　現在は横浜の大学近くに住んでいる
が、出身は大阪。クライミングを始め
たのは小学校５年生のときで、大阪の
実家近くのクライミングジムにたまた
ま行ってみたところ、すぐに気に入り、
「初日から一日中ジムにいました」。
　それが８年ほど前のことなので、ク
ライミング歴はすでに長いのだが、コ
ンペ（競技会）に初めて出場したのは
３年前。それまでは、コンペの存在す
ら知らなかったという。
「行きつけのジムで登っているだけで、
クライミングが競技として行なわれて
いることとか、有名なクライマーの存
在とか、外の世界のことをまったく知
らなかったんです」
　その一方で、岩場には通っていた。

PERSONAL DATA

出身地　大阪府岸和田市
生年月日　1999年３月10日
クライミング歴　８年

主な戦績

2017年　ワールドカップ重慶大会５位
2016年 アジアユース選手権ボルダリング１位
2016年　全日本ユース選手権ボルダリング１位

最高グレード

ボルダリング四段＋、リード5.13d

ホームジム

フィッシュアンドバード二子玉川店
http://fish-bird.co.jp

森山憲一＝文・写真
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ジムで知り会った人に連れられて、岐
阜や三重の岩場によく出かけた。中学
生のころに、三重にある宮川ボルダー
の難課題「コルベット」（四段＋）を
登っていたというのだから、早熟な才
能がうかがえる。
　初めて出場したコンペは、高校１年
のときのジュニアオリンピック。これ
はリード競技だったが、原田さんはそ
れまでボルダリングしかやったことが
なく、ロープを結んで登るのは、この
ときがほとんど初体験。２、３回練習
をしただけのぶっつけ本番で、それで
も５位に入賞している。「ボルダー能
力だけでなんとか押し切れました」と
笑うが、それも才能なくしてできるこ
とではないだろう。
　アットホームなジムで、ただクライ
ミングを楽しんでいただけの少年が、
高校生になって初めて外の世界を知る。
しかしそこで「井の中の蛙大海を知ら
ず」とはならず、逆に、「外界は井の

中にいた原田 海を知らなかった」と
いう結果に。他人と自分を比較するこ
とも競い合うこともなく、純粋培養の
ように腕を磨いていた原田さんは、い
つの間にか、クライミング界が驚く実
力を身につけていたらしい。
　近ごろ競技で活躍している若手クラ
イマーの多くは、小学生や中学生時代
からコンペに出場して経験を積んでい
る。一方で、岩場の経験を持つ人は多
くない。ことごとく逆を行ってきた原
田さんの育ちは、そのなかではかなり
異色といえるだろう。
　初めてのコンペ出場からわずか３年、
今年４月に中国・重慶で行なわれた
ワールドカップで、原田さんは初めて
決勝に残り、５位入賞を果たす。勢い
に乗って、５月の東京・八王子大会に
臨むが、当日のアップ中に足を捻挫し
て無念の欠場。「まだ万全ではないで
す」と言いつつ、１カ月後から復帰し、
ワールドカップにも出場を続けている。

「いまはコンペでいい成績を残すこと
が最大の目標です。きっかけは、２年
前のアジアユース選手権。ここで２位
に入ったことで、気持ちが競技に向き
ました。オリンピックもかなり意識し
ています」
　クライマーとしては、目立つ特徴が
ないかわりに、苦手なことも少ない
オールラウンダータイプだと自己を分
析。ボルダリング、リード、スピード
３種目の合計で争われるオリンピック
には向いているといえるだろう。しか
も競技に本格的に取り組んでまだ３年
弱。東京オリンピックまでに、爆発的
な成長を見せる可能性もある。
「他人や成績を意識しすぎるとよくな
いということもわかってきたので、周
囲はあまり気にせず、マイペースで
やっていきたいです。ただ、メイチ
（楢崎明智）はやっぱりライバルなん
で……いつかは絶対超えてやると思っ
ています」

左上）目力が強く、写真映えする顔立ち。「イケメンですね」というと、照れくさそうに笑った。　右上）取材時の使用シューズはマッドロック・シャーク。完璧にしっくりくるシューズにまだ巡り会っ
ておらず、いろいろ試し中だという。　左下）壁のなかで大きく見えるのは、うまいクライマーの特徴。　右下）４月にオープンしたばかりのフィッシュアンドバード二子玉川店が新しいホームジム
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谷川岳

巻機山湯沢

水上

清水峠

六日町

湯桧曽

国道291（旧8）号線
自動車交通不能区間
関越自動車道

新潟県

群馬県
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白樺小屋を後にすると、遠く清水峠の監視所が見えた

道端に、古い鉄板がオブジェのように転がっていた

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・川内山塊などの渓を
明らかにした、遡行の先駆者。最小限の道具で山を自在
に渡り、風物を記録する。近著に『山と渓に遊んで』（み
すず書房）、『山小屋の主人を訪ねて』（東京新聞）、『ター
プの張り方、火の熾し方 私の道具と野外生活術』『源流
テンカラ』（山と溪谷社）など。

参考文献：『山と高原地図』16谷川岳（昭文社）、『目で見
る日本登山史』（山と溪谷社）

路傍につづく、苔むした旧清水越えの明治の石組み

「古道ガール」募集中♡
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伊藤俊明＝文
山田真人＝写真

ペツル　ティキナ

ペツル

イーライト

マイルストーン

MS-C1

近くを照らすのに適した
ワイドビームのシンプル
なヘッドランプ。弱中強
の３段階で、もっとも明
るい強では150ルーメン、
55mの照射距離をもつ。
価格：￥2,500＋税

光束350ルーメン、照射距
離120mのハイスペック
を誇る大光量モデル。
IPX5の防水性も備え、シ
ビアな場面でも頼りにな
る。後部のバッテリー
ケースには認識灯も備え
る。価格：￥7,800＋税

電池含めてわずか26g。電池を入れたままで10年間保存可能。白色と赤色LEDを備え、
IPX7の防水性をもつ。ヘッドバンドの後部にはホイッスルも付属。価格：￥3,000＋税

1　いうまでもないことだが、山には街灯がない。
月明かりもない夜は真っ暗になる。ヘッドラン
プが必須装備とされるのはそのため。
　日帰りの低山でも油断は禁物だ。ケがやトラ
ブルがなくても、眺めのいい山頂でのんびりし
すぎることはあるし、思いのほか歩くのに時間
がかかってしまうこともある。これからの季節
はとくに日が短くなるから、気がついたら周り
が暗かった、なんてことにもなりかねない。１
泊以上の山行ではもちろん、日帰りでも、忘れ
ずにバックパックに入れておこう。
　ライトにはさまざまなかたちがあるが、なぜ
ヘッドランプなのか？　それは、顔が向いた方

向を照らし、両手が自由に使えるから。食事を
とったり、作業をするときにもストレスがない。
現在の主流は LEDを使用するもの。LEDは軽量
で、電球のように球切れする心配がなく、しか
も省電力。三拍子揃った優等生だ。
　市場にあるヘッドランプは、大きく３つに分
けられる。ひとつは一般の登山で使いやすい
ノーマルタイプ。次に、トレイルランニングの
長距離レースなどで夜間も積極的に行動すると
きに使う大光量タイプ。そして、光量は小さい
ながらも携行性に優れるエマージェンシー用。
一般登山で使いやすいノーマルタイプは、次の
ページでさらに詳しく紹介しよう。

ABC

石井洋之

1985年神奈川県生ま
れ。山登りのきっかけ
は、家族で出かけた
夏休みのハイキング。
その後、大学でワン
ダーフォーゲル部に
所属し、本格的に山
に目覚める。気象予
報士の資格ももつ

好日山荘スタッフ
教えてくれたのは

　一般登山で使いやすいオーソドックスなモデル。テ
ントサイトのような限られた場所での行動を想定した
ものから、夜間の歩行にも対応できる光量をもつもの
まで、使い方によっていくつかの選択肢がある。

　光量は最低限でも携行性は抜群のエマー
ジェンシー用。ファーストエイドキットに入
れたままでも苦にならないサイズと重量は登
山用としてはもちろん、防災用にも最適。い
ざというときのためのお守りのような存在。

　長時間の夜間行動も可能にする、十分な
明るさを備えたモデル。明るさと長時間駆
動を実現するには大容量のバッテリーが必
要となるため、重量バランスを考慮して
バッテリー部を分離型にしたモデルが多い。

ノーマルタイプ

エマージェンシータイプ

大光量タイプ
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3ABC

　緊急時を除いて夜間行動はしないな
ら、1泊以上の場合も宿泊場所での活
動に支障がない明るさがあればよい。
軽量でシンプルなモデルも選択肢に。

　富士登山のように日の出前から歩き始める
場合は十分な明るさと駆動時間を持つモデル
が必要。予備バッテリーも忘れずにもつ。

ビームパターンは、使用する
LEDのタイプやレンズのデザ
インによって変わる。選択のポ
イントにもなるため、代表的な
パターンを覚えておこう。

　赤色光は目を眩ませず、夜間視力を維持し
やすい。周囲にも迷惑をかけないので、山小
屋などの他人がいる場所でも使いやすい。

夜間行動は原則しない

日の出前から歩くなら

ビーム／パターン

眩しくない赤目LED2
ABC

　暗闇で使うなら明るい方がいいと考えがちだが、通常の登山で夜間
まで行動することは稀だ。山小屋やテントサイトで使うだけなら、そ
れほどの光量は必要ない。大光量のモデルは、そのぶん大きなバッテ
リーを必要とする。つまりは重くなるということ。スペックに惑わさ
れることなく、自分のスタイルに見合ったものを選びたい。
　ヘッドランプの性能を表す指標のひとつに「ルーメン」がある。
ルーメンは光源が発する光の量を表す単位。原則として数値が大きく
なるほど明るくなるが、同じ数値でもヘッドランプのレンズの形状な
どによって、見え方が変わってくることは覚えておきたい。ルーメン
と合わせて、ヘッドランプの性能を計る目安に、「照射距離」がある。
富士登山や長距離の縦走など、日の出前から歩き始めるような場合は、
100ルーメン以上、照射距離 50m程度がひとつの目安となる。

　照明がないテント泊や、積極的に夜間行動
をする場合には、ヘッドランプ以外にも灯り
があると快適性が高まる。
　グループの食卓やテント内で読書するとき
などにほしいのがランタン。オートキャンプ
では大型のガソリンランタンも使うが、登山
ではコンパクトな LEDタイプが使いやすい。
最近では、懐中電灯にもなるタイプや、大容
量の充電式バッテリーで外部電源として使え
るモデルもある。ソーラーバッテリーを使う
折りたたみ式も人気だ。
　夜歩く場合には、ヘッドランプのほかに手
に持つ懐中電灯タイプがあると快適。足元の
凹凸も把握しやすい。

マイルストーン

MS－A2

UCO

クラルス
ソーラーパフ

ウォームライト

マイルストーン

MS-B2

【ワイド光】 【スポット光】 【ミックス光】 【赤色光】

マイルストーン MS-B1

ハイパワーLEDとサブ
LEDを備えるスタン
ダードモデル。単2電池
１本を使うシンプルな
仕様ながら、無段階の
照度調整機能をもつ。
価格：￥3,800＋税

単3電池３本を使用するコン
パクトなLEDランタン。ハイ、
ノーマル、ロー、ストロボの切
り替えが可能で、収納時には
懐中電灯としても使える。価
格：￥2,400＋税

風船のように膨らませるエア
ランタン。上部のソーラーパ
ネルで内臓バッテリーを充電
できるので電池いらず。登山
だけでなく防災装備にも最適。
価格：￥3,400＋税

160ルーメン、照射距離70mのハイパ
ワーに加え、手をかざすだけでON

／ OFFできるモーションセンサーを
搭載。クライミングなどでも使いや
すい。価格：￥5,300＋税

暖色系のメインLED1灯とサブの白色LED2灯、赤色LED2灯を
備える多機能モデル。バックパックのショルダーなどに取り
付けられるベルクロベルトが付属。価格：￥4,800＋税

マグライト

ミニマグライト 2AAA LED
手に持って使うハンドヘルドタイプの定番。単4電池2本を使う
2AAAは全長わずか127mmで、ジャケットのポケットに入れても
気にならない手のひらサイズ。価格：￥2,800＋税

広く照らすワイド光は、近くを
見るときに最適。テント設営や
食事など宿泊地での行動に向く

光を絞って離れた場所を照らす
スポット光。夜間行動時のルー
ト確認などに使用する

ワイド光とスポット光をミック
スした光は歩いたり走ったりす
るときに前方を照らすのに向く

赤色光は眩しくないため、暗い
なかでも視力を維持しやすい。
地図などを確認するときに最適

LEDランタン（折りたたみ式）

ハンドヘルド
タイプ

LED
ランタン
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　ヘッドランプは工夫次第でランタンのように使うこともでき
る。コンビニでもらうレジ袋にヘッドランプを入れると白い袋
が光を拡散させる。白いスタッフサックも同じように使用可能。
もちろん、使い勝手はランタンほどではないが、最低限の用は
足せる。お手元のヘッドランプでお試しあれ。

　スマホの浸透によって著しく進化したのが充電式バッテリー
の性能。大容量化とコンパクト化が進み、ヘッドランプにも専
用の充電池を使用するモデルが登場しはじめている。充電池は
経済的なだけでなく、使用の都度バッテリーをフルにしておけ
るというメリットがある。「電池が持つかどうか」という不安
がなくなり、短期の山行なら予備電池も不要になる。

専用アプリを使えば、Bluetoothでス
マホやタブレットと連携できる。
バッテリー残量の確認や行動に応じ
たプロファイルの選択、明るさの調
整などがその場で可能になる

置くだけでなく、吊り下げたりベルトにつけるなど、さまざまな使い方ができる

乾電池はもっともオーソ
ドックスな電源。これを
使用するモデルの場合、
メーカーが公表するス
ペックは、基本的にはア
ルカリ電池を使用したと
きのものとなる

本体にUSBポートを備え取り扱いも簡単。緑
のインジケーターが点けば充電完了

5A
BC 6ABC

　すべての登山道具と同じように、ヘッド
ランプもまた日々進化している。最新のモ
デルには、センサーを搭載して、地図を確
認するなど近くを見るときは控えめな光、
遠くを見るときには強力なスポット光など、
使用状況に応じた適切なビームパターンを
自動的に選んでくれるものもある。バッテ
リーの消費を最適化しながらも、夜間の行
動を快適にサポートする機能だ。
　また、ペツルのリアクティックプラスの
ように、専用のアプリケーションを利用し
て、ユーザーの使い方に合わせて照射時間
や照射力、照射モードなどを設定できるモ
デルも登場している。スマートフォンを利
用して Bluetoothで接続し、フィールドで
の設定変更も自在だ。

ペツル

ノクティライト

ペツル　コア

上部を半透明にしたヘッドラ
ンプケース。ヘッドランプを
ランタンとして使用できる。
対応する同社の製品なら、
ケースの上からスイッチの操
作が可能。価格：￥2,500＋税

ペツルの一部のモデルに対応する充
電式リチウムイオンバッテリー。低
温下でも高い性能を発揮する大容量
タイプ。重量は23gで、単4電池3本よ
りも軽い。価格：￥3,000＋税

ペツル

リアクティックプラス
光センサーを搭載し、光量とビーム
パターンを自動で調節。専用アプリ
でスマホ等と連携し、明るさやビー
ムパターン、照射時間などがカスタ
マイズできる。価格：￥11,500＋税

近距離の照射
近くを見るときは控え
めなワイド光に。対象
物との距離によって明
るさを自動的に調節

移動中の照射
歩行時やランニング時
はミックスビーム。ワイ
ド光で足元を、スポッ
ト光で進路を照らす

遠距離の照射
標識など、遠くを見よ
うと顔を上げると光が
強くなり、スポット
ビームに切り替わる
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第2特集

初めての
ジムクライ
ミングに
挑戦!!

吉野香織
（よしの・かおり）

Challenge
first gym
climbing !!

来たる東京オリンピックの競技種目にも選ばれ、
近年ますます注目が集まるクライミング。
必要な道具も少なく、仕事帰りなどの
ちょっとした時間でも楽しめるジムクライミングは、
いま男女を問わず人気が高まっている。
とはいえ、「クライミングのジムってどんな場所？」
「未経験者がひとりで行っても大丈夫？」などの不安から
なかなか最初の一歩が踏み出せない、という人も多いのでは？
そんな声に応えるべく、第2特集では
クライミングの基本と魅力を紹介します！
加茂 光＝文　伊藤 郁＝写真
吉野香織＝モデル

クライミングに
挑戦した人

大阪府出身。好日山荘・おとな女
子登山部広報担当、タレント。登
山初心者の女性目線で登山、アウ
トドアの魅力を伝える。ニック
ネームは“かおりん”
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　壁に取り付けられた無数のホールド
の形状、位置を見極め、決められた
ルートを登っていくジムクライミング。
腕の力で壁をよじ登るスポーツという
イメージが強いかもしれないが、じつ
はクライミングの“肝”は腕力ではな
く、重心を意識した体の使い方にある。
力に自信のない人でも存分に楽しむこ
とができるスポーツだ。
　今回クライミングに挑戦するのは、
おとな女子登山部広報担当の吉野香織
さん。じつはまったくの初心者ではな

いものの、その経験は数回のみ。ほぼ
初心者である。「一度きちんと教えて
もらいたかったので楽しみです！」と
意気込み十分で、まずは簡単な 8級
コースにトライ。
「運動は……山以外だとたまにヨガを
やるくらいです」という吉野さんだっ
たが、体幹と身体の柔軟性を活かして
見事クリア。
「ナイス！ センスがいいですねぇ。
じゃあ次はこれを登ってみましょう」
と、本日の講師役ニコさんが次に選ん

だのは少しむずかしいコース。「まず
は、自力で登ってみてください」とニ
コさん。おなじ色のマークが付いた
ホールドを探しながらコースを登る吉
野さんだったが、「え？ 次あそこです
か？ ム、ムリ……」とゴール手前で
あえなく落下。
「惜しい！ 次はコースをよく観察し
てから登ってみましょう。私も指示を
出して助けます」とニコさん。
「右足はそこに置いて、体をひねりな
がら、右手であそこ掴めますか？」と

無限に広がるジムクライミングの世界

322017 AUTUMN



指示をヒントに進むと、今度はなんな
くゴール。指示のおかげもあり、クラ
イミングならではの体の使い方（ムー
ヴ）のひとつがしぜんにできていたの
だ。体をひねったり曲げたりと、ムー
ヴにはいくつもの種類がある。コース
を見極めて最適なムーヴを使い、迷路
のように続くコースを解いていくのが
クライミングの醍醐味といえる。「う
れしい！」とはしゃぐ吉野さん。どう
やらその魅力を味わえたようだ。

この日訪れた〈グラビティリ
サーチ大宮店〉。ジム面積約80
坪。ホールド数約2,450個。傾
斜角度もさまざまで、表情豊
かなコースが用意されている

ニコ
（おとな女子登山部）

基本を教えて
くれた人

好日山荘大宮店勤務。仕事終わ
りに、同じビル内にあるクライ
ミングジム、グラビティリサー
チに通ううち一年ほどですっか
りクライミング上級者に

Challenge
first gym
climbing !!
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なにはともあれ、
登ってみよう！

Preparation 01

Preparation 05

Prepa
ration
02

Prepa
ration
04

まずは受付から

オブザベーションを怠るべからず

シューズを
レンタル

コースを
しっかり確認

初級コースから
始めるべし

入会登録を済ませて会員証を受け取ろう！
マイシューズがない人はレ
ンタルシューズを試し履き

おなじ色のマー
クが付いたホー
ルドをたどる

コースには難易度が設定されてい
る。いきなり5級以上をクリアでき
たならセンスあり！

「スタート」のホールドを両手で持つ

両足をホールドに乗せたらスタート

右足を上に上げて重心のバランス整える

右手でホールドを掴むと体が右に振れる

ここから傾斜が変わる。もう一息だ

「ゴール」のホールドを両手で掴めたらクリア

Preparation 03
マットの上でストレッッチ
股関節、肩甲骨などをよくほぐしておこう

壁に取り付く前に体の動かし方をイメージする
オブザベーションが成功への近道だ

Let's start
climbing !!

Prepa
ration
06

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
06

STEP
04

STEP
05
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これだけ知っていれば、まずはOK!!
基本のムーヴを学ぶべし

こんなコースも

MOVE 01
いちばんの基本姿勢「正対」

両足のつま先でホールドに乗り、ガニ股で登る

MOVE 04
ホールドの種類

①「カチ」面が狭く平らなホールド ②「ポケット」指が1～ 3本しか入らない穴状のホールド ③「スローパー」丸み
を帯びたひっかかりのないホールド ④「アンダー」下向きのホールド。高い位置にあると取りづらいので注意

MOVE 05
初歩のムーヴ「ひねり」

つま先を軸にクルッと腰をひねり、より高いホールドに手を届かせるためのムーヴ

MOVE 02
アウトサイドフラッキング

足を外に投げ出し、体が壁から離れるのを防ぐムーブ

MOVE 03
エッジング（足の置き方）

つま先の先端でホールドに立つ「インサイドエッジン
グ」が基本。足の外側で立つ「アウトサイドエッジン
グ」など、ホールドごとに使い分けて登る

右上にある灰色のホールドがゴールなの
だが、さぁどうする？

両手が体の右側になるため、足の置き方
が重要になる

油断すると、体が壁から離れてしまうむ
ずかしい局面

黒いテープが貼られた壁の角部分（カン
テ）を両手で持ってスタート

Basic move

できた！ でも、
腕がプルプルする～

①

③

②

④
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オートビレイで
トップロープに
挑戦だ！

　クライミングはふたつの種類に大別する
ことができる。高さ 2m～4mほどの壁、も
しくは岩を、ロープを使わずに身体ひとつ
で登る「ボルダリング」と、ロープを使い
安全を確保しながら高さのある壁を登って
いく「ロープクライミング」だ。ちなみに、
人工の壁を登ること＝「ボルダリング」と
認識している人も多いがこれは誤り。天然
の岩でもロープなしで登れる高さであれば
それは「ボルダリング」ということになる。
「ロープクライミング」にもいくつか種類
があるが、壁のてっぺんで確保したロープ
で体を支える方式をトップロープといい、
その際、右の写真のようにロープを持って
クライマーの安全確保することを「ビレイ」
と呼ぶ。今回訪れた〈グラビティリサーチ
大宮店〉には、オートービレイ機が備えら
れており、ひとりで訪れても気軽に「ロー
プクライミング」を楽しむことができるの
が嬉しい。
「ロープクライミング」と「ボルダリング」
のいちばんのちがいは、なんといっても壁
の高さだ。多くても 10手ほどでクリアでき
る「ボルダリング」とちがい、「ロープクラ
イミング」ではゴールまでに数十手も必要
になるため、コースを観察する力や持久力
が試される。力を温存しながら登るテク
ニックも必要になるのでむずかしい面もあ
るが、高い壁を登りきったときに得られる
達成感とそこからの眺めは格別だ。
　壁でも岩でも崖でも、登れるものが目の
前にあると登りたくなるのが人の性なのか、
一手一手、高い場所へと登っていく感覚は、
それだけで胸を高鳴らせてくれる。ボルダ
リングで基本の動きを覚えたら、ぜひとも
「ロープクライミング」にも挑戦してほし
い。

Challenge
top rope !!

ロープクライミングにハーネスは必携品。自分の体型に合ったものを選び、しっかりと装着しよう。そして、ニコ
さんにビレイを託し、13.2mの壁にトライ！　見事、てっぺんを取ったあとはオートビレイを使ってぶら下がりつつ、
降りてくる

ひ
え
〜
〜

高
い
！
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グラビティリサーチ大宮

自分で用意すべき
ギアはある？

ジムはいくらで
使えるの？

挑戦は、
どうでしたか？

自然の岩も
登り方は同じ？

ダイエット
になる？

　JR大宮駅から徒歩 5分。好日山荘大宮店のある建物の 3F、
4F、5Fに広がるクライミングジム。ボルダーウォールが 3面
と、高さ 13.2mを誇る関東最高クラスのリードウォールを
備える。ロッカー、足洗い場、更衣室も完備され、仕事帰り
などにも気軽に利用できる。クライミング用品などを扱う
ショップも併設。　☎ 048-783-2760　営業時間：月～金 

13:00～ 22:00 土日祝 11:00～ 21:00　定休日 なし　埼玉県さ
いたま市大宮区宮町 1-37

Shop
Information

Q1

Q3

Q5

Q4

Q2

ジムクライミングの「？」にお答えします！

　ロープを必要としない「ボルダリング」
は、動きやすい服装とクライミングシュー
ズ、滑り止めのチョークがあれば、始めら
れます。シューズはレンタルできるジムが
ほとんどですが、長く続けるのであればパ
フォーマンスに大きく影響するシューズは
自分のもの用意したいところ（価格は 1万
円～２万円程）。

　ジムの使用料金は、時間帯や年齢によってさ
まざま。今回のグラビティリサーチ大宮を例に
取ると、一日券が 2,100円、19時～閉店までの
フリー券が 1,500円、90分券が 1,200円（以上す
べて一般料金）となっています。3ヶ月間なども
あるので、仕事の都合など、ライフスタイルに
合わせて利用しましょう。

「本格的なクライミングへの初挑戦で、しかも
撮影ということでドキドキでしたが、楽しく登
れました。最初、登れなかったコースがあった
んですが、ニコさんのアドバイスを受けて手、
足の使い方を少し変えたらすんなり登れたのは
ビックリでした。腕は疲れましたがまだ大丈
夫！ もっと登りたいです！」

　天然の岩場にはコースを見分けるテープはないし、色の付
いたホールドもありません。自由度が高いだけに、発想力と
スキルが試されるのが岩場です。ただしその分、リスクもあ
ります。いきなり岩場にトライするのもいいですが、まずは
ジムで技術を身につけたほうがより安全に楽しめるでしょう。

　もしも、脂肪を落としたいのであれば、
ジョギングなどの有酸素運動のほうが効果
的。でも、クライミングは全身を使うので、
続けていれば筋肉が付き代謝がアップする
のはたしかです。それに体重が軽いほうが
有利なスポーツなので、意識の上でも「上
達のためなら、痩せたい！」と思うように
なるかもしれません。
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グラビティリサーチは、登山・アウトドアの専門店 好日山荘が運営する
スポーツジム感覚で楽しめる新しいスタイルのクライミングジムです。

https://www.gravity-research.jp/ 検索グラビティリサーチ

都会のど真ん中で、毎日クライミング。

ベストな環境、全国に拡大中
SAPPORO
北海道札幌市中央区北二条東4丁目 
サッポロファクトリー1条館1F　
TEL.011-206-1323　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 10：00～22：00

NIIGATA
新潟県新潟市江南区五月町2-7-22　
TEL.025-378-5123
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～20：00
定休日　水曜日（祝日の場合は営業）

GINZA
東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル6F　
TEL.03-6264-5353　
営業時間 平日 14：00～23：00 土日祝 11：00～21：00

IKEBUKURO
東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウエストパークビル1F
TEL.03-5958-4315　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～21：00

NISHITAMA
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎1248-1
TEL.042-568-7913　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～20：00
定休日　水曜日（祝日の場合は営業）

TOKYO-BAY
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館3F　
TEL.047-404-8961　
営業時間 11：00～22：00

OMIYA
埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目37番地　
TEL.048-783-2760　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～21：00

MIE
三重県四日市市諏訪栄町6-4 スターアイランド3Ｆ 
TEL.059-329-7777　
営業時間 10：00～20：00

NAMBA
大阪府大阪市中央区難波千日前12-35 
スイングよしもとビル3F・4F　TEL.06-6645-0631
営業時間 平日 12：00～23：00 土日祝 11：00～21：00

UMEDA
大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 
ナレッジキャピタル北館６Ｆ　TEL.06-6485-7363
営業時間 月～土 10：00～23：00 日祝 10：00～22：00

KOBE
兵庫県神戸市中央区磯上通り4-3-10 IPSX EAST 1F
TEL.078-855-8043　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～20：30
アネックス 17：00～22：00（土日祝 11：00～20：30）

AKASHI
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2-3-1
イオン明石ショッピングセンター2番街2階　
TEL.078-938-2010　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 10：00～22：00

HIMEJI
兵庫県姫路市駅前町27 テラッソ姫路3F　
TEL.079-280-7520　
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 10：00～21：00

OKAYAMA
岡山県岡山市北区本町6番36号 
第一セントラルビル1F・2F　
TEL.086-801-3133
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～21：00

KOKURA
福岡県北九州市小倉北区紺屋町1-1 
サンシャイン南国ビル1F　
TEL.093-482-2060
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～20：30

FUKUOKA
福岡県糟屋郡久山町山田1196-1 トリアスⅠ棟-02
TEL.092-410-1670
営業時間 平日 13：00～22：00 土日祝 10：00～20：00

兵庫県神戸市中央区雲井通7－1－1 ミント神戸18F
お問合わせ先／TEL：078-231-1381（好日山荘 お問合わせ窓口）

グラビティリサーチ M-INT神戸

三宮駅の交通結節点にあり、ショップや映画館も兼ね備えた総合施設（ミント神戸）
地上80ｍの屋上にスカイクライミングウォールが完成
六甲山系の山々や美しい神戸の街並みを一望しながら楽しめます

NEW 10月上旬 OPEN

SOGO
フ
ラ
ワ
ー

ロ
ー
ド

ミント神戸

JR三
ノ宮駅

阪急
神戸
三宮
駅

地下
鉄三
宮駅

ポート
ライナ

ー三宮
駅

クライミングジム
グラビティリサーチ

M-INT KOBE

阪神神戸三宮駅



麻生弘毅＝文　岡野朋之＝写真

北海道の自然と生き物、
そこに寄り添う人の営み。
その原風景を追いかけるように、
国境を越えて、広く旅を続ける
写真家の伊藤健次さん。
珠玉の作品を生みだす背景と、
そのルーツをうかがってみました。

K
E
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J
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「力感というんですかね。みなぎるエ
ネルギーを解き放つように跳躍を繰り
返し、激しい水しぶきとともに海中に
消えてゆく。その余韻に、この海が抱
く、計り知れない生命力が漂う気がす
るんです」
　毎年 5月、北海道の知床半島、羅臼
沖には、識別できるだけで 300頭を超
えるシャチがやってくる。アイヌの古
い神謡には、彼らによって浜に追い上

げられた鯨が飢饉を救う様が描かれて
いるという。そうして「レプンカムイ
（沖の神）」と敬われてきたシャチの姿
を一冊にまとめようと、ここ数年、写
真家は心血を注いでいる。
「彼らはときおり海面から頭を出して
周囲をうかがうのですが、あるときパ
シッと目が合ったんです。こちらが観
察しているとばかり思っていたけど、
向こうからも見られているのですね」

　物事を見ることを一義とする写真家
の話に好奇心を鷲摑みにされる。けれ
ど、それ以上に魅力的だったのは、表
情豊かにくるくると動く、その瞳――。
「船上からは海を斜めにしか見ること
ができず、水中の様子は分かりにくい
んです。そこへいくと俯瞰できるド
ローンの画角は新鮮ですよね」
　空撮も好きで、機会を見つけては飛
ぶというが、いちばんの理由は、自ら
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の目で世界を見渡せること。徒労に終
わることが多いけれど、結実した 1
カットには、そこへいたる軌跡が蓄積
されている。
「できるならば珍しさにとどまらず、
息の長い、手触り感のある本にできた
らと思っています」
　伊藤健次さんは広く旅をし、北海道
の自然に深く触れる作品を生みだし続
けている。

「なに不自由なく育ったのですが、
もっと清冽で激しく突き抜けた土地に
向かいたい――そんな若い衝動を受け
止めてくれたのが、自分の場合、北海
道だったのだと思います」
　埼玉県に生まれ育った伊藤さんは高
校卒業後、北海道大学に進学、山ス
キー部に入部する。
「山スキー部の活動をひと言で表すな
ら、雪山での生活技術を磨くこと、な

んです」
　大雪や知床、日高の懐深くへ。さら
にはカムチャッカのクリュチェフスカ
ヤ（4750m）やカナダのローガン（59 
59m）、アラスカのデナリ（6190m）
やアルゼンチンのアコンカグア（6962 
m）、ロシアの北極圏にも足を延ばし
ている。
「けれど登攀力があるわけじゃないの
で、山頂を狙うというよりは、できる
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だけ長く山に滞在し、土地全体をつか
まえるというイメージがありました」
　そうして、厳冬期の日高全山縦走な
ど、いくつもの長い山旅に出た。一方
で、新聞社の写真部に在籍し、北海道
を飛び回る。撮影と現像を重ねること
で、写真の魅力にとりつかれてもいた。
「卒業を前にしても、自分には山と写
真しかないわけです。ただ、日高など
北海道の最深部で長期間、思い切り活
動していたので、これを続けていけば、
おもしろいことができるという感覚は
あったんですね」
　北海道の自然を求めて旅を続け
るなかで、アイヌ文化に惹かれて
ゆく。そうして、海をはさんで同
様の狩猟文化を持つロシアへ、な
かでも沿海州のウスリータイガに
は 10年以上、通い続けている。
「川や森、村や人のたたずまいが、
北海道の 150年前の姿を思わせる
んです」
　北海道の自然を核に、国境を越
えてつながりをたどり、そこに生
きる人の営みと心模様を記録する。
そんな旅の軌跡をまとめた一冊が、
昨年出版された『アイヌプリの原
野へ』（朝日新聞出版）だ。
　同書は南北が逆さの地図――オ
ホーツク海を中心に、樺太と千島
列島に連なる島としての北海道を
描いた絵図からはじまっている。
「山に登ることも、古い文化をた
ずねることも、人間の方向として
は逆行していますよね。いろんな
意味で、自分のなかにはいつも、
物事を逆さから見る、という感覚
があるんです」
　ウスリータイガへの旅は、千歳から
成田、ハバロフスクを経てゆく。それ
ぞれのフライトは 1時間半ほど。それ
は、時空を越える感覚を伴うという。
「鬱蒼としたタイガの森には編み目の
ように川が流れている。それを眺める
といつも思うんです。河川が地下鉄で、
木々がビル、そこに暮らすたくさんの
魚や動物を人に置き換えると、ちょう
ど東京みたいだな、って」
　ウスリーの森も環境破壊に晒されて
いるという。それに伴う文化の消滅や
精神的荒廃、平均寿命も短く事故死も
多い。それでも暮らしを支える水があ

り、生き物が暮らしている。そして、
それらを自ら手に入れ、殺め、口にす
る充実と畏れ。旅人を受け入れる余裕、
安定感のある暮らしは、周回遅れの
トップランナーのようだと笑う。
――それは一言でいえばタイガへの信
頼だろう。川と森に生かされ、代償を
引き受ける暮らしの環があって成り立
つ心からの信頼。信頼が厚いほど、タ
イガという自然と人の生活の境は薄く
なり、自然という概念さえ消えてゆく。
アイヌ民族や先住民の多くが「自然」
にあたる言葉を持たないのは、その環

の中で生きてきたからだ――
　伊藤さんの描く写真や言葉たち。そ
れらは美しさにとどまらない多くの引
き金が隠されているようで、深い読後
感が後ろ髪を引き続ける。
　その秘密はどこにあるのだろう。
　そこをたずねると、自分の仕事は愚
者の巡礼ですよ、と照れ笑い。
「土地の記憶と生命力、そこに自分が
どう関わって生きていくか、をいつも
考えています」
　そして、これだけの写真と文章を描
きながら、「表現すること」にはこだ
わっていないという。曰く、そこに凝

いとう・けんじ　1968年生まれ、写真家。17歳、
初めてのひとり旅で北海道に出会い、国境を越
えて、海へ山へ、広く深く旅を続ける。おもな著
書に『山わたる風』（柏艪舎）、『川は道 森は家』
（福音館）、『北海道の山』（山と溪谷社）『アイヌ
プリの原野へ』（朝日新聞出版）など
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り固まってしまうと、肉体や限界など、
生き物としての素朴な部分が失われて
しまうから――
「一本の木でも、大切なのは芽よりも
根ですよね。たとえ時間がかかっても、
まず育むべきは、目に見えない地中の
根なのかな、って。意のままにならな
い自然が相手ならばなおさら、ずぅっ
と後になって、残るべくして残るもの
があれば……」
　からだを使って広く旅し、森や川、
動物や人の暮らしを眺めては、ありっ
たけの感情とともに自身に蓄積し、醸
成を重ねる。旅の果てに産み落と
された表現は、稜線に降った雨が
大地に浸みわたり、長い時間をか
けて表出した、伏流水みたいなも
のなのかもしれない。胸を撃つ写
真と言葉は、誠実な眼差しと思考
を凝縮し、削ぎ落とした一滴……。
そして、このペースでいくと、
シャチとウスリータイガをまとめ
る前にくたばるのではと苦笑する。
「自分がやれることは、直感にし
たがって倒れるまで撮り続けるこ
と。あとは編集者に任せるのがい
いと思っています」
　著者と編集者、デザイナーと営
業マン、印刷屋と読者、この 6人
がいれば本は成立する。それを、
土地の感触が香り立つような一冊
にするにはどうすれば──旅する
写真家はそこに心を砕いている。
そうして、思い出したように顔を
あげた。
「6はアイヌ語で“たくさん”と
いう意味なんですよ」
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What’s REDA？

size： S、M、L
color： CARBON、DUSK、
 BLUE LEMONADE
150／ 8,800円＋税　

http://jp.berghaus.com

MERINO WOOL
COLLECTION

風合いも肌触
りも、もちろ
ん機能性も

REDAファブ
リックは特別!!

　ニュージーランド・メリノといえば、世界的にも
希少で高品質なウールを生み出すヒツジとして知
られている種。2017年シーズンからメリノウール
商品のすべてをこのニュージーランドものにした
バーグハウスだが、その品質のよさは特筆すべき
だろう。天然繊維であるメリノウールは、そもそ
もが機能面で優れている。夏に涼しく、冬にあたた
かいのはご存知のとおりで、抗菌防臭性能もある
ほか、紫外線もカットしてくれる。繊細で滑らかな
「呼吸する繊維」ともいわれている。そして、なぜ
バーグハウスの商品がさらに優れているのかとい
えば……ウールのことを知り尽くしたイタリアは

REDA社のファブリックを選択したことにある。

“100% Made in Italy”の高級スーツカ
ンパニーとして知られるREDA社は、
ミラノにある老舗中の老舗。ウール原
糸を扱うノウハウは世界の繊維業界の
なかでも第一級のもの。バーグハウス
の商品で使っているREDAのウール糸
は、極細の17.5ミクロンのニュージー
ランド・メリノで、これ
は自社が持つニュージー
ランド内の広大な牧場で
育ったものだ。

REDA社は150年の歴
史を持つ老舗。REDA 

ACTIVEはスポーツ
系のウェアラインだ

右がREDAウール糸
Impac t  FX  Woo l 

Yarn。毛羽立ち少な
く、強度も伸長率も
一般の繊維よりもよ
り優れている



　世界自然遺産でもある白神山地のブ
ナ天然林（約 13万 ha）には及ばないも
のの、ある程度のブナ林なら西日本の
山々にも多い。その代表格は伯耆大山
（中国山地最高峰）の山麓だが、今回紹
介するのはそのずっと東、登山好きに
はあまり知られていない山並みである。
　なにせ名前に峰とか山とかがなくて、
「森林公園」なんだからしょうがない。
その名のとおり、ここは登山経験なし
でも魅力的な森を満喫できる山域で、
近代的なトイレやあずまや、軽トラッ
クが走れるくらいの遊歩道が整備され
ている。だが、観光客向けの地区から
離れてトレイルを登れば、そこかしこ
でブナの単相林に出会うのだ。
「ブナの単相林？   それがなにか？」と
いう読者は少なくないだろう。それは
ブナ純林とも呼ばれ、人が介入せず、
自然の移ろいのままに長い年月をかけ
て到達した森林の姿。中世のタタラ製
鉄（砂鉄を原料にした製鉄法）の隆盛
以来、西日本では奥地や山頂の森にも
斧やチェンソーが入り、今に至ってい

る。私たちはブナの単相林を目にする
ことがむずかしい時代を生きている。
　ここ岡山県立森林公園のブナ単相林
は、童話やファンタジーを連想させる
空間。とくに秋。斜光が差し込み、硬
質な幹は明るい灰色に輝く。落ち葉の
絨毯には長い影。そこは、静かに佇む
巨人たちの世界だ。または、信仰を集
める建築遺産といったところか。
　森といえば、微生物から大型哺乳類
まで無数の命が絡み合う世界のはず。
しかしブナの単相林が見せるのは、ま

るで大自然が抽象画家になったかのよ
うなシンプルな風景だ。下草は少なく
見通しはよく、歩く場所を選ばない。
こんな山を、鉄を持たないころの人類
は日常的に彷徨い、ときに獲物を追っ
て駆けていたのだ。
　人には、はるかな世代にわたって受
け継がれる感性はあるのだろうか。ブ
ナの単相林に抱かれたとき、もしあな
たの心が揺れたら――懐かしいような、
癒されていくような感覚があれば、そ
れは遺伝子のささやきかもしれない。

日本の山岳自然のうち、
世界からの評価が高いもの
といえばブナ林だろう。
その穴場を見つけた。
「森林公園」という庭園的な
名称からは想像しにくい、
歩きがいのある大自然へ。

大村嘉正＝写真・文
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〈歩行計＝3時間30分〉管理センター（35分）熊押し滝（35分）奥ぶなの平
（1時間35分）千軒平（45分）管理センター
岡山県立森林公園のトレイルは、今回紹介したルートのざっと2倍以上あ
るのだが、国土地理院地形図にはほぼ記載されていない。管理センター
では全ルートとコースタイム記したパンフレットを配布しているので、
それと地形図を併用したい。該当2万5,000分の１地形図は「下鍜冶屋」。
岡山県立森林公園　www.ombara-kogen.com/sinrin-hp/

45 2017 AUTUMN

岡山、鳥取両県の県境に位置する岡山県立森林公園は1975年7月に開園。
標高840～ 1100ｍで面積は334ヘクタール、21㎞にわたる遊歩道が整備さ
れ、老若男女さまざまなルートを選んで山歩きを楽しめる

（上左）この森林公園を象徴する景観。まるで都会の公園の林のような、
ブナの巨木の散歩道。大きく成長したブナがつくる、典型的な林の景観
だ。大地を覆う落ち葉を踏むと、スポンジのように水が染み出た。（上右）
ブナ林の魅力にノックアウトされる山域だが、眺めのいいピークも。写
真は千軒平（1090ｍ）。ここから見下ろす秋の山並みは、ブナの錆びた赤、
カラマツの黄、スギやヒノキの緑と、色とりどりの絶景だ。（下）ブナ林
の保水力のおかげか、穏やかな山並みで谷が浅いのに、水量のある沢が。
これは熊押し滝。この水流は山麓で湿原を形成し、バイケイソウやザゼ
ンソウといった湿性植物も生育している

もみじ平（1059ｍ）の東面の尾根にて。見上げる紅葉が終わっても、足
元の色づきは続く。取材は11月7日で、枝葉と大地の両方の色を楽しめた。
各トレイルはスムーズで、トレランの聖地にもなりそうな予感



　富士山の展望台として絶景を誇るパノラマ
台は、秋のハイキングコースとしてとても人
気があります。とくに 10月後半以降は、紅葉
の絶好のシーズンで、イタヤカエデやカツラ
などの黄色に色づく黄葉とモミジをはじめと
した赤い紅葉とのコントラストがとてもきれ
いです。積雪が多くないかぎり、登山道は危
険な箇所もなく、とても歩きやすいので、晩
秋から初冬にかけてもファミリーでハイキン
グを安全に楽しむことができるでしょう。登
山口近くには県営の大きな駐車場もあり、ア
クセスのよさも人気の秘密です。周辺には名
所も多く、登山の行き帰りに周辺の温泉や観
光施設にふらりと立ち寄ってみるのもよいか
もしれません。

　コースタイムは、往復 3時間ほど。落ち葉
が積もった登山道をサクサクと踏みしめなが
ら、精進湖から標高を上げて行けば、やがて
尾根上の根子峠に出ます。ゆるやかな尾根を
稜線伝いに進むと、迫力ある富士山が正面に
望める 1328mのパノラマ台に出ます。頂上は
広くなっていて、休憩スペースは十分ですが、
トイレなどはありません。眼下には青木ヶ原
樹海が広がり、その先には西湖、河口湖、山
中湖と見通せます。さらにその先へと進めば
烏帽子岳、本栖湖へと下りることもできます。

「グラビティリサーチ」とは、好日山荘が運営
するクライミングジム。北は北海道、南は福岡
県まで全国に 16店舗を構え、利用者はボルダ
リングや、リードクライミングを楽しんでいま
す。
　この 17店舗目となる「グラビティリサーチ 

ミント神戸」が今年の10月8日に兵庫県にオー
プンすることに！ 場所は三宮駅前の一等地
「M-INT神戸」。その 18階の屋上に六甲山系の
美しい山並みや神戸の街を一望できるクライ
ミングウォールが登場します。
　気持ちのよいウッドデッキ仕様のフロアに、
最大高 10m・最大傾斜 140度のリードウォール
をはじめ、初心者の体験に適した高さ 8mの
オートビレイ専用ウォールなど、全 3面がお目
見え。ウォール幅はいずれも 8mあり、初心者
からベテランまで同時に最大 8名が登攀でき
ます。
　またプログラムも多彩で、初心者を対象とし
たビギナースクールや女性限定、シニア、キッ
ズスクールなども随時開催とのこと。腕を磨き
たい人はもちろん、いつか大会に出てみたい
……という人まで、ジムスタッフが万全の態勢
でサポートします。
　詳細はグラビティリサーチ公式サイトにて
ご覧ください！

Mt.News!

POINT1 圧倒的な富士山と樹海のパノラマ
POINT2 カエデやカツラのみごとな黄葉
POINT3 近郊からのアクセスのよさ

山梨県・精進湖／パノラマ台

グラビティリサーチ ミント神戸が
10月8日にオープン！

新三大
親子登山
ポイント

タキザーさん／長らく山岳雑誌の編集に携わった後、独
立。三児の父として、専門誌などで親子登山の連載を４
年にわたり続けている。

パノラマ台から見る樹海と富士山は圧倒的なスケール

コースタイム●精進湖県営駐車場～（5分）～パノラマ台入口～（1時間20分）～根子峠～（20分）～パノラマ台～（15
分）～根子峠～（1時間）～パノラマ台入口～（5分）～精進湖県営駐車場

山オヤジの小言●秋山は、春山や夏山に比べて事故や遭難が多く発生する傾向にあります。1年を通して冬山よりも危険な
のが、秋山です。というのも、夏のイメージをもったまま秋山に登りにくる人が多いため、計画も装備も夏仕様のまｍで不
十分。標高の高い所ではすでに冬が来ているというのに、人間の頭の中はまだ、夏の余韻を引きずっているからです。秋の
次には冬がくることをイメージすることが肝心です。

子どもアドバイス●わが家では、子どもたちひとりにつき、ひとつのヘッドランプを持たせています。秋山はとくに日も短
く、行動時間も限られます。万が一のため、低山ハイクでもバックパックにヘッドランプ、そして防寒着は必ず入れておき
ましょう。誕生日のプレゼントにでもヘッドランプをぜひ買ってあげてください。防災用としても、押入れ探検用としても、
子どもたちにとってはきっとうれしいはずです。

グラビティリサーチ ミント神戸

兵庫県神戸市中央区雲井通7－1－1 M-INT神戸18F
☎078-231-1381（好日山荘 お客様お問合わせ係）
営業時間：
4月1日～ 10月31日
平日12:00 ～ 21:00、土日祝11:00 ～ 20:30
11月1日～ 3月31日
平日11:00 ～ 20:00、土日祝11:00 ～ 20:00
※12月25日～ 2月28日の期間は土日祝のみ営業

https://www.gravity-research.jp/
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　屋久島登山では水場に不自由しませんが、水
場がありすぎて困ることも。ところは、昔の屋
久島登山道のワイルドな面影濃厚な花之江河登
山道。時間的にはまもなく石塚小屋のはずで、小
屋手前の最後の水場が見えてくるはず……この
沢がソレ？もっと先かな？あれ、ここにも沢が、
これ水場？……。間違っていたら重い水を持っ
て長く歩くことに、もしくは水を汲むために引
き返す羽目に。「さあどうするんだ」とメンバー
の間に微妙な空気が。登山道がしっかりした山
でも、現在地が分かるくらいの地図読み能力は
必要ですね。(大村嘉正＝文、梶山 正＝写真）

今回のお品

　全国に 56店舗を展開する好日山
荘が秋のセールを実施！ 期間は 9月
15日～ 10月 1日の 17日間。セール
期間中は好日山荘メンバーズカード
会員なら通常お買い上げ金額の 3%
相当がポイントとして還元されるところ、13%のポイント還元
に（当日の入会も可能）。また、セールならではのお買い得商品
も多数用意されている。秋以降の登山に向け装備を充実させる
チャンス！ ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがだろうか？
www.kojitusanso.jp/

Kojitsu Sanso

Tsushin Vol.05

ポイント還元 13%！
好日山荘が秋の

大セールを現在実施中！

　白馬村の中心地にある
八方バス停から徒歩で５
分ほどにある「郷の湯」は
ユニークな六角屋根が目
印の温泉施設。泉質は、八
方尾根の地質の特性であ
る蛇紋岩の地層を通って
湧出する日本屈指のアル
カリ温泉で、湯上がりに
はつるつるになると評判
だ。少々奥まった場所に
あるが、混雑期でも比較
的空いている穴場。狙い
目は夕方前の15時ごろだ。

長野県北安曇郡白馬村北城八方5170　☎0261-72-6541　
12:00～ 21:00（最終受付20:30）　 火曜日　入浴料：
大人600円、小人300円

福瀧智子＝写真

今回の
スポット

＜材料＞

■サバ缶（しょうゆ味） 1缶
■みょうが　好きなだけ
■青ネギ　適量
■七味唐辛子　お好み

＜作り方＞

1
2

薬味のみょうが、青ネギを刻んでおく。
サバを適当に箸で崩し、１の薬味をよく
和える。お好みで七味唐辛子を振りかけ
ればできあがり。ごはんか日本酒が合い
そうです！

山ごはんに凝っている
ダンナ。試作をよく食べ

させられるのですが、正直マズ
い。あんなものをみなさん山で食
べているの？（京都・グルメ主婦
40 歳） ／男女混成の登山グルー

プに属していて、山頂でみんなで
食べるお弁当を毎回作っていき
ます。それを裏で女性陣に「あざ
とい」と言われているようです。
私は好意でやっているのに……。
こんなグループ辞めるべき？（神
奈川・28 歳家事見習い）
所長　いつから山は美食倶楽部
になったんかのう。猫も杓子も山
ごはん山ごはんって。私なんかは
腹一杯の炭水化物、それだけで
充分だと思うがな。最近は１泊程

度なら麓のコンビニでチンした
パックライスとサバ缶の組み合
わせが恒常化しとる。ガスや鍋も
不要だしね。
助手　でも、お弁当持ってきてく
れたらうれしいでしょ？
所長　うむ、まぁな……。そうだ、
明日から当研究所の助手はこの
家事見習いクンに来てもらおう。
もちろん弁当持参で。というわけ
で、You're fi red!
助手　ガッデーム！

「山登りが趣味」という
と十中八九「信じられな

い」と言われます。心外です。見
た目の問題でしょうか。普段は現
場仕事で、プライベートではヒッ
プホップ系の服を好んできてい
ます（福井・32歳建築関係） 
所長　ずばり言うが、なんだかん
だ言ってイメージのギャップを

突かれることを悦んでるんじゃ
ないか？　ウーハー響かせたハ
イドロ車で登山口に乗りつけて
み。もっともっと「信じられな～
い！」って言ってもらえるぞ。
助手　でも心外ってことは、山ヤ
に見られたいんじゃないですか
ね？
所長　ならば今の仕事をフルに
活かそう。山用メットにシュッと
したニッカーボッカ、安全靴の代
わりにガチガチの冬靴履いて、安
全ベルトはシットハーネスに変
える。もちろんツルハシはピッケ
ルに持ち替える。コアな登山家を
ばっちりアピールできるぜよ。

人生山あり谷あり。
とりあえずどんな相談も
お請けしますが、
明朗解決となりますか否か……。

所長：長谷川 哲／
北の大地在住のフ
リーライター。好き
な行動食は、かりん
とうときな粉ねじり

塚野 浩＝イラスト
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応募はこちらから！

全国に 16店舗あるクライミングジム「グラビティ
リサーチ」で初心者体験会がペアで 1回楽しめる
無料チケット。シューズレンタル込、入会登録料
(1,500円 )も込みなので、続けてみたい人にオスス
メ。使用期限は、2018年 3月 31日 (土 )まで

グラビティリサーチ
初心者体験会 無料ペアチケット

応募期間：2017年9月15日～2017年12月1日

1名

5名

1名

1名

上質で細く柔らかいニュージーランド産メリノ
ウール、17.5ミクロンの繊維を使ったベースレ
イヤー。メンズM(日本サイズ L)、8,800円

350ルーメンもの明るさを誇るマイルストー
ンのニューモデル。ブースト機能搭載によ
りハイパワー照射も可能に。カラーは OD
（オリーブドラム）、7,800円

バーグハウス
メリノウール150ロングスリーブジップ

マイルストーン

MS－C1 

バーグハウスが新たに採
用したニュージーランド
産のメリノウールを使用。
吸湿性が高く、適度な温
度調整機能、抗菌防臭効
果あり。ウィメンズ 10
（日本サイズM）、7,800円

読者プレゼント
GUDDÉI 2017 秋号

NEXT ISSUE

モンスターに会いに
森吉山まで

行ってきました!!
2017.12.1 刊行予定

制作 株式会社ヨンロクニ

編集 宮川 哲、滝沢守生、大村嘉正
 伊藤俊明、麻生弘毅
 森山憲一、福瀧智子、加茂 光

デザイン 吉田健人（prigraphics）

地図製作 オゾングラフィックス 

※本誌の無断複写は著作権法の例外を除き、著作権侵害となります。
© 2017 kojitusanso.co,Ltd

発行 株式会社好日山荘
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グッデイ・リサーチ2017年秋号（No.035）

photo by Shinichi Yajima
2017 WINTER No.036

1名
バーグハウス
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度調整
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（日本サ

募はこちらか

1名

に採
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使用。
な温
臭効
ズ 10
00円

バーグハウス
メリノウール150
ロングスリーブクルー

482017 AUTUMN

https://www.kojitusanso.jp/pre17au/


H2 H3

製版センター

7464882

イ
ロ
ノ
ハ

好
日
山
荘
季
刊
誌

Ｇ
ｕ
ｄ
ｄ
ｅ
ｉ

２
０
１
７
年
秋
号

280

424 4

風間
単_127

表紙

再校
17.8.26.

guddei2017_autumn_ol_hyosi-sai-.indd   hyoD-hyoF 2017/08/26   11:35



NEW GENERATION
CLIMBERS

原田 海（18歳）

インタビュー「山と人」

伊藤健次
（写真家）

  第２特集

初めての
ジムクライミング
に挑戦!!!
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特集

もう一度、
屋久島
Yakushima Again

秋のお得な割引クーポン

全国の店舗や山小屋などで大活躍!!
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