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写真家 木原 浩の

なじみの山で
むかえる
いつもの春

ウエア、ブーツ、バックパックの
選び方から注目のアイテム、
おとな女子登山部メンバーの
おすすめギアまで

この春
買いたい
3大アイテム!!

特集

NEW GENERATION
CLIMBERS

大場美和（19歳）

インタビュー「山と人」

斎藤 徹
（パーゴワークス）

定価： 本体 200円 ＋税
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写真家 木原 浩の

この春買いたい
３大アイテム!!

Buyers Guide／Best Recommended／Pick Up Catalog

LOVE GEAR SPRING 2017

ウエア、ブーツ、バックパックの選び方から
注目のアイテム、おとな女子登山部メンバーの
おすすめギアまで

coverのふたり

荻野なずな＆あやや
おとな女子登山部の部長こと荻野なずなさんは、自身、登山ガイド
の資格を持つ根っからの山ヤさん。そしてあややも、創部当初か
ら部員たちを牽引し続ける山のおねーさん。ともに、超がつくほ
どの健脚、歩きますよー

photo by Tomoyuki Okano
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ウエア、ブーツ、バックパックの選び方から注目のアイテム、
おとな女子登山部メンバーのおすすめギアまで

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

Love Gear Spring 2017Love Gear Spring 2017

伊藤俊明(P4～8、19、23～27、29、33～37、39、41）、麻生弘毅(P9、11、13、15、17)、宮川 哲(P20～21、30～31、42～43)＝文
岡野朋之(P4)、中村英史(P9、11、13、15、17、19、27、29、37、39、41)＝写真　吉田仁美＝イラスト

おとな女子登山部＝監修／協力

この春
買いたい

3大アイテム!!

特集
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　登山をはじめとした外遊びでのウエアリングは
重ね着が基本。これをレイヤリングという。
　最低限のウエアで変化する環境に対応するこの
服装術は、ウエアを３つの層に分けて考える。目
的は「体を濡らさないこと」。雨を防ぐのはもち
ろん、汗を的確に処理することが重要となる。
　素肌に直接身につけるウエアがベースレイヤー。
汗を吸い、生地の間に拡散して素早く蒸発させる
のがその役割で、これがレイヤリングの土台とな

る。ポリエステルやウールが代表的な素材だ。
　ミドルレイヤーは文字通りの中間着で、寒い時
の保温層となるフリースや薄手のダウンを指す。
　アウターウエアは雨や風を防ぐためのもの。雪
がない時期の山ならレインウエアがこれにあたる。
風雨を防ぐと同時に衣服内のムレは逃す素材を使
い、不快感を抑えてくれる。
　ウエア選びに迷ったら、この３つの役割に照ら
して考えてみよう。答えが見えてくるはずだ。

最低限のウエアで快適を維持する
アウトドアの服装術

Buyers Guide

【ウエア】
登山やアウトドアで着るウエアは

ただのファッションではなく、身を守る道具のひとつ。
役割と機能を理解して選びたい。

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

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

ベースレイヤー

アウターウエア

あやや
チャンスがあればソロでも山へ
向かう。未開拓の北海道と東北エ
リアに興味津々。ウエアは機能優
先なれど、服好きだけにファッ
ション性も見逃せない

教

えて
くれたのは

エア。
る機
保つ
素材

は逃
選ぶ。
ンウ
い山

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

ミドルレイヤー
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Buyers Guide

Wear

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

「濡れても温かい」とウールが言われるのは、ウロコの
ように繊維表面を覆う「スケール」があるから。ウール
自体は水を含むが、このスケールが水を弾いて「濡れ」
を感じさせない。スケールは乾燥すると開いて水分を
放出する。これが、ウールがもつ天然の調湿機能。消
臭効果もあり、臭いにくいのもうれしいところ。

ポリエステルのモデルは
汗処理に優れ、選択肢も豊富

不思議快適なウールのウエアは
一度使うと手放せない

【ベースレイヤー／化学繊維】

【ベースレイヤー／ウール】

　ファイントラックのドライレイ
ヤーが先駆者となり、いまや新常
識となりつつあるのが、強力な撥
水性もたせたウエアや、繊維自体
が水を吸わない疎水系の素材でつ
くったウエア。これをベースレイ
ヤーの下に着ることで汗の水分を
積極的に外に追い出す。汗は上に
着るベースレイヤーに吸わせて発
散。ベースレイヤーの機能を向上
させる新世代のアンダーウエアだ。

汗の水分を追い出し
戻さない。
新世代のアンダー

【撥水・疎水ウエア】

臭効果もあり、臭いにくいのも

Bu

W

ベ
り化学
を複雑を複
水を水

ポリ
汗汗処

【ベ

ポリエステル生地の吸汗
速乾のイメージ。毛細管
現象によって素早く汗を
吸い上げ、生地の間に拡
散して蒸発させる。素材
自体が水を吸わないため、
濡れてもすぐに乾く

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

　最新のウィメンズモ
デルは、男性用のサイ
ズをただ小さくしただ
けではなく、女性の体
型も考慮している。
「体型に合うカッティ
ングは、見た目が美し
いだけでなく動きやす
さにもつながります」。
と教えてくれたのは、
あやや。「試着の際、
フロントにファスナー
があるものは上まで締
めて動きにくくないか
確認してみてください」

ウィメンズ
モデルの特徴

COLUMN バーグハウス

ウィメンズ ヴェイパー
ロングスリーブ ジップ
ベースレイヤー
¥8,000 ＋税 

胸元は締め付け
られないか？　
ファスナー付き
のモデルは、試
着の際に上まで
締めてチェック

乾
ケ
だ
る
な
な
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Buyers Guide

Wear

ダウンの利点は小
さく圧縮できるこ
と。手のひらサイ
ズに収納できる薄
手のモデルもある

幅広のつばで日差しをさける
ハットはとくに有効なアイテ
ム。このモデルはサイドの切
り替え部の裏地にメッシュを
配してムレを軽減している

登山中に浴びる強い紫外線
から肌を守るUPF30 PA＋＋
＋。伸びやすくてメイク
ベースにも使える。じつは
男性にも愛用者多し

「日焼けは女性の大敵。対策
にはアクセサリーが有効で
す」と話すスカーレットがお
すすめしてくれたのは、UV

カット加工を施した帽子や
アームカバーなどのアクセサ
リー。「標高が高くなるにつ
れて紫外線も強くなります。
ですから、日焼け止めなどで
の予防も忘れずに。おとな女
子登山部の部員は、UVプロテ
クトベースを愛用しています」

アクセサリーを
上手に使って快適に

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

バーグハウス

サイドメッシュ
ブリムハット
¥4,400 ＋税 

おとな女子登山部

UVプロテクト
ベース
¥980 ＋税 

アームカバーの良いとこ
ろは、状況に応じて簡単
に着脱ができること。
UPF50＋で紫外線をしっ
かり防ぐ。サイズは女性
向けのフリーサイズ

バーグハウス

アームカバー
¥2,500 ＋税 

ダウンや化繊綿が入った
ジャケットは保温性を重視
したもので、休憩時に最適。
コンパクトに収納できるの
で持ち運びも苦にならない

中綿入り
ジャケット

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

フリース

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

薄手からふかふかまで
状況に合わせて選ぶ

【ミドルレイヤー】
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Wear

　無雪期の日本の山でアウ
ターウエアといえば、レインウ
エアのこと。山で使用する場
合は、上下のセパレートタイ
プを選ぶ。稜線では強風で横
や下から雨が吹き付けること
もあるからだ。基本は、風雨
を防ぎながらムレを軽減する
防水透湿素材を使用したもの。
天気が良ければ使わないので、
収納性や軽さも重要。標準的
なモデルで上下 500g以下とい
うのがひとつの目安だ。

風雨を防ぎ、
ムレは抑えて
しかも小さく軽い

【アウターウエア】

　レインウエアは、雨が降る（＝雪にならない）比較的温かい時期
に薄着の上に着ることが多いため、シルエットは細身だ。これは軽
さや収納性を追求する上でも有利に働く。購入時はその点も考慮し
てサイズを選ぼう。たとえば、春先や秋口の防寒着も兼ねようとす
るなら要注意。重ね着しても大丈夫なように、試着は念入りに。

実際の使い方をイメージしながら
試着室に入ろう

【サイズの選び方】

Buyers Guide

　くみんちゅは、サポート
タイツを愛用している。
テーピングのような効果で
膝や腰を支え、筋肉の疲労
を抑える効果をもつタイツ
だ。「着用時の圧力によっ
て筋肉のブレを抑えてくれ
るので、無駄な疲労がなく
なる感じです。下山で膝に
痛みを感じる人や、翌日の
筋肉痛を軽減したい人にも
おすすめです。昨年行った
屋久島でも大活躍でした」

疲労を軽減してくれる
サポートタイツ

COLUMN

くみんちゅ
はじめての登山は
大学時代に登った
高尾山。その翌年
の木曽駒ケ岳で絶
景に魅了されて山
に夢中に。最近は
沢登りや雪山にも
挑戦。今夏の目標
は北アルプス縦走

実際の使い方をイメージしなながががら
【サイズズの選選び方び方び方】

WWeaar
Buyers Guide

上下合わせても

500g以下

082017 SPRING



Wear

ザ・ノース・フェイス

レインテックスクラウド
¥39,000＋税

サイズ：S、M、L、XL、XXL │ カラー：JAほか５色（Women's）
重量：550g（Men's Mサイズ） │ 素材：GORE-TEX® Paclite® 2.5L

Women's（左上）、Men's（上）ともに、表生地のやわらかい風合いが
特徴。Men'sは上のHYほか６色

美しいシルエットと足さばきの
よさを併せもつ「ドライブライ
ン」を採用。これまでにないフッ
トワークのよさを実現

　トータルバランスに優れたレイン
スーツとして、多くの登山者に愛され
続けるザ・ノース・フェイスの「レイ
ンテックス」。年々進化を遂げる同モ
デルの最新版が、この春、新登場の
「レインテックスクラウド」だ。
　そのいちばんの特徴は、なめらかな
足あげのよさ。静止時と運動時におけ
る皮膚伸張の経過を徹底的に研究し、
これまで以上にストレスのないフット
ワークのよさを実現する「ドライブラ
イン」を導入。インナーパンツとの摩
擦を解消し、腿をあげたときに、裾が
引っ掛かるように上がらないので、足
さばきがよく、足元を濡らすことがな
い。そのうえで、足のラインを美しく
見せる、シャープなシルエットを誇っ
ている。
　ジャケット、パンツとも、生地に
50Ｄ GORE-TEX®Packlite2.5層 を 採
用。軽さと耐久性、やわらかな風合い
を兼ね備える。片手で調整できるフー
ドや防水性の高いダブルフラップを採
用するなど、細部にまで、技術の粋が
光っている。

歩行時のストレスを
限りなく軽減する
「ドライブライン」
を採用

Best Recommended
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Wear

フードのフィット感を調整するドローコードなどは、すべてウエア内に。強
風、悪天候下でも容易に操作できる

フラットシームにより、すっきりとしたシルエットとストレスのない伸縮
性を発揮。アクティブな動きを妨げない

　アウトドア、登山の世界にすっかり
浸透した感のあるソフトシェル。2000
年、その先駆けとして誕生し、世界中
でヒットした一着が「アルティメイト
フーディ」だ。
　同モデルのいちばんの魅力は、しな
やかさな伸縮性と防風性、そして透湿
性の高さ。その秘密は 2014年、GORE

社との共同開発により生みだした、オ
リジナル素材「2トーンバッキング」
にある。この革新により、ソフトシェ
ルの世界的ベストセラーとして不動の
地位を築くことになった。
　すべてのドローコードをウエアの内
側にとりつけることで生まれる、強風
や悪天候に左右されないハンドリング
のよさ、使いやすいフード、大きく開
くベンチレーションなど、シンプルな
デザインに秘められた機能の数々。ア
ルパインクライミングからバックカン
トリーライディング、縦走の山旅まで、
幅広いシーンにフィットする一着。

17年の歴史を誇る
ソフトシェルの
ベストセラー

マムート

アルティメイトフーディ
¥43,000＋税

サイズ：XS,S、M、L、XL、2XL、3XL │ カラー：チタニウムダークオレンジほか4色
重量：480g（Mサイズ） │ 素材：GORE®WINDSTOPPER®

Best Recommended
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Wear

　本国であるアメリカのデザイナ̶と、
日本の山の雨事情を知り尽くした国内
アンバサダーの協同により生まれた、
新たなる歴史を刻むアウターシェル。
独自の防水透湿素材・H2Noパフォー
マンス・スタンダードを採用しており、
軽量ながら、外部からの水分の侵入を
シャットアウトし、ウエア内にこもっ
た熱気を上手に逃がしてくれる。
　ヘルメットに対応し、2方向から
フィット感を調整できるフードや、
ワープニットの裏打ちによりべたつき
を感じにくい裏地、ポケットに装備さ
れたベンチレーションなど、さまざま
な山岳用途に応えるシンプルなデザイ
ンに、日本での登山に必要な機能が備
わっている。同時に、リサイクル・ポ
リエステルを使った表生地とメンブレ
ンを採用、また、より環境負荷の低い
DWR（耐久性撥水）加工を施している。
　登山者に快適さを提供するとともに、
ウエア自体がリサイクルできるなど、
自然環境へも目を向ける。雨の山を軽
快に楽しむためのウエアには、そうし
た技術とまなざしがこめられている。

多湿な日本の
山岳気象でも
快適さを保つ機能と
環境への配慮を両立

ラミネートされたつばをもつフードは、2通りのフィット調
整ができ、ヘルメット着用時もしっかりフィット。広い視
野をキープする。メンズモデルも展開

優れた防水透湿性能をもつメン
ブレンと、べたつかない裏地を
採用。ポケットはベンチレーショ
ン機能を併せもつ

パタゴニア

クラウド・リッジ・ジャケット&パンツ
¥30,000＋税／¥19,000＋税

【ウィメンズ ジャケット】サイズ：XXS、XS、S、M、L、-XL │ カラー：Radar Blueほか3色 │ 重量：343g（Mサイズ）
【ウィメンズ パンツ】サイズ：XXS-XL │ カラー：Navy Blueほか1色 │ 重量:277 g（Mサイズ）／素材：H2No 3L

Best Recommended
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Wear

ポンチョの魅力のひと
つは、背負ったパック
ごとかぶれること。足
元からも熱気が逃げる
ため、快適

　日本とアメリカのアウトドア、その
違いのひとつがハンティングに対する
親和性。1938年オレゴン州で創業し、
長くシーンを支え続けたコロンビアに
は、その遺伝子がいまも色濃く受け継
がれている。そんななか、この春、登
場したのが「スペイパインズハンティ
ングパターンドポンチョ」だ。
　一面に採用されたティンバーウルフ
柄は、コロンビアオリジナルパターン
であり、’80～ 90年代の国内ストリー
トファッションでブームを巻き起こし
たことも。いわば、同社伝統の意匠を
取り入れ、現代的なスタイルに復刻し
たのがこのモデル。袖をつけ、裾の長
さを前後で変えることで、よりスマー
トなスタイルに仕上がっている。
　ポンチョの魅力はレインスーツ以上
に気軽に羽織れること。オリジナル防
水透湿素材「オムニテック」を使用し
ており、雨をしっかり防ぎながら透湿
性も抜群。森の散策や野外フェスティ
バルなど、日常の延長で楽しむアウト
ドアに最適。

コロンビアの
遺伝子を受け継ぐ
スマートなポンチョ

の
る
、
に
継
登
ィ

フ
ン
ー
し
を
し
長
ー

上
防
し
湿
ィ
ト

コロンビア

スペイパインズハンティング
パターンドポンチョ

¥12,500＋税
サイズ：S、M │ 重量：355g（Mサイズ） │ 素材：オムニテック

Best Recommended

同社独自の防水透湿素材
「オムニテック」を採用。内
にこもった熱気を排出する
うえ、さらりとした肌触り

の魅力のひと
負ったパック
れること。足
熱気が逃げる

2017 SPRING
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Wear

前たてはフェイスラインをしっかりガード。「ワンパーツパターン」が採用
されているので、すっきりとしたデザインに

運動性を発揮する「モーション３D」を採用。コモドジャケットには女性モ
デル、セットアップのコモドパンツ（男女ともに¥14,800）もラインナップ

　GORE-TEX® Paclite®2Lを使った、
軽量な防水アウターシェル。その特徴
は、軽さにのみ特化することなく、
ハードな登山に応える動きやすさや耐
久性など、シェルに求められる基本的
な要求にていねいに答えたつくりのよ
さ、トータルバランスの妙にある。
　袖のシームは立体的なラインを描き、
腕の上下運動や肘の曲げ伸ばしでスト
レスを感じさせない「モーション 3D」
を、フードの後頭部などには、切り返
しや縫い合わせを省くことで、より軽
く、より美しく、さらに防水性を向上
させる「ワンパーツパターン」を採用
している。前たては自然な角度で立ち
上がり、フェイスラインに寄り添い雨
風を防ぎ、フードは視界を確保しなが
ら心地よくフィットする……派手なギ
ミックこそないが、シンプルなデザイ
ンのなかに登山に必要な機能をしっか
りと備えている。
　発色のよいカラーリングとシルエッ
トの美しさは、吹き荒れる稜線から野
外フェスまで、幅広くなじんでくれる。

軽くて、しなやか、
たしかな耐久性。
“基本”に忠実な一着

マーモット

コモドジャケット
¥23,000＋税

サイズ：S、M、L、XL │ カラー：ファイヤーほか4色
重量：275g（Lサイズ） │ 素材：GORE-TEX® Products Easy Paclite® ２L

Best Recommended
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Wear

パンツの裾に付いた泥汚れもきれいに落ちる。泥汚れは時
間が経つと繊維の奥に固着して取れにくくなるので、早め
に洗濯するのが吉。泥だらけのシューズもきれいになる

強力な撥水性によって汗を遠ざけるドライレイヤーも、一
般的な洗濯洗剤を使い続けると機能が阻害されてしまう
（写真上）。下が本来の状態。洗剤ひとつでこんなに違う

　アウトドアウエアの機能低下を防ぐ日
常的なメンテナンスは洗濯することだが、
使用する洗剤によっては機能を阻害する
ケースもあることを知っているだろうか。
　問題は洗剤にある。洗剤に含まれる柔
軟剤や抗菌成分、香料などがすすいだ後
も繊維に残り、表面に見えない膜を張っ
て、ウエアが本来持つ吸汗性や撥水性な
どの機能を邪魔してしまうのだ。
　こうした問題を解決し、「汚れだけを
しっかり落とす」ことを目指したのが

オールウォッシュ。特徴はふたつ。ひと
つは洗浄効果が高いこと。秘密は、新た
に処方された「特殊キレート剤」にある。
泥汚れが落ちにくいのは、泥に含まれる
金属含有成分が洗剤成分と反応して洗浄
効果を下げてしまうからだが、金属含有
成分を封じ込めるこのキレート剤によっ
て洗浄効果を高めることに成功した。も
うひとつはコストパフォーマンス。洗濯
一回分（水量 30L）の値段はわずか 89
円。これなら気兼ねなく使用できる。

汚れを落として、機能は落とさない
こんな洗剤がほしかった

泥汚れ before／after

before

after

撥水阻害

阻害あり

阻害無し

ファイントラック

オールウォッシュ
¥1,250＋税
内容量：420g

※詰め替えパック（￥900＋税）アリ

Best Recommended
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Wear
Pick Up Catalog

オールウェザーからインシュレーション、
そしてベースレイヤーまで。

この春のピックアップモデル16

サイズ：M、L、XL　カラー：アルパイングリーンほか2色　重
量：200g　素材：windprotection DWR（ポリエステル100%）

耐久撥水ウィンドシェル。防風性だけでなく、濡れ
にも強い。フードと両脇の後部にベンチレーショ
ン機能を持ち、衣服内環境を整えやすい

サイズ：S、M、L　カラー：ラズベリーソルベ×ジャジー　重量：145g　素
材：スワローテイルナイロン ダブルウェーブ with DWR（ナイロン100%）

重量145gと超軽量なウィンドシェルジャケット。
同ブランドの息の長い定番商品で、デザインのよ
さと機能性の高さは折り紙つき

サイズ：S、M、L　カラー：ダークシュノーケルマールほか
1色　重量：370g（Lサイズ）　素材：マイクロフリース

リサイクルフリースを50%以上使用した地球に優
しいモデル。厚さ180/㎡のマイクロフリースで、春
先のインシュレーションとして使いやすい

マーモット

トランスブレス
ジャケット
¥12,800 ＋税 

ザ・ノース・フェイス

スワローテイル
フーディ
¥16,000 ＋税 

バーグハウス

スペクトラム
マイクロ
フリース 2.0
¥8,800 ＋税 

Men's Women's Men's

サイズ：S、M、L　カラー：カーボン×クォーリーほか1色　
重量：320g（Mサイズ）　素材：GORE-TEX Paclite

イギリス生まれのバーグハウス、今シーズンの最
注目ジャケット。GORE‐TEX Pacliteを使用した
軽いオールウェザーで、季節を問わず活躍

サイズ：XS、S、M　カラー：グラナイトほか2色　重量：120g　
素材：ソフテック（ポリエステル92%＋ポリウレタン8%）

ストレッチ性が高く、気心地が抜群によいソフト
シェル。透湿、防風、撥水性を兼ね備えた一着。フー
ド付きなので、この季節に最適

サイズ：8、10、12　カラー：クォーリーほか2色　重量：
308g（12サイズ）　素材：GORE-TEX Paclite

ウィメンズモデルとして理想的な軽さとコンパク
ト性を兼ね備えた全天候型のジャケット。GORE‐
TEX Paclite製。防水性、透湿性ともにハイレベル

バーグハウス

エクストレム
ライト パックライト
ジャケット
¥28,000 ＋税 

Men's Women's

マムート

ソフテック
グラナイト
フーディ
¥16,500 ＋税 

Women's

バーグハウス

ウィメンズ
パックライト 2.0
ジャケット
¥25,000 ＋税 

店舗スタッフが厳選した
この季節にうれしいウエアの数々

　アンダーウェアは、なんと
いっても天然がいい。この時
期なら、バーグハウスのメリ
ノウールの 150くらいを選び

ます。薄手ではあるのだけれ
ど、山では重ね着がベースと
なるので使い回しの効くこの
厚さがベスト。あたたかい日
なら、これ一枚でも OKです
しね。何日か着続けても汗臭
さを感じないところが魅力の
ひとつで、荷物を少なくした
い山のなかでは非常に便利な
アイテムです。

やっぱり天然モノが
いちばん気持ちいい!!

おとな女子登山部
わたしの注目アイテム!!

COLUMN

大好きな山域は飯豊と朝
日。それぞれのトレイルを
歩き倒すのが夢というる
んちゃんは独特のふわっ
とした間合いが持ち味。で
も、もちろん、他メンバー
と同じく健脚の持ち主

Women's

バーグハウス

メリノウール
150LSクルー
¥7,800 ＋税 

るんちゃん
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サイズ：8、10、12　カラー：ビストルほか2色　素材：ナイ
ロン89%+ポリウレタン11%

春から夏にかけてのあたたかな日にコーディネイ
トしたい、薄手の4ウェイストレッチ生地を使った
女性用のショートパンツ

サイズ：M、L、XL　カラー：ベージュほか1色　重量：334g　素材：ライト4ウェ
イストレッチ＋4ウェイストレッチ ダブルクロス（ナイロン、ポリウレタン）

縦横斜めと、抜群の伸びを示す4ウェイストレッチ性の
トレッキング用パンツ。行動時の動きを妨げず、スト
レスを軽減できるように生地を効果的に配置している

Men's

バーグハウス

ウィメンズ
アクシスショーツ
¥8,800 ＋税 

マーモット

ピークアップ
ストライドパンツ
¥12,000 ＋税 

サイズ：S、M、L　カラー：ベイルグレーほか1色　重量：
30g　素材：ポリエステル100%

ベースレイヤーのさらに下に着けるドライレイヤー
の撥水性アンダー。汗びえやベタつきを抑えるファイ
ントラックの大人気商品。機能性のよさはお墨付き

ファイントラック

スキンメッシュ
ノースリーブ
¥3,500 ＋税 

サイズ：S/M、L/XL　カラー：ブラック　素材：ポリプロピ
レン66%、ナイロン28%、ポリウレタン6%

かつての定番「網シャツ」の現在形ともいえる画期
的なアンダー。疎水性に優れ、熱伝導率の低いポリプ
ロピレンを主体にメッシュを嵩高に編み上げている

ミレー

ドライナミック
メッシュ
NSクルー
¥4,600 ＋税 

Women's

サイズ：S、M、L　カラー：サファイアほか1色　重量：280g　
素材：ドライエッジ ティフォン3層、肌面/ニット

防水性と通気性を高レベルで兼ね備えた防水パン
ツで、ミレー独自の「晴雨兼用」というニューコンセ
プトを持つ。肌面はニットを使用し、履き心地もよい

ミレー

タイフーン
5000ST
トレックパンツ
¥18,000 ＋税 

Men's

サイズ：S、M、L　カラー：ブラック×カーボンほか2色　重
量：205g（Lサイズ）　素材：ポリエステル100%

防臭機能を備えたロングスリーブ。速乾性も高く、
ベースレイヤーとして長く着込んでいられるモデ
ル。ストレッチ素材でもあり、ストレスフリー

Men's

バーグハウス

テックティー
ロングスリーブ
クルーネック
¥6,800 ＋税 

サイズ：XS、S、M　カラー：ブラック　重量：385g　素材：リップ
ストップナイロン100%DWR加工／フルレンジ・インサレーション

フリースの通気性と気心地のよさにプラスして、フル
レンジ・インサレーションを採用することで保温性と
ストレッチ性能を加えた画期的なテクニカルなモデル

Men's

サイズ：XS、S、M　カラー：シュノーケルブルーほか1色　重量：414g（Mサイズ）　
素材：パーテックス クワァンタムCS10＋700フィルパワー・ハイドロダウン

高い撥水性を発揮するニクワックスを700フィルパワー
のハイドロダウンに施したインサレーションモデルで、
ハードな状況下でも機能性を十分にかつ持続的に発揮

パタゴニア

メンズ
ナノエア
フーディ
¥38,000 ＋税 

バーグハウス

エクストレム
マイクロ
ダウンジャケット
¥38,000 ＋税 

Men's

Men's

サイズ：M、L、XL　カラー：ミックスチャコールほか1色　素
材：RDTウールハイブリッド（ポリエステル85％、毛15％）

ウールとポリエステルの混紡素材を使ったハイブ
リッドなロングT。肌触りが柔らかく、ベースレイ
ヤーによい。春先の低山などで重宝する

Men's

ザ・ノース・
フェイス

L/S RDT
ウール
クルー
¥5,800 ＋税 

サイズ：8、10、12　カラー：サファイヤスモールチェックほか2色　
重量：200g（12サイズ）　素材：ARGENTIUM（ナイロン100%）

染めではなく、製造の段階から色付けをする環境
配慮素材、バーグハウス カラーカインド エコファ
ブリックを使ったシンプルな長袖シャツ。UFP50+

Women's

バーグハウス

ウィメンズ
エクスプローラー
2.0ロング
スリーブシャツ
¥11,000 ＋税 

　おとな女子登山部のくみんちゅも
オススメしているサポートタイツ。
筋肉や関節を守り、運動時の筋肉疲
労を軽減してくれるなどそのサポー
ト力はご存知のとおり。以下に紹介
しているのは、CW-Xの開発した股
関節とひざ、ふくらはぎのサポート
に重きを置いたモデル。サポートタ
イツはここまで細分化されるまでに
進化している。

サポートタイツで
快適安心、山登り！

Women's

UNDER
WEAR BY
CW-X

股関節・
ひざサポート
タイツ/
エキスパート
タイプ
¥10,000 ＋税 

Women's

COLUMN
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　登山靴は、石や岩が転がる不整地を歩くための
もの。さまざまなデザインがあり、山行のスタイ
ルによって適した靴も変わってくる。
　たとえば、整備が行き届いた低山を軽装で歩く
なら、足元はスニーカーでも問題ないだろう。し
かし、岩がごろごろした登山道を重たい荷物を背
負って歩くなら、もっとしっかりした靴が欲しい。
　原則として、歩く行程や背負う荷物などの条件
が厳しくなるにつれ、足元のサポート性が求めら

れる。サポート性が高まるにつれて、登山靴は硬
く、重くなる。硬い靴はソールやアッパーが簡単
にねじれたり曲がったりしないため歩きにくいが、
不安定な場所に立った時も靴全体で足を支えてく
れるため、結果的には体の疲労を軽減できる。
　最初の一足を選ぶなら、専門店のスタッフが頼
りになる。登山は自らの足で歩く行為。登山靴が
大切な道具であることは説明するまでもないだろ
う。時間をかけて、信頼できる相棒を選びたい。

足を守る登山の相棒は
山行スタイルに合わせて選ぶ

BootsBootsBoots
【登山靴】

登山靴は、「歩く」という行為を支える大切な道具。
デザインや機能も重要だが、

なによりも自分の足に合ったものを選ぶこと。

アウトソール

タング

ライニング

ラバーランド

ミッドソール

シャンクプレート

アッパー

ブロック状のパターン
や硬さによって、泥抜
けやグリップ力が変わ
る重要なパーツ

柔らかな素材を使い、
シューレースと合わせ
て甲から足首のフィッ
ト感を左右する

登山靴の多くはゴアテッ
クスに代表される防水透
湿ライナーを使い防水性
を確保している

岩などに擦れやすい靴
の周囲を覆うパーツ。
防水性や剛性UPにも
つながる

歩行の際の衝撃吸収を
担う。軽量でクッショ
ン性に優れるEVAなど
を使うのが主流

ソールの硬さを決定する重要
なパーツで、ナイロンやTPU、
カーボンなどが使われる

荻野なずな
いわずと知れたおとな女子登山
部の部長。日本山岳ガイド協会が
認定する、登山ガイドステージII

の資格をもつガイドとして、登山
学校の講師としても活躍中

教

えて
くれたのは

革や合成皮革、ナイロン
などの化繊が一般的。現
在の主流は革と化繊のコ
ンビネーション

ナイロンンンンンンンンンンンン
般的。現
化化化化化繊のコ繊のコ繊のコ繊のコ

歩
担

Buyers Guide
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Boots

　いま市場に並ぶ登山用の靴
は、大きく右の 4つに分けら
れる。これらは基本的には歩
く場所や背負う荷物の重さを
想定して作られているが、無
雪期用の 3つのタイプは、実
際には山の経験値によっても
選択が変わってくる。体力が
あり、「歩ける」ベテランほど、
軽快なミッドカットやロー
カットの柔らかい靴を選んで
いるようだ。こうした靴の利
点は歩きやすいこと。ただし、
そのぶんサポート性は低くな
る。歩き慣れていないなら背
伸びは禁物だ。

無雪期用は3タイプ。
デザインは
用途と経験値で選ぶ

時間をかけて
自分の足に合う靴を選ぶ

【タイプ別】

【フィッティングについて】

下りで指先が当たら
ないように、靴のな
かで少し指先が動か
せるくらいのゆとり
があるのが理想だ

かかとをきちんとホール
ドするものを選ぶ。購入
時は実際に山で履くソッ
クスを持参したい

甲から土踏まずにかけての中
足部がフィットして、靴の中
で足が動かないものを選ぶ

HIGH

LOW MID

SNOW

つま先

かかと

甲

　登山靴を選ぶ上でなにより大切なのは、
自分の足に合っていること。デザインや機
能だけでは選べないのが難しいところだ。
足に合わない靴は、マメや靴擦れなどの原
因になる。購入時の試し履きは必須。専門
の知識をもつスタッフがいる店で、納得い
くまで時間をかけて選びたい。慣れない
フィッティングには自信が持てないかもし
れないが、最終的には自分の感覚も大切に。
違和感があるようなら一旦保留し、日を改
めてチェックしてみるのもいい。

時
自

【

下
な
か
せ
が

つ

自
能能能能
足
因
の
く
フ
れれれれれれ
違
め

が当たら
靴のな
先が動か
のゆとり
理想だ

。購入時のの試し履試試 きは必須。専須須須須須須 門門門門
もつスタッススススス フがいる店で店 、納得い
時間をかけて選びた選 い。慣れない
ィングには自信が持てないかもし
、最終的には自分の感覚の も大切に。
あるようなら一旦保留し、日を改改
ックッ してみるのもる いい。い

Buyers Guide

ゲレンデに向かうアプ
ローチシューズや、ト
レイルランニングで使
うもっとも軽快な靴

日帰りのハイキングや
整備された低山に向く
ミッドカット。ふだん
履きにも使いやすい

足首までしっかりとサ
ポートするハイカット
は、荷物が重たくなる
縦走でも安心感が高い

雪山用のモデル。アッ
パーに保温材が入り、
アイゼン装着に対応す
る硬いソールをもつ

サイズが大きすぎ
たり足型が合って
いないと靴のなか
で足がズレてしま
い、足のトラブル
の原因となる。店
内のスロープを
使ってチェック
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Boots

　他の多くの山道具と同じく、素材や
技術の進化によって登山靴も年々軽く
なっている。現在の主流は化学繊維と
革や合成皮革とのコンビネーション。
十分な耐久性やサポート性を備えなが
ら、より軽くつくれるのが利点だ。一
方、古くからある革の登山靴は、丈夫
で長く愛用できるのが最大の魅力。使
い込むごとに足に馴染むから、年々愛
着が増していく。今となってはクラシ
カルだが、これも選択肢のひとつ。

　足元の快適性は、登山靴だけでなく、一緒に使うソックス
やインソールによっても大きく変わる。ソックスは吸汗性や速
乾性、保温性やクッション性によって靴とのフィッティングや
足の快適性を保つ。行程や気候に応じた適切なものを選びた
い。インソールは歩行時のクセを矯正し、疲労を軽減するため
のアクセサリー。足に悩みを持つ人は、専門知識を持つスタッ
フに相談してみよう。

進化を続ける最新素材と
古くから変わらない
革の登山靴

登山靴の印象をがらりと変える
足元のアクセサリー

【革か化繊か】

れも選択肢のひとつ。

Buyers Guide

【ソックスとインソール】

　登山靴の最近のトレンドを、なずな部長に聞いた。
「シャンクもアッパーも柔らかく、軽くマイルドな履き
心地にシフトしていると思います。山の道具が進化して
軽量化されていますから、それに対応した流れかもしれ
ません。私も、無雪期の山ではミッドカットの軽くて柔
らかい履き心地の靴を愛用しています」

登山靴が軽く、柔らかくなってきている

COLUMN

BBoooots

や
軽く
維と
ン。
なが
。一
丈夫
使

と

Buyyers Guide
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　テント泊や車で移動する場合、電車やバスでも移動時
間が長い時は、登山靴のほかにサンダルが一足あると快
適。締め付けやムレから解放されるので、足元が楽にな
る。ある程度歩くならソールがしっかりしたものを選びた
いが、テント泊などで背負って行く場合は持ち運びしやす
いタイプが便利だ。

移動時やテントサイトでは
疲れた足を解放する

【サンダル】

　足場が悪い場所を歩くとき、
人は無意識のうちにバランスを
取っているが、トレッキング
ポールを使うことで姿勢が安定
し、疲労も軽減される。ポール
は両手に持つのが基本。長時間
の歩行や荷物が重いとき、下山
で膝への負担を減らしたいとき
に、とくに有効だ。伸縮式や折
りたたみ式があり、使わないと
きはコンパクトに収納できる。

　ゲイターは足元を覆うことで雨
や雪、砂利などの侵入を防ぐ道具。
雨を防ぐためにはレインパンツの
下に装着するが、上から覆えば、
ぬかるんだ場所でパンツの裾が汚
れるのを防ぐこともできる。雪渓
やガレ場での使用を想定した
ショートタイプや、着脱しやすい
ようにファスナーを備えるモデル
など、使い道に合わせて選びたい。

4足歩行で
体の負担を減らす
現代版魔法の杖

足元を覆って
雨や砂利を
シャットアウト

【トレッキングポール】
【ゲイター】

を覆うことで雨
侵入を防ぐ道具具。
レインパンツの
上から覆えば、
パンツの裾が汚
もできる。雪渓渓
用を想定した
、着脱しやすい
を備えるモデル
わせて選びたいた 。

て

ウト

　足場が
人は無意
取ってい
ポールを
し、疲労
は両手に
の歩行や
で膝への
に、とく
りたたみ
きはコン

4足足歩
体の負
現代版

【トレ

Buyers Guide

インソールは、汚れ
たら抜き出して丸洗
いする。除菌・消臭に
はA2careがおすすめ

山行後は、しっかり乾
かしてから汚れを落と
す。クリーナーや撥水
剤は必要に応じて使用

　メンテナンスの重要性を教えてくれたのは、つじまい。
「山から帰ってきたら、しっかり乾燥させてアッパーや
ソールの汚れを落としてください。ゴアテックスの布製の
登山靴なら、グランジャーズのセットがおすすめ。革の登
山靴なら、革の種類に合わせた保革剤を使います。お肌と
一緒で、お手入れの最後には栄養をあげてください」

山から帰ったら忘れずメンテナンス

COLUMN

つじまい
地元奈良を中心に休日のほと
んどは山へ。去年の山行日数は
94日！　好きな山は宮之浦岳、
辛かった山は笠ヶ岳、行ってみ
たい山は花の利尻山
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足首は、かかと全体を締め上げる構造でフィット感にも優れる。
線ではなく面で包み込み、靴の中でかかとが動くのを抑える

タングは通気性の高い3Dメッシュのクッション素材。ソフトで履
き心地が良く、ポンプのような動きで履き口からムレを逃す

　マインドルは 1963年にドイツで創
業した。300年以上という長い歴史で
培った技術と経験に最新の技術を採り
入れ、常にその時代に即した製品をリ
リースし続けている。
　エアレボリューション Dynamixは、
日帰りの登山やハイキングでの使用を
想定して開発した一足。最大の特徴は、
ライニングにゴアテックスを使用して
防水性を備えながらも、アッパーの構
造を工夫して、優れた通気性を確保し
ていることにある。

　足の甲をカバーするタングに注目だ。
3Dメッシュのクッション素材を使用
した厚手のパーツは、ソフトに足に
フィットすると同時に一歩踏み出すた
びにポンプのように働いて蒸れを外に
逃がす。軽やかな履き心地と、履いた
瞬間に感じられる「ヌケの良さ」は、
汗ばむような真夏のトレイルでも足元
を快適に保ってくれるにちがいない。
軽く、歩きやすく、しかも快適なト
レッキングシューズを探している人に
とって最適な選択肢となるはずだ。

長い歴史と最新技術が生み出す
「快適な足元」への答え

マインドル

エアレボリューション
Dynamix

¥37,000＋税

サイズ：UK6～10（24.5～28.5cm） │ 重量：500g（UK8片足）
アッパー素材：ベロアレザー＆ベロア │ ライニング：ゴアテックス

Best Recommended
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バーグハウス

エクスプローラーアクティブ
GTXテックブーツ

¥23,000＋税

サイズ：UK6.5～9（25～27cm） │ 重量：456g（UK9片足）
アッパー素材：PUヌバック │ ライニング：ゴアテックス

　ミッドカットの靴には初心者の日帰
り登山向けというイメージがあるかも
しれないが、最近は必ずしもそうでは
ない。山の道具が軽くなって体の負担
が減った今、軽量で足首の自由度も高
いミッドカットやローカットのシュー
ズをあえて選ぶベテランが増えている
のだ。トレイルランニングや、軽量な
装備でスピーディに山を歩くファスト
パッキングもブームである。
　エクスプローラーアクティブ GTX

は、そんな新しい時代のミッドカット。

アクティビティを選ばずマルチに使え
る一足だ。重視したのは軽さとフィッ
ト感、快適性と不整地での安定性。ラ
イニングにはゴアテックスを使用。
アッパーは通気性を高め、また、イン
ソールにはオーソライトを使用して靴
の内部を快適に保つ。アウトソールは
ビブラム社と共同開発したオプティス
タッドソールで、滑りやすい地面も確
実にとらえる。全方位にバランスが取
れた一足。もちろん、初心者の最初の
一足としてもおすすめである。

初心者もベテランもチョイスする
新時代のミッドカット ビブラム社と開発したオプティスタッドソール。適所に配置され

た突起が、文字通り釘（STUD）のように地面をとらえる

女性モデル（23～ 24.5cm）もラインナップ。足首は低めのデザ
インなので、山だけでなく普段履きとしても違和感はない

Best Recommended

ビブラム社と開発したオプティスタッドソール。適所に配置され
た突起が 文字通り釘（STUD）のように地面をとらえる
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ハイカットからミッド、ローカットまで。
登る山に合わせて履きたい登山靴。

この春のピックアップモデル16

サイズ：7～ 9　重量：1,260g（8／両足）　素材：アッパー
／ベロアレザー＋メッシュ　ライニング／ GORE-TEX

レザーアッパーのハイカットモデル。ゴアテック
スをライニングし、防水性、通気性ともに抜群の性
能を誇る。無雪期の縦走などに最適

サイズ：UK4.5～ 7　カラー：グレー×ファーン　重量：
590g（5.5／片足）　素材：アッパー／レザー×ポリアミド
＋ポリエステル　ライニング／ GORE-TEX

セミワンタッチアイゼンの装着ができる多機能
シューズ。とくに足首のサポート性が高く、左右の
ブレを抑えつつも前後への柔軟性を確保

マインドル

Lavis GTX
¥35,000 ＋税 

マムート

リッジコンビ
ハイ GTX Women
¥34,000 ＋税 

サイズ：41～ 44　カラー：ブラック×イエロー　重量：
1,400g　素材：アッパー／ Honey Comb Guard　ライニン
グ／ GORE-TEX

スポルティバが贈る、トランゴシリーズ2017年最
新の軽量モデル。アッパーには足全体をしっかり
とカバーするHoney Comb Guardを採用

スポルティバ

トランゴ
タワー ＧＴＸ
¥44,800 ＋税 

Men's

サイズ：UK7～ 9.5　カラー：グラファイト×アトラン
ティックほか1色　重量：601g（UK8.5／片足）　素材：アッ
パー／ 2Tone PA（ポリアミド）　ライニング／ GORE-TEX

2種類の構造の異なったポリアミド素材を組み合わ
せた新素材、2Tone PA。メッシュアッパーにこの2Tone 

PAを配したモデルで、軽量かつ高い耐久性を誇る

マムート

T Aenergy High
GTX® Men
¥22,000 ＋税 

Men's

Men's

サイズ：7.5～ 9.5　カラー：TNFブラック×TNFイエロー　
重量：600g（9／片足）　素材：アッパー／バリスティック
ナイロン×スエード　ライニング／ GORE-TEX

アッパーは耐久性の高いバリスティックナイロンを主
体に、スエードで各部を補強。セミワンタッチアイゼ
ンにも対応可能で、残雪期から夏山まで幅広く使える

ザ・ノース・フェイス

ヴェルト S3K II
GORE-TEX
¥24,000 ＋税 

Unisex

好日山荘の店舗で選べる
ブーツの最新モデルたち

　トランゴ TRK GTXは、山
靴を初めて履く人にもお勧め
できるモデルです。見た目は
かなりハードに見えますが、

履き心地はソフトでしなやか。
3Dフレックス構造で、足首
周りを違和感なくサポートし
てくれます。足を入れてみる
とわかりますが、吸い付いて
くるようなあのフィット感は
すばらしいのひと言。自分の
足運びが自信を持ってできる
はず。心強い味方になるで
しょう。

おとな女子登山部
わたしの注目アイテム!!

COLUMN

Women's

サイズ：4.5～ 6　カラー：ブラウン　重量：1,300g（4.5／
両足）　素材：アッパー／ヌバックレザー　ライニング／
GORE-TEX

ヌバックレザーを全体に施した重厚感のある一足。
ハイカットでありながら、くるぶし部分を低く抑
え、足首の操作性を高く保っている

マインドル

バキュームLady GTX
¥43,000 ＋税 

Women's

Pick Up Catalog

荻野なずなWomen's

スポルティバ

トランゴTRK
W GTX
¥27,700 ＋税 

山を始めた人には、
スポルティバを勧めたい
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サイズ：23.0～ 28.0cm　カラー：カフェ　重量：680（26.0cm／両
足）　素材：アッパー／撥水加工済マイクロファイバーシンセティッ
クレザー 1.4mm＋撥水加工済ナイロン　ライニング／ GORE-TEX

幅広の足型にフィットしやすいシリオのトレッキン
グ向きモデル。アッパーは、ともに撥水加工を施し
たシンセティックレザーとナイロンの組み合わせ

シリオ

P．F．302－
GTX
¥17,500 ＋税 

サイズ：22.5～ 29.0cm　カラー：レッドほか1色　重量：
590g（26.0cm／片足）　素材：アッパー／ナイロンメッ
シュ＋合成皮革　ライニング／ GORE-TEX

老舗キャラバンの定番中の定番モデル。日本人の足
型に合わせ、歩きやすさを追求したライトなトレッ
キング向きの一足で、価格帯からも入手しやすい

キャラバン

C1_02S
¥14,800＋税 

Unisex

Unisex

サイズ：25.0～ 29.0cm　カラー：ブラウン　重量：680g
（26.0cm／片足）　素材：アッパー／ 1.6mmスエードレ
ザー＋ポリエステル　ライニング／ GORE-TEX

グランドキングの定番ハイカットモデル。ポリエ
ステルとスエードを組み合わせたアッパーは足に
なじみやすく、かつ軽量に仕上がっている

グランドキング

GK81M
¥26,000 ＋税 

Men's

サイズ：41～ 44　カラー：カーボン×ブルー　重量：395g　
素材：アッパー／ナノセルエアメッシュ　ライニング／
GORE-TEXサラウンド

登山靴とトレイルランニングシューズ、双方のポイントを
併せ持ったファストハイキング向きのモデル。GORE-TEX

サラウンドを搭載しており、透湿性の高さは特筆モノ

スポルティバ

シンセシス 
GORE-TEX
サラウンド
¥24,000 ＋税 

Men's

サイズ：41～ 44　カラー：トープ×サルファほか1色　重
量：380g　素材：アッパー／スエードレザー＋1.5mmPU

テックプロテクトラバーエンド　ライニング／メッシュ

岩壁へのアプローチをはじめ、岩稜帯での長時間歩行
までを範疇にするローカットモデル。レザーアッパー
にラバーコーティングの組み合わせはとても堅牢

スポルティバ

トラバースX4
¥19,800 ＋税 

Men's

サイズ：UK6～ 9　カラー：グレー×グリーンほか2色　重
量：810g（UK9／両足）　素材：アッパー／ 1.2-1.4mmPitta

rdsスプリットスエード　ライニング／ AQ

スエードと補強ラバーのアッパーに、防水性と通
気性を兼ね備えたバーグハウスの独自素材AQを
ライニングに使用。使いやすいローカットモデル

バーグハウス

エクスぺディター
アクティブ AQ 
シューズ
¥18,500 ＋税 

Men's

サイズ：25.0～ 28.0、29.0、30.0cm　カラー：ブラックほか
1色　重量：390g（28.0cm／片足）　素材：アッパー／メッ
シュ＋TUP　ライニング／ GORE-TEX

ソールにビブラム社のメガグリップを採用したモ
デルで、濡れた岩場や滑りやすい泥でもしっかり
とグリップ。現行のモアブよりも軽量化されている

メレル

モアブ FST
GORE-TEX
¥16,800 ＋税 

Men's

サイズ：UK6～ 9　カラー：ブラック×ボルケーノほか1色　
重量：858g（UK9／両足）　素材：アッパー／ヌバック＋ポ
リウレタン　ライニング／ GORE-TEX

特筆すべきはビブラムのオプティスタッド・マル
チアクティブアウトソール。独自のパターンで、滑
りやすい地面をしっかりとグリップ

バーグハウス

エクスプローラー
アクティブGTX
シューズ
¥19,500 ＋税 

Men's

サイズ：22.5～ 26.0cm　カラー：ビートレッド　重量：
364g（25.0cm／片足）　素材：アッパー／メッシュ＋TUP　
ライニング／ GORE-TEX

人気シリーズ、モアブをベースに今年リニューアルさ
れた最新版。メッシュアッパーに3Dプリントで作成さ
せたTUP素材を合わせ、プロテクション機能をアップ

メレル

モアブ FST ミッド
GORE-TEX women
¥19,800 ＋税 

Women's

サイズ：6～ 8　カラー：コミックブルー×ロケットレッド
ほか3色　重量：276g　素材：アッパー／シンセティックレ
ザー＋耐摩耗性メッシュ　ライニング／ GORE-TEX

トレイルランニングシューズのような軽さを誇りなが
らも、足元を登山用にしっかりとサポート。女性用の
軽量モデルで、低山ハイクやファストパッキング向き。

ザ・ノース・フェイス

ヘッジホッグ
ファストパック
ライト GORE-TEX
¥16,000 ＋税 

Men'sWomen's

　テント泊ではもちろん、山小屋
泊でも荷物に余裕があれば持参し
たいサンダル。ブーツの中で縮こ
まった足を解放し、リラックスさ
せることで明日への活力とすべし。
とはいえ、山ではビーチサンダル
では心許ない。信頼のおけるおす
すめブランドはこちら！

これからの季節に
うれしいサンダルの数々

KEEN

クリアウォー
ターCNX
¥12,000 ＋税 

チャコ

ヴォルヴ
¥7,400 ＋税 

テバ

ハリケーン
XLT
¥7,300 ＋税 

COLUMN

Women's

Women's

Men's
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BackpackBackpackBackpack

衣食住のすべてを背負って
歩くテント泊の山行では、
50ℓ以上というのがひとつ
の目安。このクラスになる
とフィッティングも重要だ

テント泊
衣食住のすべてを背負って
歩くテント泊の山行では

テンテテテ ト泊

山小屋泊
着替えや行動食、万一
のエマージェンシーな
どで荷物は増えるが、
30ℓもあればOK。最初
に買うなら、この中型
クラスがおすすめ日帰りの荷物は、雨具

や時期によっては防寒
着、飲み物や行動食な
ど。ふだん街で使って
いるデイパックでも十
分に対応できる

日帰り

　山で使う道具は、すべて自分で持ち運ばなくてはい
けない。バックパックは、そのためのもっとも効率的
な道具だ。広い背中に荷物を背負い、重たい荷物は肩
と腰を中心に体全体で受け止める。荷物を持ちながら
も、両手は自由に使える。
　登山で使うバックパックは、行程によって大きく３
つの容量に分けて考えるとイメージしやすい。
　日帰りなら 20ℓもあれば十分。いわゆるデイパッ
クサイズで、ふだん使っているものでも代用できる。
　山小屋などの宿泊施設を利用して一泊以上の山歩き
をするなら、30ℓ以上というのがひとつの目安だ。
　日程が長くなり、持ち運ぶ道具が増えるにつれ、大
型のバックパックが必要になる。山の道具はいずれも
小型化・軽量化の傾向にあり、いまの最新の装備をそ
ろえるなら 50ℓ前後でもテント泊は可能だろう。多
少のゆとりを見て 60ℓもあれば、標準的な装備での
テント泊なら十分に対応できる。

パックの大きさは行程で決まる
日帰りならデイパックで十分

なっちゃん
山に登りはじめたのは2010年からと比較的
最近だが、山行経験の密度は濃く、冬山まで
オールラウンドにこなす。夏はアルプス、冬
は雪山でまったり過ごすのがお気に入り

教

えて
くれたのは

【バックパック】
重たい荷物をできるだけ楽に持ち運ぶ。
バックパックは、そのための道具。

行程や背負う荷物の重さによって選ぶ。
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　荷物の整理にはスタッフバッグを使い分けるの
が便利だ。サイズの違いはもちろん、色分けをす
ることで中身を確認しなくても入っているものが判
別できる。素早く出し入れできる巾着型や、中の
ものを濡らさない防水のドライバッグなど種類もさ
まざま。現在主流のシルナイロンを使用したもの
は滑りもよく、パッキングもしやすい。

　バックパックは、大型になるほど背面の構造が複
雑になる。この背面システムは、重たい荷物を快適
に背負うための工夫の産物。基本的にはフレームを
介して肩から腰へと荷重を分散させる仕組みだが、
反発力のあるフレームを使って軽く感じさせたり、肩
や腰のハーネスの付け根を可動式にして姿勢の変化
に追従させたり、バックパックと背中の間に空気の
通り道をつくって背中の熱気を逃したりするなどして
快適な背負い心地を追求している。

色分けやデザインを変えて、
中身を見ずとも一目瞭然

メーカーの叡智が結集する
大型パックの背面システム

【スタッフバック】

【背面システム】

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBacckpack
Buuyyeers GGuide

バックパックは、大型に
雑になる。この背面システ
に背負うための工夫の産物
介して肩から腰へと荷重を
反発力反反反 のあるフレームを使
や腰のや ハーネスの付け根をけけ
に追従追追追追追追 させたり、バックパ
通り道をつくって背中の熱
快適な背負いい心地をををを心心心心心心 追求し

メーカーののの叡智が
大型型型型型型型パパックの背面

【背【【【 面システム】

肩や腰のハーネスの付け根を可動式に
したモデルも増えた。体の動きに追従し
て、パックとの一体感を失わない

シンプルなアルミのステーやチューブ
型、シート状などメーカーによってさま
ざま。文字通りパックの背骨だ

フレーム

　バックパックを背負うときに
大切なのは体と合っていること。
多くの製品は、ハーネスの位置
を変えることで体格の違いに対
応できるようにしている。購入
の際はスタッフのアドバイスを
受け、正しいフィッティングも
覚えよう。ショルダーハーネス
は体の線に沿い、ウエストベル
トは腰骨の上に。これを心がけ
るだけでも背負い心地は変わる。

バックパックは
正しく背負わないと
意味がない

【フィッティング】

【スタッフバック】
に

と

て、パッパ クとの一体感

　バッ
大切な
多くの
を変え変
応でき応
の際は
受け、
覚えよ
は体の
トは腰
るだけ

ババッ
正し
意意意意意意味

【フィ

型
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　荷物の背負い心地はパッキングでも変
わる。水や燃料などの重たいものは、背
中近くの上部に入れることで背負う際の
バランスがよくなり、荷物は軽く感じら
れる。ウエアや寝袋などの軽いものは、
下部や外側にしまう。しかし、実際の山
行では理想通りにいかないことも多い。
よく使うものは取り出しやすい場所に入
れておきたいし、そうでないものは奥に
しまっておく方が楽だ。山行を繰り返し
ながら、自分なりのパッキングスタイル
を身につけるのが現実的だろう。

セオリーを元に
自分なりの
方法を見つけ出す

【パッキング】

　最近は防水のバックパックも
登場してきているが、まだまだ
ごく一部。ほとんどのモデルで
は雨対策が必要だ。もっとも基
本的なのがザックカバーで、最
近は製品に付属するものも増え
てきた。パックに固定されてい
るものは、忘れたり紛失する心
配も少ない。より防水性を高め
るために大きな防水バッグを
バックパックの内部に入れ、そ
の中に荷物を入れる方法もある。

バックパック全体を
覆うのが
シンプルで確実

【雨対策】

を身につけるのが現実的だろう。 の中に荷物を入れる方法もあ

k

も
だ
で
基
最
え
いい
心心
め
を
そ
。

をを

左が男性用、右が女性用のショル
ダーハーネス。女性用は取り付け位
置の幅が狭く、微妙なカーブを描く

右が、背面長が短めの女性用モデル。左の男性用を背負った時のようにショルダー
が浮くこともなく、ぴったりフィット。体に合ったパックは荷物も軽く感じられる

「女性なら、ぜひ女性用の
バックパックを」と力説す
るのは、なっちゃん。
「まず、小柄な女性にも合
うように背面が短めです。
ショルダーハーネスはバス
トを避けるようなカーブで、
取り付け位置も肩幅に合っ
ています。ウエストも女性
の骨格にフィット。最近は
ウィメンズを用意するメー
カーも増えたので、ぜひ
チェックしてください」

バックパックにもウィメンズがある

COLUMN

35 2017 SPRING



　軽量な装備で歩くウルトラライト（UL）スタイルの
愛好者の多くは、フレームがないバックパックを愛用す
る。バックパックの背面に入るフレームは、荷物が軽
ければ不要だ。装備を軽くすることでバックパック自体
も大きく軽量化できるのである。そうすることで体の負
担が小さくなり、歩くことは、より楽になる。

　子どもを背中に山を歩く
ためのバックパックがある。
子どもは椅子に座らせるよ
うに乗せ、ハーネスで体を
固定するのでずり落ちたり
する心配も少ない。身の回
りの荷物程度なら収納する
スペースもあるので、日帰
りのハイキングなら問題な
くこなせる。子どもを背
負って山に行くのは簡単で
はないが、それができる貴
重な時間はごくわずかだ。

　中型バックパックのひとつのトレンドが、背面と背中の間に空気
の通り道を確保したモデル。中には、荷物を背負ったままフレーム
の湾曲度を変えられるモデルもある。夏場はとくに快適だが、フ
レームを湾曲させたモデルは、そのぶん内部が押し出されるため
パッキングしにくくなる場合もある。購入時はよくチェックしたい。

　市場にはバックパックに外付けできる各種アクセサ
リーも充実している。容量を拡大できるポケットや、地
図や行動食などのすぐに取り出したいものを体の前で
持つバッグ型のもの、ショルダーハーネスに取り付ける
デジカメや携帯電話用のポーチなどなど。上手に活用
すれば、山行はさらに快適になる。

スピード登山を志向する人の
ULという考え方

子どもを背負うバックパックで
貴重な時間を共有する

熱い背中をクールダウンする
高通気モデルが人気

必要なものをもっと楽に持ち運ぶ
ちょっとしたひと工夫

【ULバックパック】

【キッズキャリー】

【背面ベンチレーション】

【アクセサリー】

担が小さくな

歩く

で

をもっと楽楽にに持ちち運運運ぶぶぶ
ー】

Lバッククパック】クク

Backpack
Buyers Guide
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　素材やテクノロジーの進化によって、山の道具は
年々軽量化している。この流れに着目して生まれたの
がグレゴリーの新しいシリーズ、パラゴンと女性用の
メイブンだ。背面のフレームによって肩から腰へと荷
重を分散させる従来の大型パックと、シンプルで軽量
なウルトラライトパックの双方のメリットを備えた、
軽くて背負い心地のいいバックパックである。
　背面のエアロロンサスペンションは、大型モデルの
ベストセラー、バルトロとディバのサスペンションを
元に開発された。アルミのフレームと大胆にくり抜い
たメッシュのフォームを組み合わせ、軽量で、強度と
柔軟性を備え、なおかつ通気性にも優れている。パラ
ゴン、メイブンともに小屋泊まりからテント泊で使え
る４サイズで展開。それぞれに SMと MLがあり、さ
らにショルダーハーネスの取り付け位置を任意に調節
できるので、どんな体型の人でもフィットする。価格
も手ごろで新しい定番となりそうだ。

軽さと背負いやすさを
兼ね備えた
新しい定番モデル

て、山の道具は
して生まれたの
ゴンと女性用の
肩から腰へと荷
シンプルで軽量
リットを備えた、
である。
、大型モデルの
スペンションを
大胆にくり抜い
軽量で、強度と
れている。パラ
テント泊で使え
MLがあり、さ
置を任意に調節
ットする。価格

を

背面のサスペンションは大型パック
で培ったノウハウを元に新設計した。
背中やショルダーのフォームは大胆
に肉抜きしてあり、通気性も高い

50ℓ以上のモデルに備わるハイド
レーションパック用のスリーブは
単体でも使用可能。荷物をデポし
て山頂を往復する時などに役立つ

グレゴリー

パラゴン58
¥32,000＋税

容量：58ℓ（ML）、56ℓ（SM） │ カラー：サンセットグレーほか1色 │ 重量：1,620g（ML）
素材：210D CryptroRipナイロン＋100D高靭性ナイロン

Best Recommended

デ 備
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レインカバーも付属。専用デザインなので大
容量でもぴったりカバーできる。よく目立つ
イエローで視界の悪い悪天候でも安心だ

骨格のように空気の通り道を設け
ると同時に、背面パッドにも三角形
の細かな肉抜きを施している

骨格のように空気の通
ると同時に、背面パッド
の細かな肉抜きを施し

レインカバーも付属。専用デザインなので大け

　この春登場したミレーのニューモデルは、アルパイ
ン的な垂直志向ではなく、バックパッキングのような
水平方向の旅を意識している。それはたとえば、フラ
ンスのシャモニーとスイスのツェルマットを結ぶオー
トルートのような山旅。ただ山を歩くだけではなく、
ときには麓の街を楽しむような「長い旅」でも使いや
すいようにデザインされている。
　本体は引裂きや摩擦に強いナイロン素材を部位に
よって使い分けてあり、飛行機などで荷物を預けた時
も不安がない。トップリッドは単体での使用も可能。
本体正面には大きく開く U字型のファスナーが備わ
り、荷物の出し入れや整理整頓も簡単にできる。
　背面は重たい荷物を背負った時も安定する、剛性感
が高い作り。人間工学に基づいて設計したフレームや
ショルダーハーネス、ウエストベストによって、効果
的に荷重を分散する。パッドの配置や細かい肉抜きに
よって通気を確保し、長時間背負い続けても快適だ。

ミレー

マウントシャスタ65＋10
¥39,000＋税

容量：65＋10ℓ │ 重量：2,550g
素材：コドラナイロン1000D＋ロビックツインチップナイロン300D＋ダイナジンナイロン210D HT

長い旅になるほど使いやすい
水平志向の大型バックパック

Best Recommended
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使いやすさや快適性を重視したい
登山入門者にも最適。同じデザイ
ンの30ℓモデルもある（¥15,800＋
税）。こちらは4色展開

背中に当たるメッシュパネルの下が
赤いストラップにつながっている。こ
れを引くことでフレームをしならせ、
背中の開き具合を変えられる

　30ℓから 40ℓ程度の容量をもつ中型バックパック
は、日帰りから山小屋泊まで対応できるサイズ。使い
勝手がいいこのクラスのバックパックを求めるユー
ザーは多く、ゆえに各社は開発に力を注ぎ、結果とし
て市場には傑作が揃う。ブレンタは、他にはない独特
の機能を持つユニークなモデルだ。
　いちばんの特徴は「エアロフレックス・イージーア
ジャスト」と呼ぶ、背面ベンチレーションの調節シス
テム。背面のメッシュパネルにつながる赤いストラッ
プを引くと、それにつられてフレームが強くしなり、
背中に空気の通り道ができる。背中に溜まった不快な
熱気は、ウエストベルトの付け根のストラップを引く
だけで、すぐにさよなら。じつに快適だ。
　ポケットが付いたフロントはファスナーで大きく開
き、パッキングも簡単。内部のファスナーで２気室に
区切れるのも使いやすい。レインカバーやトレッキン
グポールを取り付けるアタッチメントが付くなど、細
部まで完成度が高く、入門者にも使いやすい。

ファウデ

ブレンタ40
¥17,400＋税

容量：40ℓ │ カラー：ブルーサファイアほか3色 │ 重量：1,295g
素材：210DポリアミドPU、600DポリアミドPU

1アクションで背中が涼しい
快適パック

Best Recommended
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テクノロジー満載の最新モデルから
街でも使える定番モノまで。

この春のピックアップモデル16

容量：30+7ℓ　カラー：ラバほか1色　重量：1,510g　素
材：ナイロントリプルリップストップ210D +ナイロン420D

マムートらしく、アルパイン向けのスタイリッ
シュなフォームが特徴的な中型モデル。ハーネス
とのバランスもよく、安定した背負い心地を実現

容量：28+5ℓ　カラー：サファイアほか2色　重量：1,430g　素材：コーデュラナ
イロン570/840D＋ベロシティナイロン420D＋オックスフォードナイロン420HD

フィッティングにこだわった女性専用モデル。一
般的なトレッキングでとても使いやすい定番の
バックパックで、本体は2気室構造になっている

容量：30ℓ　カラー：ダークセリーズ＋カーボンほか2色　
重量：1,250g　素材：210Dリップストップナイロン

使いやすい30ℓの中型パックで、数泊程度の山小
屋をつなぐ縦走などに最適。こちらも女性専用モ
デル。背負ったままでも背面長の調整が可能

容量：65ℓ　サイズ：S、M、L　カラー：ネイビーブルーほか1色　重
量：2,300g（M）　素材：210Dナイロン/300Dナイロン＋630Dナイロン

男女別の背面長のほか、ハーネスやヒップベルト
にも選択肢があり、組み合わせのなかでオリジナ
ルなフィット感を調整できるテクニカルなモデル

容量：55～ 75ℓ　カラー：ガーデングリーンほか2色　重量：
2,680g　素材：KS-N600D Twisted+KS-N210D Nailhead(ナイロン）

必要に応じて内容量の調節が可能な大型パック。背
面には独自のSAシステムを搭載。アルミチューブと
バーを内臓することで荷重の分散と安定性を実現

容量：60＋15ℓ　カラー：イブニングブルー×ダークセリーズ　重量：
1,770g　素材：210Dベビーリップストップナイロン＋450Dナイロン

バーグハウスの大型フラッグシップモデル。メイ
ン荷室には60ℓ、雨蓋には15ℓの容量がある。この
サイズとしては、比較的に軽めのモデルとなる

グレゴリー

バルトロ65
¥39,000 ＋税 

マムート

リチウム
クレストS
¥22,000 ＋税 

ミレー

サースフェー
28+5LD
¥19,500 ＋税 

バーグハウス

Wエクスプ
ローラー30
¥17,000 ＋税 

今度の山は、
バックパックになに詰める!?

　バーグハウス好きというの
もあるのですが、このフリー
フロー 40はとってもいいモ
デルだと思います。なにがい

いって、まずは本体の軽さが
ポイント。とはいっても、
1,400g強くらいはあるので
すが、このサイズ感でフィッ
ティングのよさも抜群とくれ
ば、軽いなぁと思ってしまう
のは当たり前。背面の仕様が
夏向きで通気性もいいので、
これからの暑くなる季節にオ
ススメです！

バックパック選びの
第一ポイントは軽さ！

おとな女子登山部
わたしの注目アイテム!!

COLUMN

バーグハウス

フリー
フロー40
¥18,000 ＋税 

好きな言葉は「どんぶり
勘定」という、愛嬌抜群
のニコ。高校の一年でア
ルパイン部に入部すると
いうツワモノ経歴の持ち
主。得意なエリアは、地
元山形と南アルプス

ニコ

Pick Up Catalog

カリマー

クーガー55-75
¥31,500 ＋税 

バーグハウス

ウィルダネス
60+15
¥25,000 ＋税 

Women's

Women's Women's Women's
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容量：6ℓ　カラー：ブラック　素材：ナイロン100%

シンプルなデザインで汎用性があるトレラン対応
のモデル。ベスト型のハーネスを採用しているの
で、ウエストベルトなしでも安定する

容量：28ℓ　カラー：スモルダーブルーw×グラスブルーほか
1色　重量：680g　素材：450Dリサイクルポリエステル100%

パタゴニアらしく、リサイクルポリエステルを使っ
た環境に優しいモデル。DWR撥水加工を施したポ
リエステルを使っており、本体の撥水性もある

容量：20ℓ　カラー：グレーほか2色　重量：460g　素材：
ポリエステル300D High Density＋ナイロン100D

縦長のスマートなフォルムが特徴的な小型の20ℓ
モデル。非常に軽い上に丈夫なので、アタックザッ
クとしてもとても使いやすい

容量：20ℓ　カラー：タバコ×カーキほか3色　重量：630g　
素材：オックスフォードナイロン420HD 

日帰りの低山ハイクや街中のデイパックとしても
使いやすい小型モデル。ポケットがたくさんつい
ているので、小物の収納がしやすく利便性が高い

容量：20ℓ　カラー：ダークチルほか2色　重量：580g　素
材：70Dナイロン3Line Ripstop

商品名にスピードとあるように、トレイルランニ
ングやスピードハイク、マルチピッチのクライミ
ングなどに向いたモデル。軽さにも注目！

容量：28ℓ　サイズ：TYPE1、TYPE2　カラー：アイスほか3色　
重量：960g（TYPE1）　素材：KS-N210D RS DM（ナイロン）

容量28ℓと小型ながらも2気室で構成されており、
荷物のパッキングや出し入れがしやすい。背面に
はバックプレートも配し、背負い心地もよい

容量：35ℓ　サイズ：TYPE1、TYPE2　カラー：アマゾンほか3色　
重量：920g（TYPE1）　素材：KS-N100D HT Birdseye（ナイロン）

フィット感を高める3D背面パネルを内封したモデ
ルで、背負い心地のよさは抜群。大型のメッシュ地
のポケットを備え、行動時の使い勝手がいい

容量：28ℓ　サイズ：S、M　カラー：ルビーレッドほか2色　
重量：1,220g（S） 素材：210Dナイロン／ 100Dナイロン

背面に大きく弧を描くスチールワイヤーフレームを配置し、
空気の循環効率を格段に向上させたテクニカルなモデル。
アックスなどの装着も可能で、アイスクライミングにも適

容量：27ℓ　カラー：ブラックほか1色　重量：750g　素
材：ナイロン100%

日帰り登山やトレッキング、キャンプ、野外フェス
に最適な小型モデル。バンジーコードは取り外し
も可能。ポケットも多くとても便利

容量：24+4ℓ　カラー：ハイドロブルーほか2色　重量：1,015g　素材：210 D HTマ
キシリップストップポリウレタンコーティング+600Dポリウレタンコーティング

バックパックの上部にボリームを拡張できるマチがあ
り、ジッパーで調節ができるようになっている。背面
のベンチレーション機能で、常にドライな状態を保つ

マムート

リチウム
スピード
¥15,000 ＋税 

マウンテン
ハードウェア

ディプシー
トレイルパック
¥9,900 ＋税 

ミレー

マルシェ20
¥7,900 ＋税 

パタゴニア

レフュジオ
パック28ℓ
¥11,500 ＋税 

カリマー

SL35（TYPE1）
¥17,200 ＋税 

コロンビア

イーティーオー
ピーク27ℓ
¥8,900 ＋税 

グレゴリー

ジェイド28
¥20,000 ＋税 

カリマー

デール28
（TYPE1）
¥16,800 ＋税 

　元祖チェストパックといわれる
パーゴワークスのパスファイン
ダーがあれば、行動時になにかと
必要な小物類、行動食、地図、財
布、ヘッドランプなどなどをいち
ばん取り出しやすいところにキー
プできる。サイズもいくつか揃っ
ているので、荷物の容量に応じて
自分にあったものを選ぶといい。

小物収納の粋を極めた
定番のアイデアモデル

パーゴ
ワークス

パスファインダー
M ¥5,200＋税
L ¥6,000 ＋税 

COLUMN

ファウデ

ウィザード
24+4
¥13,400 ＋税 

バーグハウス

リモート20
¥8,800 ＋税 

Women's
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清水集落の外れにたたずむ小さな社は、
いつの時代からここに祀られ、集落と旅
人を守ってきたのだろうか

高
桑
信
一
＝
文
・
写
真
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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
自動車交通不能区間
関越自動車道

新潟県

群馬県



国道の途中にあった、謙信尾根への分岐の木柱自堕落なホームレスにも見える野宿は、野生を共にする
旅の重要なアイテムだ

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わたり、
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。　＊古道ガール募集中♡

参考文献：『南魚沼郡誌』大正9年発行、
南魚沼教育委員会、北越新報社。ほか

越後の鋭鋒として知られる大源太山にも、謙信ゆかりの径が刻まれている
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野の植物を追いかけて、国内のみならず、世界の辺境を旅しては、
その姿を撮影する、写真家の木原 浩さん。
そんな木原さんのお気に入りのひとつである、新潟県の鉾ヶ岳で
春のひとときを過ごしてみました。

麻生弘毅＝文　木原 浩＝写真
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山頂へと続く小さな山道は、
むせかえるような新緑の息吹にあふれ
ていた。春の山にからだを同調させる
よう、ゆっくり歩き出す。
「気持ちがいいねぇ」
　先行する植物写真家が、ため息を漏
らすようにつぶやいている。渓には薄
霞みがかかり、濃淡のあわいから見え
隠れする穀雨の緑を際立たせている。
　遠くの沢音を聞きながら深呼吸。
　すると、山側の斜面が踏み跡に沿っ
て延々と掘り返されているのに気がつ
いた。
　なんだろう。
　なんですかね。
　しばらく歩くと、藪のなかから 70ℓ
ほどの大きな籠を背負った小さなおじ
いさんがひょっこり現れた。籠と前掛
けは山盛りのゼンマイで膨らんでいる。
「これはイノシシが掘り返した跡だよ。
あいつらとは曲がり角で出くわすこと
が多いから、唄って歩くといい」
　そう教えてくれるおじいさんの背中
で、ぽぽぽぽと唄うブッポウソウ。
　ゼンマイは 1kg 5000円で売れるそ
うだが、これは加工後の値段。茹でて
揉み、乾かすことで、十分の一の量に
縮んでしまうという。
　その昔、山中に小屋掛けをし、季節
の間、そこで暮らしながらゼンマイを
採取、加工することを生業とした山人
がいたという。そんなおじいさんの話
を反芻していると、人間でよかったよ
ねえ、と写真家が言う。
「イノシシはめしを食うたびにあれだ
け掘り返すんだもん。腹一杯になると
いいけどなあ」
　不意に霞みが晴れると、渓を挟んだ
向かいの斜面が姿を現す。そこには冬
と春が溶け合う錦絵が広がっていた。
　傍らの岩に腰を下ろし、軽快な
シャッター音に耳を傾ける。
　40年にわたり、木原 浩さんは国内
外を歩いては、野生植物を、彼女らを
育む自然を撮影してきた。それらの作
品は、数々の単行本、図鑑、カレン
ダー、切手となって表れている。そん
な木原さんには国内にいくつかお気に
入りの場所があり、そのひとつが、日
本海に面した新潟の山だという。
「ここらの山は雪深く、それが 5月あ
たりに一気に解ける。すると、雪の下

で冬の間中、溜めていた力をいっせい
に放つように開花し、さながら花畑を
つくるんだよ」
　同じ 10cmの花でも、そこにいたる
のにひと月かかったものと、一週間で
伸びたものでは、凝縮されたみずみず
しさがまったく違うという。これは山
菜にもいえることで、それは旨みの濃
度によって表れる。
「特別な種類があるわけじゃないけれ
ど、ここらの山ではそんな様子が眺め
られるのが好きでね。古い山仲間の別
荘を使わせてもらい、よく来るんだ」
　標高をあげてゆくと、次々と春の花
が顔を見せてくれる。

　スミレサイシン、シラネアオイ、キ
クザキイチゲ、チゴユリ、オオイワカ
ガミ。トチバニンジンには朝鮮人参と
同じ薬効があり、かすかに香る綿飴の
ような甘い匂いは、ホオノキの香り―
―そんな言葉たちは宝の地図のようで、
なんとなく見ていた春の山をぐっと手
元に引き寄せてくれる。
　あの花は、この匂いは……。
　しばらく進むと、左から入る沢を覆
う大きな雪渓に山道は隠れてしまった。
それを折りに腰を下ろし、おむすびを
食べる。斜面に背を預けて目をつむる
と、春の気配がより濃厚に香るようで、
こっそりひとり遊び。
　すると雪渓の上から声がした。

　おそるおそる近づくと、人差し指ほ
どの太さの、みごとなゼンマイだ。
「これはなかなかのもんだよね」
　以前にもこんなことがあった。不意
に藪をかき分け沢を下り、危なっかし
い雪渓を渡ってゆく。その先で出会っ
たのは、カタクリの大群落であり、希
少種のサルメンエビネ。木原さんはと
きおり野性のようななにかを発揮して
は、宝物を見つけ出す。
「道っぱたの草花ってのは、それがい
い状態であるほどに、人に触られてい
ることがある。まさか見た跡までは残
らないだろうけど、自分だけの花を見
つけたい、という気持ちはあるよね」

　山奥の、人の匂いのしない場所で
ひっそり咲く花に出会うこと、そんな
場に身を置くこと自体が好きだという。
「ヒマラヤに青いケシを撮りにいった
ことがあってね」
　近年有名になった青いケシ。ネパー
ルや中国では観光ツアーが組まれてお
り、バスに乗って容易に出会うことが
できるという。ところが木原さんは 3
週間をかけて、ヒマラヤ山中、標高
5,200mまで歩いていった。
「もちろん、そんなことをしたからと
いっていい写真が撮れるわけじゃない。
標高が高すぎるから、貧弱だったり
凍っていたりもする。でも、過酷な場
に生きているという力強さみたいなな

①風が吹くたびに渓を白く揺らすウワミズザクラ。②雪渓の上に伸びていたみごとなゼンマイとカタクリ。③つぶつぶのお
しべをもつブナの雄花とつぼみの雌花。開花期をずらすことで、自家受粉を避けているのだとか。④葉の展開と同時に花を咲
かせるオオバクロモジ。⑤ふと足元の気配にかがみ込むと……ひっそりたたずむトキワイカリソウ

①
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にかは撮れるんだよ」
　そうした出会いを求める軌跡をまと
めた上下巻が、昨年、一昨年、上梓さ
れた『世界植物記』（平凡社）だ。
「不思議、巨大、世界一」をテーマに、
世界中のまだ見ぬ植物をたずね歩いた
この写真集は、木原さんの情熱や驚き、
興奮がまっすぐに伝わってくる。
　でっぷりと太ったソコトラ島のボト
ルツリー。過酷なナミブ砂漠で 1500

年を越える寿命を誇る、宇宙生命体の
ような姿のウェルウィッチア（その名
も「奇想天外」）。妖艶な花を夜開き、
黎明に身を投げるように川へ落花する、
西表島のサガリバナ――。
「単純にそんな花を見てみたいし、そ
ういう植物はとんでもない場所に生き
ているから、そこに身を置きたい。そ
の気分は日本と一緒なんだよね」
　そうして出会った花を真っ直ぐに、
師の言葉に従うなら「在るがままが一
番美しい」という視点から撮る。
「そのありようがおもしろいから、ひ
ねって撮る必要がないわけ」
　それと同時に、次に出会うときはこ
う撮ろうというイメージもできあがっ
ている。
「だからもう一度行くとおもしろい写
真が撮れるんだけど、カナリア諸島、
ニューカレドニア、エチオピアとかさ、
行きたいところがまだまだあるわけ」
　古希を迎える写真家のエネルギーに
舌を巻く。
「一方でこのカタクリはなじみがある。
何千、何万回も撮っていて、最初の表
現はすんでいるんだよ」
　同じ山の同じ場所に毎年咲く、その
安心感に身をゆだねられる一方で、彼
女たちは決して同じ咲き方をしない。
「そこがおもしろいところでね、この
雰囲気をどう加えようかと……」
　小さなカタクリに愛孫のようなまな
ざしを向けて大奮闘。写真家のそんな
姿を、絢爛たる新緑が包みこんでいる。

①ミツバアケビ　②アオイスミレ　③カタクリ　
④オオバキスミレ　⑤ワラビ　⑥チゴユリ　⑦
オオイワカガミ　⑧シラネアオイ　⑨サンカヨ
ウ　⑩キブシ　⑪エンレイソウ　⑫ノダフジ　
⑬サワグルミ　⑭ツボスミレ　⑮ユキツバキ

④

⑨

⑭

⑤

⑩

⑮
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木原 浩（きはら・ひろし）
1947年生まれ。植物写真家の冨成忠夫さ
んに師事し、1976年に独立。『世界植物記』
をはじめとした多数の著作がある。
http://kiharahiroshi.server-shared.com
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　詳しく語らなくても、読み手がイ
メージを膨らませてくれる言葉がある。
たとえば、「人格高潔」といえばなに
やらすごく立派な人の風体を、「清流」
といえばとにかくきれいな川をと、な
んとなく、いいように解釈してもらえ
る便利な言葉が。
「原風景」もそのひとつで、「日本の
原風景が広がっていた」なんていう一
文を見ると、「おお！　昔から変わらぬ、
歴史的なものがそこにあるのだ」とい
う気分になってしまう。でもちょっと
待てよ。それって本当に原風景？
　じつは現在の、主に西日本の低山で
見られる代表的な風景、「雑木や植林
に覆われた山並み」は高度経済成長期
から増えたもの。それ以前は「草原、
林、集落が点在」で、明治時代にさか
のぼれば国土の約 3割が草原だったと
か。昔は燃料を木に頼っていたし、焼
き畑農業も行われていたので、山の一
部は草原化していたのだ。
　草原の存在は、戦国時代の合戦の様
子からもあきらかだ。武将がカッコよ
く騎馬で疾走していたのはどこか？　
大軍勢が刀と槍で激突したのはどこ

か？あの時代、低山のほとんどが雑木
に覆われていたら、〈藪や木陰から
こっそり狙う〉〈ワナを仕掛ける〉と
いった、ちょっとせこい感じの合戦絵
巻になっていたことだろう。
　しかし、なにかと便利な時代になり、
人の暮らしと自然との結びつきが弱く
なるにつれて草原は激減。今では国土
の１%以下らしい。となれば涌蓋山は、
そこに巨木や原生林がなくとも、日本
の原風景に出会える貴重な山並みなの
だ。ルートを選べば登山口から山頂ま
でほぼ草原。しかも尾根は雄大でたお
やか。低山で、これほど見晴らしがよ
く、思わず駆けだしたくなる長いト
レール（今回紹介するルートは往復約
16㎞）は珍しい。
　けれども、ランドマークになる木や
岩場がない草原だから、書くことはあ
まりない（笑）。誰も多くを語らない
（語れない？）が、そこには稀な爽快
感が待っている。そして温泉好きにも
おすすめ。涌蓋山の中腹には白い噴気
だらけの山里があり、そこで湯浴みし
て、マグマの熱で蒸された料理をいた
だけば、地球パワーで元気満タンだ。

原風景とはなにか？
それは、昔から変わらずそこに
あるものというより、
人々の記憶のなかで移ろい、
変わりゆくもの。
「日本の原風景」についての
認識を新たにするため、
その裾野で湯が涌く山を訪ねた。

大村嘉正＝写真・文

わいたさん
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みそこぶし山を越えると、
ぼくらは駆け出した。はる
かな草原に誘われて



〈歩行計＝4時間35分〉　八丁原登山口（1時間20分）→
みそこぶし山（1時間15分）→涌蓋山（2時間）→八丁原登山口
このルートで涌蓋山をめざす場合、一目山にも登る人が多い。け
れども温泉も満喫したい場合は、一目山抜きのほうが余裕のある
登山に。涌蓋山周辺は九州を代表する温泉地で、筋湯や黒川温泉
など名湯ぞろい。温泉宿に泊まって朝湯と朝食を満喫して出発と
なれば、登山開始が10時すぎになるからだ
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牛の放牧地であったり、野焼きの風習が残っていたりで、由布岳や九重連
山周辺には草原の山肌が多い。一目山から涌蓋山にかけての稜線はその
代表格。林は、一目山北部の峠と涌蓋越付近に少しあるだけ

草原の向こうは九重連山。とにかく見晴らしのいいトレイルだ。涌蓋山
の頂上は360度の大展望で、条件がよければ祖母山（大分・宮崎県）や雲
仙岳（長崎県）まで見わたせる。5月にはミヤマキリシマがうつくしい

阿蘇、九重連山、由布岳などに囲まれているし、「わいた」なんていかに
もな山名だが、活火山ではない涌蓋山。その山容は円錐形で、大分県側で
は玖珠富士、熊本県側では小国富士と呼ばれる。日本三百名山

田畑の畦や民家の庭、石垣のあいだなど、いたるところから熱い蒸気が噴
き出す驚きの山里を発見！　涌蓋山北西部の山肌にある「岳の湯」集落
は噴気孔だらけで、その蒸気を利用した地獄駕篭蒸し料理が名物



麻生弘毅＝文　矢島慎一＝写真

シーンに合わせて変幻自在な
背負子のようなバックパックや、
状況や地形に合わせ
30以上の張り方ができる
不思議なタープ──。
どこにもない、見たことのない
道具を着実に生みだしてきた
PaaGO WORKS。
その代表である斎藤 徹さんに
独創的なものづくりの背景を
うかがってみました。

mountain
& people

No.24
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　雪の残る山道をとことこ歩いたり駆
けだしたり。ときおり立ち止まると、
あちこちのストラップを締めては緩め、
はたまたなかの道具を入れ換えては背
負い直す。
「こうして実際に使いながら、おや？　
と思うこと、引っかかることを片っ端
から試していくんです」
　ミニマムなテント泊の装備をしっか
りと、そして快適に背負うことができ
るファストパッキングモデルとして大
ヒットした「RUSH 28」。その強化版
のサンプルをまとうのは PaaGO 

WORKSを率いてデザインを担当する
斎藤 徹さん。商品開発のスパンは最
低でも 1年近く、2～ 3年かかること
もあるという。アイデアが浮かんだら
プロトタイプをつくり、こうしたテス
ト山行を繰り返しながら、徹底的に使
いこむ。改良点を見つけてはブラッ
シュアップを重ねてゆき、さらにはそ
れを寝かせることで、ひとときの勢い
がもたらす“過剰”や“前のめり”を
削いでゆく。
　そうして生み出した道具たちは、唯
一無二の輝きを放ってきた。あまたの
コピーを生み出したチェストバッグ
「PATH FINDER」やパッキングの概念
を揺るがせた「CARGO 40」、変幻自
在に姿を変える「NINJA TARP」──
斎藤さんがつくる道具たちは、類を見
ない独自性と親しみやすさという、一
見、相容れないような要素を、やわら
かく兼ね備えている。今度はなにをつ
くるのだろう……PaaGO WORKSの周
囲は、わくわくするような楽しい予感
にあふれている。
＊
「原点は釣りと自転車なんです」
　釣り竿を抱えて自転車にまたがり、
少年期を過ごした小平から多摩川や奥
多摩へ、長じると津久井湖や相模湖、
印旛沼まで足を延ばした。
「釣りの仕掛けはもちろん、毛鉤を巻
き、ルアーを自作しました。自転車を
乗りこなすには整備が必要。そんなな
かで遊びながら、ものに触れる楽しさ
を知っていったのだと思います」
　デイパックを改造し、パンク修理
キットを収納するポケットをつけたの
は小学 5年生の頃。それから自転車用
のフロントバッグや輪行バッグを自作

するように。しだいに山歩きを覚え、
カヤックでの川旅をはじめると、自作
熱はさらに高まる。そうして、道具を
改良し、自作するなかで、自分で考え
行動するというあり方を身につけて
いった。
「とはいえ、我ながら貧乏くさいと
思ってました。自作のスーツってあん
まり見ないでしょ。町ではなく、アウ
トドアだから通用するんだな、って」
　既存の DIYスタイルに倣ったので
はなく、気づいたら自作の道具に囲ま
れていた……にこにこと話す様子から、
そんな雰囲気が伝わってくる。
　高校卒業後、プロダクトデザインを

学び、アウトドアの道具をデザインす
る会社へ入社、デザイナーとしての基
礎を学んでゆく。
「そんななかでイボン・シュイナード
（のちの patagonia創始者）がピトン
をつくっていたことなどを知るわけで
す。道具の自作はかっこわるいと思っ
ていたけど、案外そうでもないのだと
気づいたのが、20代半ばの頃でした」
　その頃、斎藤さんはアウトドアブラ
ンドの源流をたずね、アメリカを旅し
ている。patagoniaやTHE NORTH FACE、
SIERRA DESIGNS──。
「そうしてバークレーの町を歩いてい
たら、REIだったかな、店舗の横に小
屋があり、いろんな型紙や生地が並ん
でいる。見ると、パックをオーダーメ
イドでつくる職人の店だったんです。

これはいいぞと思いましたね」
　27歳のとき、プロダクトデザイ
ナーとして独立。そして、ウルトララ
ンニング用のパックをセミオ―ダーで
つくるようになる。
「ぼく自身、ハセツネ（日本山岳耐久
レース）などに出ていて、仲間がたく
さんいました。自分のアイデアや周囲
の声を反映してつくったパックが口コ
ミで広がっていったんです」
　そうして生まれた「Journey Junkie」
は評判もよく、200個ほどの注文が殺
到。反響に応えるべくロットごとに改
良を加えた同モデルは、最終的にバー
ジョン 8まで進化していった。
「ひとつひとつ手縫いしていたのです
が、一年半ほどで音をあげてしまいま
した。ぼくはやっぱりデザイナーで
あって、職人ではないんですよ」
　自身の立ち位置を再確認すると、フ
リーランスのアウトドアデザイナーと
してリスタート。一方で、実兄の旅す
る物書きであるホーボージュンさんと
タッグを組み、100張りが一瞬で完売
したという伝説のテント「HOBO's 

NEST」などを製作、そうして 2011年、
満を持してスタートした自身のブラン
ドが PaaGO WORKSだった。
「震災があったあの年、外に出ること
がはばかられる空気がありましたよね。
PaaGOには“Let's pack and go”とい
う思いをこめています」
　木立の角をまわると、恥ずかしくな
るほどまばゆい姿の富士山が現れた。
日当たりのよい小さなピークでひと休
み。お茶を沸かし、あんパンにかぶり
つく。目尻を下げるその笑顔は、なん
だか子どもみたいだ。
＊
　前の経験があるので、PaaGO WORKS

では自社生産はしていない。製作を外
にまわす分、商品化に際してのコスト
や販売数などのハードルは高くなる。
　もともと、アウトドアの道具は機能
が第一義である。古今のデザイナーが
よりよいものをつくりあげてきた歴史
の果てにいまがあり、そのなかで、独
自性を保ちながらものづくりを続ける
難しさに思いを馳せる。
　その一方、話をうかがうなかで、商
品として実を結ばなかったつぼみの
数々に驚いてしまう。あまたある候補
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からなにを商品化するのか。その決め
手をたずねると、満面の笑みで懐かし
の台詞を口にした。
「その基準は、ハッとしてグー、なん
です」
　手にしたとき、これはすごい、見た
ことがない、というハッとする感情に
は斬新さが含まれている。後発ブラン
ドである以上、すでにあるものをつく
る意味はないと斎藤さんは考えている。
「そのうえで、道具として本質的であ
ること。ずっと使い続けられる機能、
道具としての深みがある、という部分
がグーなんです」
　アウトドアの道具には、ど真ん中の
ストレートが要求される。カラビナや
ロープに変化球を求めることはない。
バックパックもその範疇ではあるが、
トレイルランパックにはど真ん中スト
レートと呼べる保守本流のつくりかた
がいまだないという。そんななか、独
自の機構を見いだし、磨きあげた渾身
の魔球を投げたところ、それがズバッ
とストライクに入った。
「とはいえ、RUSH自体はトップ選手
に向けた、いわゆる尖ったパックでも
ないんです」
　先鋭化することで市場はニッチにな
り、排他的な空気が生じることで、
シーンは先細りしてしまう。斎藤さん
はゾーンにとらわれない新球を投げる
ことで、アウトドアという趣味の世界
の間口と自由度を、もう少し広げられ
ないかと考えている。
「そういいながら、NINJA TARPのよ
うにシンプルで、趣味性の高い道具も
増やしていこうと思います」
　NINJA TARPは独自のカッティング

により、通常のタープならば支柱や張
り綱を要する場合でも、それなしで自
立する、いわば初心者にも張りやすい
商品。ところが、使い方ひとつでその
張り方は 30通りを越えるという。
「アウトドアを志す気持ちのどこかに、
プリミティブさを求める心があると思
うんです。より少ない道具を使いこな
し、さまざまな状況をしのいでいく
……というような。そんな気持ちに
フィットする商品をシリーズ化したい
と思っています」
　さらには、商品性にとらわれず、自
身や仲間が欲しいものを少量自主生産
し、より純粋な道具をつくるプランも
あるとか。
「なんだか分からないけど、変なこと
をやりそう……という部分がうちの宝
だと思うんです。そのために、つねに
自由でありたいと思っています」
　そうして、なにも考えずに気持ちよ
く使ってもらえるよう、こちらがもや
もやと悩み続ける。それがデザイナー
の仕事、と何度も口にした。
　お昼は小さな沢にタープを張った。
すると、やわらかい光が差しこみ、森
の空気を変えてゆく。その機微にカメ
ラマンが呼応した。
「写真を撮ってもらうのは嬉しいんだ
けど、小学校の遠足と同じ顔をしてい
て嫌なんだよなあ」
　信ずるまま誠実に道具をつくること
は、喜びであり、ときに気が狂うほど
の苦しみがある。それでもこうして山
に来れるんだから、やっぱり幸せだよ
ね──。
　好きなことを仕事にするという生き
方と、澄んだ笑顔。
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さいとう・てつ　1970年生まれ。少年
時代に出会った『釣りキチ三平』によっ
てアウトドアに目覚める。家庭科の授
業でミシンを習い、枠にとらわれない
自由なものづくりを開始。今回使用し
たエックスパックを使った「RUSH28」
は6月に発売予定。

mountain
& people

No.24

TETSU SAITO
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舎の壁をよじ登る女子高生」
という動画を見たことはない
だろうか？　遅刻しそうに

なった女子高生が、スパイダーマンの
ように校舎の壁を駆け登り、窓から教
室にダイレクトアクセス。ぎりぎり遅
刻をまぬがれるというものだ。企業の
CMとして撮影されたものなのだが、
そのパフォーマンスがすごいとネット
上で話題になった。
　この女子高生は大場美和さんという
クライマー。海外のユース選手権で活
躍し、ワールドカップにも出場する実
力者である。校舎の壁をよじ登るのは、
彼女にとってはそれほど難しいことで
はなかったのだ。
　美和さんは現在 19歳。2016年春か
ら大学生となっている。居場所を探し
たところ、横浜のクライミングジム
「プロジェクト」でアルバイトをして
いることがわかった。プロジェクトと
いうのは、世界的に有名なボルダラー

小山田 大さんがプロデュースするジ
ム。高難度課題を追求し続ける小山田
さんと、CM動画で見たおとなしそうな
美和さんのイメージとはどうもリンク
しない。ああ見えて美和さんも、素顔
はストイックな女性なのだろうか……。
「よろしくお願いします」
　取材現場に現れた美和さんは、動画
で見たままのふんわりとしたイメージ
の人だった。語り口はおだやかで、こ
ちらの質問をしっかり聞いて、ひとこ
とひとこと丁寧に答えてくれる。屈強
どころか控えめな印象すらある、笑顔
が明るい女性だった。
　美和さんがクライミングを始めたの
は９歳のとき。父親が読んでいた雑誌
にクライミング・ワールドカップの記
事が載っていて、それを見て「私もや
りたい！」と直感したのだという。と
はいえ、家族にクライミングをやって
いた人がいたわけではなく、その記事
を見るまでクライミングの知識はゼロ。

PERSONAL DATA

出身地　愛知県岡崎市
生年月日　1998年３月７日
クライミング歴　９年

主な戦績

2016年　ボルダリングジャパンカップ10位
2015年　アジアユース選手権マレーシア大会優勝
2013年　世界ユース選手権リード３位

最高グレード

ボルダリング二/三段、リード5.13d

ホームジム

プロジェクト
project-climbing.com

森山憲一＝文・写真
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本当に直感でビビッときてしまったら
しい。
　父親にねだって名古屋のクライミン
グジムに連れていってもらい、実際に
登ってみるとさらに気に入った。体操
をやっていた美和さんは身のこなしの
基礎ができていたのか、最初から登れ
たようで、これは自分に向いているか
もしれないという感触を得たという。
　11歳のときに初めてコンペに出場。
以降、ユースの大会で表彰台、ジュニ
アオリンピックで優勝など、着実に結
果を残していく。娘の熱意に負けてか、
父親は自宅にクライミングウォールま
で作ってくれた。地元岡崎市にもクラ
イミングジムができ、環境にも恵まれ
て美和さんの実力はどんどん伸びて
いった。
　2015年、17歳のときには国内代表に
選ばれてワールドカップにも出場。翌
2016年もワールドカップで世界各地
を転戦してまわった。

　こうしてユース世代のトップクライ
マーのひとりとなった美和さんだが、
少し異色な点がある。同世代の多くの
クライマーと違って、岩場のクライミ
ングにも興味を向けているところだ。
実家のある愛知県岡崎市は、国内有数
規模を誇る鳳来という岩場に近く、高
校生時代から、ジムでのトレーニング
のかたわら鳳来でも登っていた。
　そして決定的なのは小山田さんとの
出会いだろう。コンペには出場せず、
岩場のパフォーマンスだけで世界にそ
の名を知られるようになった小山田さ
んは、まさに岩場の申し子。小学生の
ころ、地元のジムに講習に来た小山田
さんと初めて会ったときに通じるもの
を感じたという美和さん。以来、小山
田さんを慕って、ついにはそのジムで
働くようにまでなった。
「横浜の大学を選んだのは、プロジェ
クトに近いからです（笑）」
　2016年秋には、小山田さんに連れ

られて、２カ月にもおよぶドイツクラ
イミングツアーに出かけた。ここでは
自身最高グレードを更新しただけでな
く、クライミングに対する視野を大き
く広げることもできた。
「ドイツの岩場では、初心者からトッ
プクライマーまで、いろんな人がクラ
イミングを楽しんでいました。年を
とってもクライミングに情熱を傾けて
いる人たちがいて、そういう姿が本当
に格好いいなあと思ったんです」
　大きな刺激を受けた美和さんは、帰
国後、京都の笠置という岩場を舞台に
した映画の撮影に参加した。『笠置
ROCK!』というこの映画、美和さんは、
岩場と地元地域とのかかわりや、将来
にわたって岩場が愛されていくことの
大切さなどを表現したかったという。
　オリンピック競技化で人工壁コンペ
ばかりに焦点が当たる現在、こうした
メッセージを持てる 10代クライマー
は貴重な存在となるにちがいない。

左上）ふだんは常にやさしい表情をしているが美和さんだが、ホールドを見つめる目は鋭くなる。左下）最近のお気に入りシューズは、イボルブ・アグロ。小山田さんプロデュースモデルだ。中下）ド
イツでFiese Luiseというルートを完登。グレードは5.13d。自身最高グレードとなった。右）出演した映画『笠置ROCK!』は、もうすぐ海外の映画祭に出品される。国内で見られるのは秋以降の予定
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かとう・ともじ○1960年生まれ。
日本山岳ガイド協会認定山岳ガ
イド、国立登山研究所講師。ガッ
シャーブルムⅡ、チョーオユーな
ど海外山行の経験も豊富な登山
家。好日山荘登山学校長も兼任
する好日山荘の“顔”。

加藤智二＝監修　滝沢守生＝文・写真

　梅の花も咲き始め、これから日一日とあたたかくなり、各
地から春の便りが聞こえてきます。春山というとみなさんは
どのような山をイメージするのでしょうか？　ロウバイ香る
ひだまりの山から、新緑と残雪のコントラストが目にまぶし
い山、まだまだ厳冬に近い雪山など、頭のなかに描く山は、
それぞれ人によってちがうと思います。
　春山の魅力は、まさにその多様性にあります＊ 1。日本はお
もしろいところで、南北に
緯度を上げたり下げたり、
標高を上げたり下げたりす
ることによって、寒暖の差
をはじめ、いろいろな四季
の表情をもつ山を楽しむこ
とができるのです。
　しかし、日本では一年の
うち８カ月は雪が降る＊ 2と
いうことを忘れてはなりま
せん。街ではすっかり夏か
と思えるほどの陽気でも、
標高 2,500m以上では、５月
いっぱいまで雪が降ります。
季節は冬から春へとしだい
にあたたかくなってきます
が、「寒の戻り」という言葉もあるように、山行計画を立てる
際には、必ず冬のイメージを持つこと＊ 3が重要です。逆に、
秋山に気象遭難が多いのは、季節が夏から秋に移るなかで、
夏のイメージをもって秋山に来てしまうことが原因のひとつ
です。
　そういう意味では、春山には山行計画を立てるおもしろさ＊ 4

があります。自分がどこへ行くのか、誰と行くのか、どんな
用意をすればよいのか？　自分の体力や経験値と合わせて、
その山に登っている自分を想像し、さまざまな仮説やシミュ
レーションをしてみることが大切です。装備計画では、使わ
ないかもしれないけれど、持っていく必要がある道具もある
かもしれません。しかし、そうした綿密な山行計画を立てる
こと＊ 5で、安全マージンの幅はさらに広くなります。

　また春山は登山を始めるの
にもとてもいい季節です。山
岳会やクラブでは新人歓迎山
行といって、ライトな低山ハ
イキングから残雪の山での雪
上訓練まで、変化に富んだ
シーンを広く体験できる機会
でもあります。そうなると使
う登山道具の幅も広く＊ 6なり、
これから登山を始める人が道
具やウエアをそろえ、来るべ
き冬山本番に備え＊ 7、ピッケ
ルやアイゼンの使い方を学ん
だり、雪上のテント生活を経
験したりするのにも絶好の
シーズンとなるのです。

　そうした経験値が上がることで、春山の選択肢はさらに増
えていきます。自分の体力や技術に合わせた春山にぜひ行っ
てみてください。冬に戻りたければ雪の残る高山へ、春を満
喫したいなら花咲く低山へ。いつ誰と、どこへ、なにを持っ
て、なにをしに、そうしたバリエーション豊かな組み合わせ
の楽しさ＊ 8が春山にはあるのです。

*1 春山の魅力は、まさにその多様性にあります　北は北海道から南は沖縄までとはよく言われることですが、南北に長い日本列島だけに季節の幅もかなりの広さ。新緑と雪と
花々があちらこちらで同居するのが日本の春の特徴で、そういう意味では、この国の春はかなり長いのです。 *2 一年のうち８カ月は雪が降る　たとえば、大雪山や北アルプス、
富士山などでは 10月も初めの頃にはもう雪の便りが届きます。そして、春先の 5月でもまだまだ雪。指折り数えてみると、なんと雪の季節は 8ヶ月！　*3 必ず冬のイメージを
持つこと　雪の季節が 8ヶ月もあるからこそ、春山にも「冬のイメージを持つこと」がとても大切なのです。むしろ、春山は雪のシーズンと身構えていてもいいくらい。 *4 山行
計画を立てるおもしろさ　もちろん、南の低山では雪は降りません。でも、標高を上げたり、雪のある山をめざすこともできるのです。すべては自分次第と行ったところでしょ
うか。*5 綿密な山行計画を立てること　こんなふうに筋道立てて考えてみると、春山の魅力はかなり深いですよね。だからこそ、事前計画が大切に。ツエルトは持った？　*6 
使う登山道具の幅も広く　ツエルトだけではありません。春山の魅力にハマっていくと、次第に残雪の山が視野に入ってくるでしょう。そうすれば、必然的にアイゼンやピッケ
ルが欲しくなり、 *7 冬山本番に備え　それらを使うための山選びが始まります。でも最初はひとりで行くことはできないので、必然的に経験者との交流が増えていく……。 *8 
組み合わせの楽しさ　そうして、いつしか次のメンバーを春山へと誘う役目が回ってくるはずです。そんなときは、春山の組み合わせの楽しさを存分に教えて上げてくださいね。

日本の春山の

魅力と注意点
今月の

テーマ
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　東京都と山梨県にまたがる奥多摩の三頭山
は、秋川の水源をなす山で標高は 1,531m。山
頂付近にはブナの原生林もあり、都民の森と
して、とても人気のある山です。
　これからの季節は、新緑に萌える若葉とヤ
マザクラの淡いコントラストがすばらしい。
コースは東京側、檜原村にある「都民の森」
から登るルートが一般的で、頂上からは遠く
富士山や丹沢山塊などの展望にも恵まれます。
メージャーな山だけに、トレイルはしっかり
と整備され、変化に富んだコースは楽しく、親
子連れにはとても安心です。ルート自体の標
高差や距離、そして、入下山口のインフラや
アクセスなど、どれをとっても親子登山には
理想的な山といってもよく、ゆえに、シーズ
ンともなれば多くの登山客で混雑してしまう
こともあります。連休を避けたり、早朝登山
を心がけるなど時期や時間を工夫すれば、比
較的のんびりと楽しむことができるでしょう。
頂上は広く、木立に囲まれてはいるものの、お
花見よろしくお弁当を広げるにはとても気持

ちのいい場所。春のお弁当ハイキングには最
適な山と言えます。
　おすすめのコースは、鞘口峠から見晴小屋
を経て頂上にいたり、ムシカリ峠から沢沿い
の道を三頭大滝まで下り、駐車場に戻ってく
る周遊ルート。春先はところどころに残る雪
に子どもたちは歓声をあげながら、新緑とミ
ツバツツジがうつくしい小径を歩くことがで
きます。途中には休憩小屋などもあるので、天
候の急変などの際の雨やどりもできます。
　そのほか、山頂に行かなくても、森や滝を
楽しむ散策ルートがいろいろあるので、まだ
歩くことに慣れていない、小さなお子さんを
連れた家族のファーストハイキングにはちょ
うどよいのではないでしょうか。

　小さい頃から親に連れられハイキングにで
かけたり、大学でワンゲル部へ入部したのが
きっかけだったり……と、登山を楽しむ人の山
のスタートはさまざま。が、キャンプや、最近
では野外フェスの体験がもとになったという
人も少なくありません。
　とくに野外フェスから入ってきた人は、それ
まで街の暮らししか知らなかったのだから、ア
ウトドアで過ごす時間すべてが衝撃的。朝日に
輝く美しい森の姿や、テントで過ごす夜など、
楽しい世界の扉を開いてしまったと声を揃え
て口にします。しかも手元には新調した立派な
レインウエアやハイキングシューズ。この道具
を年に一度しか使わないなんて！……と、山へ
の扉も開けてしまうというわけ。
　では逆に山好きな私たちにとって、キャンプ
や野外フェスは物足りないのでしょうか？
　答えは「NO」！
　登山と違い景色の変化はないかもしれませ
んが、頭を悩ませ荷量を削る必要もなければ、
食べたいものを我慢する必要もありません。
ゆったり快適なイスに腰をかけ、見上げれば山
と同じように真っ青な空。そこへごきげんな音
楽が聴こえてきたら……！ 逆の発想で山好き
がキャンプや野外フェスにでかけて行くのも
いいものです。好日山荘には全国に４店舗キャ
ンプ専門店があり、山とどちらも心得たスタッ
フが待っています！

好日山荘 キャンピングリサーチ
https://www.kojitusanso.jp/
camping-research/
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Mt.News!

① 休憩小屋や道標などが整備された安心のルート
② 展望に森、滝など変化に富んだ飽きない登山道
③ 山頂に行かなくても楽しめるコースがたくさん

新三大
親子登山
ポイント

コースタイム●都民の森駐車場～（35分）～鞘口峠～（40分）～見晴し小屋～（40分）～三頭山東峰展望台～（10分）～三頭
山西峰～（10分）～ムシカリ峠～（1時間）大滝休憩小屋～（40分）～都民の森駐車場  ※都民の森駐車場は、夜間は閉鎖。
朝8時から利用可能。また奥多摩周遊道路も夜間は通行止めなので車でアプローチする際は注意が必要。

山オヤジの小言●頂上で敷物を広げ、大勢で鍋をつつき、宴会をやっている中高年のおじさん、おばさん！　お花見
だったら別の場所でやってください。せっかく子どもたちががんばって頂上に到着したというのに、あまりにも俗す
ぎて興ざめです。お弁当を食べようにも場所さえなく、ベンチやイスを長い時間占拠するのもやめてください。

子どもアドバイス●都民の森駐車場から三頭大滝までの道にはウッドチップが敷かれていて、とても歩きやすいの
で、小さなお子さんでも安心して歩けます。山道は石があったり、根っこがあったり、手と足を使ってよじ登らなけれ
ばならない急な段差があったりと、まだ山道に慣れていない子どもにとっては、恐怖心を覚えてしまうことも。大人
の目線では、なんとでもない高さや大きさが、子どもの視点から見てみるとだいぶ違って見えてきます。まずは、転
んでも安心な道から歩き始め、徐々に慣らしていきましょう。

Ｗｅｂ概念
マップへ

アクセス！

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。

東京都・奥多摩／三頭山

│ Urayama Tsushin │ Vol.04 │



　今春号のメインは用具特集。よって、いつものよう
に山を歩いて取材を幾日……とは行かなかったのです
が、もちろん、山登りがテーマの雑誌だけに、ちゃん
と「山」には行きました。表紙のふたり、なずなさん
とあややはともに関西在住。ということで、好日山荘
のお膝元 (実際は山の上！ )、六甲にて撮影をしまし
た。六甲といえば関西の名山ですが、いや、撮影とい
う視点からもこんなにいい場所はありません。新緑の
いい季節、トレイルは縦横無尽に走っているし、適度
な岩場や湖水も、さらには穂高も槍もありますしね！　
日帰りとはいえ、何パターンもの撮影に見事成功。六
甲様様です。ちなみに、右の写真は紅葉谷近辺にて。

道具やウエアを新調し
て使い込むうち「こう

なればもっといいのに！」とい

う欲が出てきます。この手の話、
メーカーさんって聞いてくれる
もの？ （いちいち言いたい 29
才男性） 
所長　世の職人たちは、自分の
使いやすいように道具を改造、
自作するらしい。登山用具もし
かり、満足できなきゃ、自分で
直す。
助手　ギア類とか危なくないで
すか？　保証や保険も利かなく
なりますよ。

所長　そこは常識で判断を、だ。
メーカーは信念とプライドを
持って製品開発しているから、
一般ユーザーの声をどこまで聞
いてくれるか疑問だが、誰もが
認めるアイデアなら言ってみる
価値はあるだろね。でも、輸入
ブランドは難しいかな。

新製品がよいと分かっ
ていてもなかなか買う

ふんぎりつかなくて。優れたモ
ノって寿命長いんですもん！
（ビンボー性の 42才男性） 
所長　お、ナカーマ！　私もく
たびれた道具を直し直ししつこ
く使っておるぞ。ほつれたス
パッツに穴の開いたカワテ、毛
玉だらけの化繊シャツ、それか
ら……。
助手　貧乏くさいですよ～。
所長　なにを言うっ。年季の

入ったザックや登山靴は、さり
げなく「この道何年」をアピー
ルするのに欠かせないアイテム
でもあるぞ。
助手　（ぷぷっ、誰に）。でも、道
具はどんどん進化してるんです
よ！
所長　確かにな。ここ一発とい
う場面では最新の機能性に助け
られるのも事実。が、今の化学
素材は使い込む悦びみたいなの
はどうなのかのう。ま、うまく
使い分けてくれたまえ！

　奥多摩登山の足となる
JR青梅線。その御嶽駅前に
ある「やお九」は三代前よ
り続く青果店の奥様が切り
盛りする食事処。メニュー
は地元や全国から厳選して
取り寄せた食材を使いすべ
て手作り。団子汁と季節の
小鉢 4 品、旬のご飯がつく
「御岳鶏だんご汁膳」(¥1,000)
は味も量も大満足。夏は眼
下に多摩川を望むテラス席
が最高だ。

＜材料＞

■切り干し大根　適量
■ホタテ貝柱　１缶
■マヨネーズ　好きなだけ
■塩こしょう　適量
■海苔　お好みで
■七味唐辛子　適量

＜作り方＞

1
2

３

切り干し大根をぬるま湯で戻す
水気をよく切り、ホタテの貝柱缶を汁ご
と入れて、マヨネーズと和える。
塩こしょうで味を整え、七味唐辛子、海
苔をトッピングして完成！

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。オッ
サンなのにあかぎれ
に苦悶するこの冬

東京都青梅市御岳本町266　☎0428-78-8411
11:00～ 18:00　 水・木曜　　http://yao9.main.jp 

今回のお品

塚野 浩＝イラスト

福瀧智子＝写真

　５月 13日（土）・14日（日）の週末、兵庫県・六甲山周辺で
好日山荘が人気イベント「Mt.FESTA」を開催！ 六甲山観光が
主催するイベント「神戸・六甲山ツーデーウォーク」との合同
開催で、山のトークショーやワークショップ、ライブ、アウト
ドアメーカーの出展やアウトレットフェアなど充実した内容を
予定している。詳細は近日公開予定の「好日山荘」WEBサイト
内の特設コーナーにてチェックを！

5 月 13・14 日は
六甲山へ！
２イベントが
話題のコラボ

Kojitsu Sanso

Tsushin Vol.03

今回のスポット
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1名

2名

https://www.kojitusanso.jp/pre17sp/

応募はこちらから！

容量 26ℓの小型の多機能
バッグ。15インチまでの
ノート型 PCとタブレット
スリーブを装備。背面の
通気性も高く、背負い心
地もよい。15,000円＋税

ミレーの最新モデルで、長距
離を踏破するようなバック
パッキング・スタイルの山行
に適した大型タイプ。レイン
カバーも付属。39,000円＋税タウン専用のような

フォームなれど、グレゴ
リーならではのトレイル
でも使えるノウハウを満
載。ノート専用のコン
パートメントあり。14,000
円＋税

ザ・ノース・フェイス
ホットショットCL

ミレー
マウントシャスタ65+10

グレゴリー
スケッチ22

応募期間：2017年3月15日～2017年6月15日

1名

1名

1名

1名

2名

日帰りから山小屋泊まで使
える中型パック。背中に溜
まった熱気を放出するシス
テムがあり、長時間の行動
時でも快適。30ℓ（15,800
円＋税）、40ℓ（17,400円
＋税）を各 1名に

高温多湿の日本のフィール
ド環境にて登山者を快適に
保つアウターシェル。サイ
ズはＳ、上下セットにて。
ジャケット /30,000円＋税、
パンツ /19,000円＋税

ファウデ
ブレンタ30、40

パタゴニア
ウィメンズ
クラウドリッジ
ジャケット&パンツ

2名

吸湿性、速乾性、保温性を併せ持った
マーモットのオリジナル素材 DriClime
を使ったシェル。Men'sの S、Mを各 1
着プレゼント。14,800円＋税

マーモット
ドライクライム ウィンドシャツ

バーグハウスの中型、ウィメ
ンズ専用モデル。30ℓと手頃な
容量で、山小屋をわたり歩く
ような数泊の山行などで重宝
するサイズだ。17,000円＋税

バックパックを背負ったままで
も頭からスポッと被るだけで
OKのポンチョ。カモ柄デザイ
ンが魅力的なオムニテック製。
サイズはＭ。12,500円＋税

ソフトシェルの名品として知ら
れるマムートのアルティメイト
フィーディの今年バージョン。
プレゼントはMen'sのＭ（EURO
サイズ）。43,000円＋税

「汚れを落として機
能は落とさない洗
剤」としてこの2月に
発売となったファイ
ントラックオリジナ
ルのアウトドア製品
用洗剤。1,250円＋税

バーグハウス

W エクス
プローラー30

コロンビア
スペイパインズ
ハンティング
パターンドポンチョ

マムート
アルティメイト
フーディ

ファイントラック
オールウォッシュ

1名

読者プレゼントSPECIAL!!
特集「この春買いたい3大アイテム!!」連動企画

GUDDÉI 2017 春号
photo by Hidefumi Nakamura
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NEXT ISSUE

大キレットの
岩場に恋して

盛夏、北アの槍穂縦走。

2017.06.15 刊行予定

photo by Tomoyuki Okano

お得な割引クーポン券GUDDÉI
2017春

ご希望のクーポン券を切り取って、
該当の各店舗カウンターにてご活用ください。

制作 株式会社ヨンロクニ

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

デザイン 吉田健人（prigraphics） 

※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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兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目1-30
三宮国際ビル6F

〒114-0001  東京都北区東十条3-10-36

2017年（平成29年）3月15日 発行

定価：  本体200円 ＋税

グッデイ・リサーチ2017年春号（No.033）
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春画像





特集２

写真家 木原 浩の

なじみの山で
むかえる
いつもの春

ウエア、ブーツ、バックパックの
選び方から注目のアイテム、
おとな女子登山部メンバーの
おすすめギアまで

この春
買いたい
3大アイテム!!

特集

NEW GENERATION
CLIMBERS

大場美和（19歳）

インタビュー「山と人」

斎藤 徹
（パーゴワークス）

定価： 本体 200円 ＋税

GUDDÉI research 2017春号　2017年3月15日発行
発売元： 株式会社好日山荘　〒651-0083  兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目1-30  三宮国際ビル6F
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