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おとな女子登山部 つじまい、
御嶽山の麓でアイスクライミング
にチャレンジ!!

森吉山へ
モンスターに会いに

Snow monsters living in Moriyoshizan.

photo by Shinichi Yajima

photo by Tomoyuki Okano

雪の森吉山、
今回の
モンスター
ハンターは？

ニコ、なっちゃん、
加藤ガイド
和かな笑顔がニックネームそのまま
のニコちゃんと登山部の顔・なっ
ちゃん、好日登山学校長で山岳ガイ
ドの加藤智二さんがめざしたのは森
吉山。マタギの里でクマならぬ雪の
モンスターに出会いました
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Snow monsters
living in Moriyoshizan.
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伊藤俊明＝文　矢島慎一＝写真　加藤智二＝ガイド

なっちゃん＆ニコ（おとな女子登山部）＝モデル

Snow monsters
living in Moriyoshizan.
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【参考コースタイム】ゴンドラ山頂駅（5分）樹氷平（30分）石森（20分）阿仁避難
小屋（30分）向岳（20分）阿仁避難小屋（15分）石森（20分）樹氷平（5分）ゴン
ドラ山頂駅
※個人の体力やパーティの力量、当日の天候や積雪の状態などによって異なります。

【アクセス情報】●電車：秋田内陸縦貫鉄道阿仁合駅から車で約20分。バスはないの
で、タクシーを利用。●マイカー：東北自動車道盛岡ICから約2時間30分。秋田自動
車道五城目ICから約1時間30分。秋田自動車道十和田ICから約2時間。

【山行アドバイス】阿仁ゴンドラ山頂駅から石森の間に一部雪庇ができる区間があ
るほか、向岳山頂にかけては、視界があればむずかしい場所や危険な場所はほとん
どない。しかし、視界が悪くなると話は別。広くゆるやかな地形のため、道迷いのリ
スクが一気に高まる。天気やルートファインディングに不安がある場合は、くれぐ
れも慎重に行動すること。例年1月上旬から3月初旬（2018年は1月6日～ 3月4日）に
かけて、ゴンドラ山頂駅のビジターセンターには案内人が常駐し、山頂駅から徒歩5
分の樹氷平には１周約30分の樹氷鑑賞コースが設けられる。山麓駅舎内のレンタル
コーナーにはスノーシューも用意される。

【取材日】2017年3月1～ 3日
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　冬に日本海から運ばれる冷たい空気は、過冷却状態の水滴をたっぷりと含んでいる。過冷却状態の水は 0℃以下でも凍らない
が、何かにぶつかると一瞬にして凍りつく。冷たい空気が木の枝に当たって凍りつき、そこに吹き付ける風がまた凍りつき、こ
うして風上に向かって成長したのが、冬の山でよく見る「エビの尻尾」だ。樹氷はいわば巨大なエビの尻尾で、正体はアオモリ
トドマツ。アオモリトドマツの櫛のような葉や枝にエビの尻尾ができ、その隙間に雪が積もり、さらに大きくなってモンスター
となる。樹氷ができる原理はエビの尻尾といっしょだが、できる場所には条件がある。①アオモリトドマツが自生している。②
適度に雪が降る。③山の西～北西の斜面である。④－ 5℃以下の冷たい北西の風が吹く。森吉山には、この条件がそろっている。

Snow monsters
living in 
Moriyoshizan.
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　森吉山は、同じく樹氷で知られる山形県の蔵王、青森県の八甲田山とともに日本三大樹氷観光の地として PRしている。「三大」の根拠はアクセスのよさ。いずれもスキー
場のゴンドラやロープウェイを使って簡単に樹氷見学が楽しめる。森吉山の場合は、森吉山阿仁スキー場のゴンドラ山頂駅から徒歩 5分の場所に樹氷平と呼ぶ整備した鑑賞
コースを設けてあり、シーズン中はキャビン付きの圧雪車で樹氷を見に行くナイトツアーも開催している。ただし、「だれでも」「簡単に」行かれるのは、この樹氷平まで。
森吉山をはじめとしたそこから先のエリアはスキー場の管理区域外となり、登山届の提出が必要となる。ウエアをはじめとした天候悪化にも対応できる装備や、新雪時なら
スノーシューやワカンなどの歩行具も必須。読者のみなさんなら心配はありませんね。ちなみに、森吉山阿仁スキー場の昨シーズンの来場者数は約 5万 3000人。いっぽう、
蔵王の樹氷観光の玄関となる蔵王ロープウェイの昨シーズンの利用者数は約 19万 8000人。スケールがちがうという話ではありませんよ。それだけ森吉が穴場ってこと。
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　たとえ観光旅行でも、森吉山を訪ね
たら石森までは行ってみることをおす
すめする。樹氷平に行けばモンスター
は見られるが、それとは別物だから。
　森吉山（向岳）は独立峰だが、周り
を外輪山に囲まれている。石森はその
外輪山の一部で、ゴンドラ山頂駅から
見上げると、衝立のように向岳の裾野
を隠してしまう。樹氷平から石森に行
くにはスキー場の管理区域を出ること
になるので、登山届を提出しなければ

いけない。きちんとした装備が必要だ
から、ハードルが高いと感じるかもし
れない。でも、晴れていればほんの
30分だ。危ない場所もない。天気が
崩れる心配がなければ、ぜひ。

＊
　石森に立つと、茶碗を伏せたように
裾野を広げる向岳が、視界いっぱいに
飛び込んできた。真っ白い斜面のいた
るところに小さなトゲのように樹氷が
突き出している。背丈を超える、まさ

にモンスターと呼ぶにふさわしい樹氷
の間を抜けてここまで来たら、急に
ズームアウトしたかのように景色が変
わった。よくできたドラマのような見
事な場面転換に声が漏れる。せっかく
森吉山まで来てこの景色を見ないで帰
るなんて、ちょっともったいない。
　スタッフ全員、百戦錬磨の加藤ガイ
ドさえも森吉山は初めてだった。さっ
きから愛用のデジカメを構えっぱなし
だ。スノーシューが好きだというなっ

Snow monsters
living in Moriyoshizan.
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ちゃんは、久しぶりの雪の感触を楽し
んでいるようだった。高校時代はアル
パイン部に所属し、それからずっと山
に登っているというニコは、水を得た
魚のように生き生きしている。
　晴れ続きだったせいか、向岳の山頂
までしっかりと踏み跡がついていて、
それをたどっていく分にはツボ足でも
問題なさそうだった。でも、みんなの
足元はスノーシューがある。子どもの
ように新雪に飛び込み、走り回った。

スノーシューの魔法は、新雪の上を簡
単に歩けることではなく、すべての人
を童心に還してしまうことにあるのか
もしれない。雪が深く、なだらかな森吉
山は、まさにうってつけの山だ。スキー
場のセンターハウスを兼ねるゴンドラ山
麓駅には、スキーと並んでスノーシュー
のレンタルもあった。こんな場所がもっ
と増えたらいいのにと思う。
　山頂にオブジェのように丸く見えて
いたものは、モンスターと化した山頂

標だった。回り込んで「森吉山　一四
五四米」の文字を見つけ、思わず笑っ
てしまう。樹氷ができる仕組みはエビ
の尻尾と同じで、それが大きくなった
ものという知識はあったが、これを見
て合点がいった。
　高曇りだったが、山頂には見事なパ
ノラマが広がっていた。東北の名だた
る山々を見渡す展望台だ。加藤ガイド
がぽつりとひとこと、「来てよかった」。
みんなも同じ気持ちです。
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①雪は動物の痕跡をはっきりと残す。写真はうさぎの足跡。さて、どっちに進んだでしょう？（答えは最後に）②飛んだり跳ねたりするのもスノーシューの楽しみ。
トレースがないところに飛び込みたくなる。躍動感溢れるニコのジャンプ！　③樹氷平から石森へ続く旗竿は、地元のマタギが立ててくれる。④山頂に見えていた丸
い物体の正体は、モンスター化した山頂標だった！　⑤⑥独立峰の森吉山は晴れれば 360度のパノラマで、東北の山の展望台となる。この日はバッチリ全部見えた。
写真は岩手山。⑦一日の終わりに宿で乾杯。サイコー！　⑧雪に埋まった森吉避難小屋。2階の窓からおじゃまします。⑨避難小屋でひと休み。中はきれいで快適。
⑩隣の森吉神社は屋根まですっかり雪に埋もれていた。⑪甘酒とひなあられを持ってきたのはなっちゃん。女子力高し。⑫新雪ならではのお楽しみ。柔らかい雪が受
け止めてくれる。⑬ベンチのようになった樹氷の根元で記念写真。　①の答え：うさぎは画面の奥から手前に進んだ。うさぎの足跡は後ろ足が前につく

② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬
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角館から秋田内陸縦貫鉄道に乗り換える
と、旅のムードががらりと変わる

What kind of place is Ani

秋田県

阿仁

山形県 宮城県

岩手県

青森県
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　森吉山の麓の阿仁は、マタギの里。なかでも、マタギ発祥の地とい
われているのが根子集落だ。国道から延びる長いトンネルを抜けると、
隠れ里と呼ぶにふさわしい集落が見下ろせる。夏のお盆の時期に行わ
れる根子番楽は国の重要無形民俗文化財で、平家の落人たちが移り住
んで行われるようになったという言い伝えもある。昔日の面影を色濃
く残しているので、時間をつくってぜひ立ち寄ってみたい。

秋田内陸縦貫鉄
道車内にて。取
材時には、つる
し雛をぶら下げ
ていた。売り子
さんまでいて、
旅の情緒満載

阿仁の森 ぶなホテル
秋田県北秋田市阿仁鍵の滝 206
http://island.geocities.jp/aninomo

ribunahotel/

上）周囲を山に囲まれた根子集落は、まさに隠れ里。トンネルができる前はどんな暮らしだったのか。下 3点）阿仁マタギ駅近くの打当温泉にはマタギ資料館もある

Snow monsters
living in Moriyoshizan.

　取材班が拠点にしたのは、
森吉山阿仁スキー場そばの
阿仁の森ぶなホテル。全６
室のペンションは小さいな
がらも清潔で快適。地場の
食材をふんだんに使った食
事はボリューム満点で毎日
満腹でした。おすすめ。
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 Let's try snowshoeing
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　スノーシューは雪上の歩行具。ワカンとのちが
いは、デッキの大きさと裏側にアイゼンのような
爪を持っていること。また、かかとが上がるので
自然な足運びができること。登り下りが多く、
アイゼンとピッケルを使うような山ならワ
カンだが、森吉山のようななだらかな山で
はスノーシューのほうが向いている。
　スノーシューのいいところは、スキー
のように技術を必要としないこと。歩け
れば老若男女誰でも楽しめる。踏み跡
のない新雪の上を歩くのは
格別。夏山のように登
山道に縛られることな
く、雪の上をどこでも
歩いていける。登山道
がなくて夏は歩くこと
ができない山も、雪が積
もればフィールドだ。
　道具もシンプルで、ス
ノーシューとトレッキン
グポールがあれば OK。
ウエアや靴は登山用のも
ので何も問題ない。ス
キー場や、雪国の宿では
レンタルを用意している
場所も増えてきたので、
この冬はぜひ！

スノーシューとは？

左上）日帰りの雪山なら濡れる心配は少ないの
で防寒着はコンパクトになるダウンがおすすめ。
大きめのサイズをシェルの上に羽織る人もいる。
右上）首まわりをカバーするネックゲイターは
有効なアイテム。左下）吹雪や極寒の時はバラ
クラバ（目出し帽）がほしい。ネックゲイター
と兼用できるモデルもある。右下）悪天候時は
ゴーグルの出番。サングラスだけでは心許ない

雪の中に沈み込まないように、
トレッキングポールのバスケッ
トは面積が大きいものに交換

ツボ足では歩けない新雪の上もこ
のとおり。大型のデッキが浮力を
発揮し、沈みこむのを防ぐ

上）斜面でのグリップ力は裏側の
デザインで決まる。爪の形に注目。
下）かかとが上がるので歩きやす
い。ヒールリフターがあると、急
斜面の登りも疲れにくい

About wearing of snowy mountains

What is a snowshoes?

冬山のウエアリングについて

　ウエアリングの基本であるレイヤリング（重ね着）は、天候がきび
しい冬こそ真価を発揮する。もっとも大切なのは直接肌に身につける
ベースレイヤーだ。おすすめは、汗を逃す素材を使ったものを着て、
その上に予想される天気に合わせて保温性の高いものや吸汗速乾性の
高いものを重ねること。歩くと汗をかくことも多いので、ミドルレイ
ヤーは厚すぎないものを。シェルは防水透湿素材を使用したものが必
須。帽子やグローブ、サングラスなどのアクセサリーもお忘れなく。
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掘る

危なくない場所を選ぶ

稜線の風下側で雪庇
がなく、十分に雪が
溜まっているような
場所がベスト。雪壁
になった写真のよう
な場所なら、まっす
ぐ掘り進めばよい

とにかく掘る

仕上げは
ほどほどに

雪洞掘りは体力
勝負だが、体力
を消耗したり、
汗をかきすぎた
りしないよう先
頭は適宜交代す
る。深雪を歩く
ラッセルと同じ

場所が決まったら掘り始める。雪山ではビーコン、プローブ、ショベル
の 3点セットが必携だが、雪洞を掘るならショベルは大きめを持ちたい

ひたすら
掘る

完成

掘り進む人の後ろは、
掘った雪を掻き出す
人。間口を広くする
と作業しやすいが、
入り口は狭く、中を
広くしたほうが快適。
状況に応じて設計

入り口はスノーブロックや
ツエルトを利用して塞ぐ。
内部は風もなく、人のぬ
くもりやストーブの熱であ
たたかい。就寝時も 0℃
付近に保たれるので快適。
春先は融雪などで崩壊す
ることもあるので、練習
で掘った場合は撤収時に
埋め戻すのがマナー

居住空間ができたら最後の仕上げ。壁をならしたりベンチに
したり。つくり込むほど快適だがキリがないのでほどほどに

お
ま
け

step
01

step
02

step
03

step
04

step
05

step
06

How to make Snow cave
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MIZUNO本社にある
秘密のブレスサーモ実験室に、
おとな女子登山部の
なずな部長が潜入取材!!

ブレスサーモは
なぜあたたかいの？

アンダーウエア選びの正しい知識は、冬山登山の命綱

ブレスサーモといえば、いまや、アンダーウエアの代名詞ともいえる存在に。
ミズノの開発したこの摩訶不思議な「吸湿発熱素材」の真髄に迫る！

岡野朋之＝写真

宮川 哲＝文

白石篤史博士
ブレサーモ博士

ミズノに入社以来10数年、材料開発課
の技師としてこの実験室をベースに
素材の研究開発に取り組む。休日には
子どもたちを連れて、六甲近郊の山々
へ。関西在住のお父さん技師

編集部（以下、編）　なずなさん、いよいよ冬山の季節
到来ですね。正しいウエアリングは生死の境界線とも
言えますが、今回はアンダーウエアについての基本を
教えて欲しいと思います。実体験として、やっちまっ
た !! 的な失敗談などありますか？　たとえば、極寒の
稜線でアァ、やっぱりもう少し厚手のウールにしてお
けばよかった……とか。
なずな部長（以下、な）それを言うなら、ブレスサーモ
です！　なぜなら、ここはブレスサーモ実験室。
白石技師（以下、白）　そうです。ブレスサーモは、こ
の実験室で生まれたようなもの。冬山のアンダーウエ
アに、なぜブレスサーモがいいのかをご説明しましょ
う !!
編　あなたは、ダァれ？

白　ブレスサーモ博士の白石です。素材開発の研究をして
います。ブレスサーモが発熱する仕組みはご存知ですか？
な　吸湿発熱素材、というのは知っていますが……。
白　そう、ではまずはこの原綿を持ってください。
な　（水をかけると）あ、あぢぃ。こんなに熱かったけ !?
白　熱いでしょう（笑。ブレスサーモは、水分を吸収して
発熱する素材なんです。非常に水分を吸収しやすいポリア
クリレート系の繊維を生地のベースに使っています。不感
蒸泄というのですが、人は自分でも気づかないうちに体か
ら水分を放散しています。その水分を「吸湿」して素材が
「発熱」する。あたたかさが持続するのはそのためです。

ブレスサーモの原綿に水を
かけると……あっ、熱ぃ

白がポリエステル、ピンクが
ブレスサーモ。差は歴然

Q1
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ほかのあったかインナーと
なにがちがう？ 

体の汗を吸い続けたら
臭くならないの?? 

発熱し続けたらムレそうですが？

ブレスサーモってどんな種類があるの!?

ブレスサーモ、全国の好日山荘で販売中！

ミズノ株式会社　mizuno.jp
ミズノお客様センター TEL.0120-320-799

ブレスサーモ実験室の動画もチェック!!

http://www.breaththermo.com/technology/

なずな部長
おとな女子登山部

好日山荘のおとな女子登山部を牽引
する部長のなずなさん。自身、登山ガ
イドステージⅡの資格を持ち、山三昧
の日々を送っている。当然ながらウエ
アリングの知識も豊富

編　でも、吸湿発熱素材ってブレスサーモだけじゃないで
すよね。ほかにもいろいろとあると思うのですが。
な　発熱素材という意味ではブレスサーモは特別な存在で
すよ。お客さんも指名買いによく来ます。
白　それはうれしい話です。ほかの商品となにがちがうの
かといえば、ひとつに「発熱力」と言えるでしょう。ポリ
エステルやレーヨンなどの化繊と比べても、かなり発熱性
能が高いデータが取れています。あとは、スポーツメー
カーだからできた発熱力とでも言っておきましょう（笑。
編　お、さすがはミズノ。やはり日々の研究の成果ですか。
白　いつも試験機を動かしては、試行錯誤の繰り返しです。

白　製品はポリアクリレート系の原綿だけで
つくってはいません。たぶん原綿だけでは熱
過ぎて着ていられない。実際のところ、原綿
単一での製品化はむずかしい面もあり、ポリ
エステルなどを組み合わせています。
な　それが、着続けてもムレない仕組みに？
白　吸湿という意味では、原綿だけのほうが
よりドライに保てます。でも、「吸湿」して
「発散」させることも考えないと。技術的な
面はさておき、そのバランスを考えての組み
合わせともいえるでしょう。

な　ブレスサーモ製品って、いろいろ
な種類が展開されてますよね。
白　いい質問をしてくれました。じつ
は山やアウトドアに向けたモデルだけ
でも 5つのカテゴリーがあります。雪
山からオールシーズン対応まで幅広く。
編　これだけ性能がよければ、ふだん

の街中でも使えそう。
な　そういえば、お客さんにも山で着
てみてとってもよかったので、うちの
お父さんにも着てもらいたくって、と
買って行った女性がいました。聞いて
みたら、街の普段着用だって。
白　う、うれしい（涙。

編　やっぱり、冬山なんかで着替えができないま
まで居れば、臭くなりますよね。
白　この原綿はなかなかにすぐれた素材で繊維自
体に消臭性能があります。汗に含まれるアンモニ
アなどの嫌な臭いの発生も抑えてくれます。
な　でも、限界もあるのでは？
白　たしかに。とはいえ、少し乾かすだけでも性
能は回復します。飽和状態を解消してあげるだけ
で、何度でも消臭してくれるというわけ。
な　ホントに、山にもぴったりですね。

Q4Q3

Q2

ミドルウエイト
クルーネック長袖シャツ
中厚手のタイプで、日常生活からウ
インタースポーツまで幅広く使え
る。写真は女性用。メンズ、ウィメ
ンズとも5,300円＋税

ウール・ヘビーウエイト・
ロングタイツ
ヘビーウェイトのロングタイツ。上
下を合わせて着用すれば、まさに怖
いものなし。メンズ、ウィメンズと
も8,300円＋税

ヘビーウエイト・
クルーネック長袖シャツ
やや厚手の2層構造の編地タイプ。
裏起毛にもなっており、保温性がよ
く肌触りも抜群。メンズ、ウィメン
ズとも6,300円＋税

ウール・ヘビーウエイト・
クルーネック長袖シャツ
ブレスサーモとメリノウール、ポリ
エステルを交編した厳冬期用の超
厚手モデル。メンズ、ウィメンズと
も8,300円＋税

上段）これはスナッグという試験。まるで中世の武器のようなト
ゲトゲの鉄球が試験布の上をコロコロと回る。引っ掻きなどの耐
性を確認。下段）こちらは衣服内の温度、湿度を再現する環境試
験室の様子。マイナス20度の低温環境もつくり出せるとか。寒ッ

ブレスサーモの原糸。
淡いピンク色が特徴

お酢をかけて
ポリエステル
原綿と比べて
みると、うわぁ
キツイ、に対
しておっ臭わ
ない！

厳冬期の冬山から街での暮らしまで、ブレスサーモがあれば寒さ知らずで過ごせます！
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ナンバン越えの尾根道は崩壊していた。
傾斜の強い迂回路を登ると、穏やかな
ブナの森になった。ここで泊まれと森
がささやくが、さすがにまだ早く、後
ろ髪を引かれながら先を急いだ

222017 WINTER

山形県

新潟県

女川古道
エリア



ナンバン越えの上手で見つけたブナの切り付け

小和田集落の裏手に佇む石仏が、旅を見守る

小和田集落から延びる細い山道の石段が、女川道の証の
ようで、古道に分け入る情熱をかき立ててくれた

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。

取材協力：亀山東剛
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阜県に住む小島果琳さん。こ
の 10月に 16歳になったばか
りの高校１年生だ。この小島

さん、４年前にも本誌に登場していた。
大阪なんばのクライミングジム「グラ
ビティリサーチ」で開かれたコンペ
「グラビティリサーチ CUP」の記事を
掲載したことがあるのだが、そのミド
ルクラス（中級）で優勝したのが、当
時 11歳の小島さんだったのである。
年上のクライマーに混じって、ひとき
わ体の小さな女の子が小猿のように壁
を駆け上がっていく。だれが見ても
「勝つのはあの子だ」とわかるくらい
の飛ぶような登りが印象的だった。
　それから４年、ユース大会のリザル
トにその名を見ることが増え、今年
2017年にシンガポールで開かれたアジ
アユース選手権では、リード、ボルダ
リングともに２位。その後の世界ユー
ス選手権でもリードで 10位に入った。
いまや国内ユース世代を代表するクラ

イマーのひとりとなっている。
　その小島さんがホームジムとしてい
る、滋賀県彦根市にある「グッぼる」
を訪ねると、小さかった女の子は、４
年で笑顔のすてきな女性になっていた。
「身長 152cm しかないんです。届かな
いホールドとかあるので、もう少し大
きくなりたかったんですが……」
　とはいえ、クライミングは、背が高
いからといって有利とは限らないス
ポーツ。世界でトップを争うようなク
ライマーも平均身長前後の人が多く、
小柄な選手も数多く活躍している。
ワールドカップで３回総合優勝をして
いる「リードクライミングの女王」、
韓国のキム・ジャイン選手も 153cm し
かない。
「だからキムさんにとても憧れている
んです。あの身長であれだけ強いんだ
から、私にもやれるかなって」
　小島さんが得意としているのもリー
ド。リードクライミングというのは、

PERSONAL DATA

出身地　岐阜県岐南町
生年月日　2001年10月11日
クライミング歴　12年

主な戦績

2017年　世界ユース選手権リード10位
 アジアユース選手権リード、
 ボルダリング２位
 日本ユース選手権リード１位

最高グレード

ボルダリング初段、リード5.13b

ホームジム

グッぼる
http://goodbouldering.com

森山憲一＝文・写真
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ロープを使って 10ｍ以上の高い壁を
登るもの。それに対して、ボルダリン
グは３～４ｍの高さの壁で行なう。一
瞬のパワーが必要とされるボルダリン
グよりも、テクニックと持久力で登っ
ていくリードが自分に合っているのだ
という。ボルダリング専用ジムがほと
んどの現在、若い世代ではリードより
ボルダリングを好む人が多いなか、小
島さんは逆。コンペもリードのほうが
目立って成績を上げている。
　それでも、クライミングを始めたこ
ろは、高い所が怖くてあまり登れな
かったらしい。「いまでも、『ここで落
ちたら、あそこに膝打って痛そうだ
な』とか考えちゃう」と言い、「メン
タル弱いんです」と笑う。
　クライミングを始めたのは幼稚園の
ころで、自宅近くのジムでクライミン
グを始めた父親について登り始めた。
その後も、愛知や滋賀のジムにまで足
を延ばし、小学校１年のときには早く

もコンペに出場している。姉の果南さ
んもクライミングをしており、小島姉
妹で表彰台上位を占めることもあった。
　今年入学した高校では、それまでな
かったスポーツクライミング部を部員
２人で新たに創設。もうすぐ学校にも
クライミングウォールが完成するそう
で、練習環境も充実してきている。
　クライマーとして順調に成長してい
るような小島さんだが、グッぼるの店
長、由井智子さんによれば、伸び悩ん
でジムで泣き出してしまうこともあっ
たという。なにも考えずに登り続けて
いればよかった小学生のころとはち
がって、うまくなるにつれて選手とし
ての競争は激化し、同時に思春期にさ
しかかり、心身ともに不安定になる年
頃。そんな姿を見て、この３月、由井
さんらは、小島さんをスイスのクライ
ミングツアーに誘った。競技とは離れ
て、スイスの岩場を登りまくる毎日。
それが本当に楽しかったらしく、「8a

（三段 +）が登れたんです！」と目を輝
かす。「使っちゃいけないホールドを
使っていたことがあとでわかったんで
すけど……」と、ガクッと落ち込む姿
もまた楽しそうだった。
　グッぼるには、コンペと岩場両面で
いま注目されている亀山凌平さんとい
うクライマーも所属している。小島さ
んは、それに続くジムの希望の星だ。
由井さんらは、競技選手として厳しく
指導しながらも、クライミングの楽し
さや奥深さも見失わないでほしいとあ
たたかく見守っている。こういうジム
に恵まれたクライマーは強い。
　小島さんの世代は、世界的には、ア
シマ・シライシさんやブルック・ラブ
トゥさんなど強豪がひしめく激戦区。
まずはそこで勝ち残ることが目標だ。
「世界の決勝で、キムさんに会いたい」
　いちファンとしてではなく、対等な
選手として。そう語る言葉には力がこ
もっていた。

左上）ホームジム「グッぼる」で登る。TRXという体幹トレーニングの設備なども整うこのジムは、スタッフの知識も豊富で、トレーニング環境としても恵まれている。右上）課題はスタッフが指示。そ
れを登れるまで繰り返す。左下）課題を見つめる真剣な目線が印象的。右下）気心の知れた仲間と。クライマーとしての成長を見守ってくれるあたたかいジムに恵まれたのは、小島さんの大きな財産
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伊藤俊明＝文
山田真人＝写真

バーグハウス

エクストレムマイクロ
ダウンジャケット

ザ・ノース・フェイス

WPBベントリックス
フーディ

ニクワックスとのコラボレーショ
ンで高い撥水性を備えた700FPの
ダウンを使用。部位によってダウ
ンを封入するバッフルの形状を変
え、軽さと保温性を両立している。
価格：￥32,000＋税

条件が変わっても着用し続けら
れることを目指して開発された
化繊のインサレーションウエア。
通気性と伸縮性にすぐれるス
リット入りの中綿を使用。運動
量の多いアクティビティにも対
応する。価格：￥32,000＋税

1　インサレーションは英語で「断熱」を意味し、
中綿の間に含まれる空気の層が外界の冷気を遮
断することを指してそう呼んでいる。ウエアの
中につくられた空気の層が、自らの体温であた
ためられることであたたかさを感じさせる。
　保温性（＝あたたかさ）はつまり、中綿の中
にどれだけ多くの空気を含むことができるかで
決まる。ふかふかとしたロフト（かさ）がある
ウエアの方があたたかい。
　ダウンが有利なのはこの点で、ロフトを持ち
ながら、軽くてぎゅっと小さく圧縮できるので、
山で使うウエアにはとても向いている。ダウン
の品質はフィルパワー（FP）という数値で表示

され、この数値が高くなるほど上質になる。弱
点は濡れに弱いことで、濡れると毛羽立った羽
毛がつぶれて空気を含むことができなくなり、
極端に保温性が落ちてしまう。
　ダウンのこの弱点を解消したのがポリエステ
ルなどでつくった化繊の中綿だ。水分を含みに
くく、また、濡れてもロフトを失いにくいので
断熱性が保たれる。ただし、軽さや圧縮性では
いまだにダウンに軍配が上がる。
　ダウンにも化繊にも一長一短あるが、最近は
濡れに強い撥水ダウンや、新しい化繊綿も登場
している。定番から最新モデルまで、おすすめ
のインサレーションウエアを見てみよう。

ABC

大山孝一

好日山荘東京オフィ
スでマネージャーを
務め、バーグハウス
のPRや自社製品の企
画開発を行なう縁の
下の力持ち。釣りや
キャンプ、スノーボー
ドを楽しむ

教えてくれたのは
好日山荘スタッフ
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BC

5A
BC

6A
BC

7A
BC

　羽毛自体に撥水加工を施した「撥水ダウ
ン」の登場で、「ダウンは濡れに弱い」と
いう常識が変わりつつある。従来のダウン
に比べてより強力に水を弾くので、長時間
ウエアのロフトを保ってくれる。耐久撥水
加工を施したシェル（表生地）との組み合
わせで安心感はさらに増し、長期間の山行
でも使いやすくなった。

　濡らしたくないインサレーションウエア
は、付属のスタッフサックではなく、ドラ
イバッグで持ち運ぶのが安心。ぎゅっと圧
縮できるので、荷物もコンパクトになる。
いっぽうの保管時は、中綿にストレスをか
けないようにしたい。とくにダウン製品は、
ゆったりしたコットンのストレージバッグ
を使うのが理想。

　ケアラベルに洗濯可の表示があ
るダウン製品は、家庭で意外と簡
単に洗うことができる。
　洗濯時はファスナーをすべて閉
じてネットに入れる。大切なのは
乾燥時で、ウエアの形を整えてま
ずは陰干し。濡れてダマになった
ダウンはほぐす。ある程度乾いた
ら乾燥機へ。乾燥中も適宜取り出
し、ダマが残っていればほぐして
やる。これでロフトも復活！

　防寒のために熱をたくわえるというイン
サレーションウエアの常識を覆す、新しい
素材が登場している。筆頭はポーラテック
社のアルファだ。シート状にすることで綿
抜けの心配がなくなり、表生地に適度な通
気性をもたせることが可能になった。寒冷
下の運動量が多いアクティビティにぴった
りの、新世代のインサレーション素材だ。

バーグハウス

ラムチェマイクロジャケット

グランジャーズ

ダウン
ウォッシュ

撥水剤で知られるニクワックスとコラボレー
ションし、従来からあるハイドロダウンの撥水
性をさらに高めた850FPのダウンを使用。表地
も撥水加工を施し、合わせ技で濡れからダウン
を守る。価格：￥42,000＋税

洗濯機に直接投入す
るタイプの水性ク
リーナー。ダウンの
ふくらみを損なうこ
となく洗浄する。ゴ
アテックスファブリ
クスにも使用可能。
香料は含まず、抗菌
効果を備える。価
格：￥1,000円＋税

ドライバッグを使えば、雨に降られたり湿
気を帯びたものとともにしまっても安心。
綿のストレージバッグは通気性もよい

マムート

エナジーイン
ジャケット
通気性が高く、着たまま行
動してもオーバーヒートし
にくい新しい素材ポーラ
テックアルファを使用。脇
の下とサイドはストレッチ
フリースにして、より効果
的に熱を逃がす。価格：
￥30,000＋税

左はバーグハウスのハイドロ
ダウン。従来ダウンが右のよ
うにつぶれてしまうのに対し、
水を弾いてロフトを保つ

寒冷下でのクライミングやトレランなど、ウ
エアの脱ぎ着を少なくしたい場面に向く

アウトドアデザイン

ビジュアルウィンドー
ドライサック6ℓ

イスカ

コットンストリージ
バッグS

価格：￥1,900円＋税

価格：￥1,100円＋税
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つじまい
（おとな女子登山部）

つじまい、
御嶽山の麓で
アイスクライミングに
チャレンジ!!

おとな女子登山部

山登りをはじめて、まだ4年。
最初は地元、奈良の山々をのんびりと歩くことが好きだったはずの彼女が、
いつの間にやら、こんな世界にまで手が届くほどに……。
それもそのはず、「休み」とあらば、ひとりでもテントを担いであちらの山こちらの山へ。
山登りが好きになり、山登りにはまって、そしてまた次、その次のステップへ。
雪山をふつうに歩くだけじゃ物足りなくなったつじまいは、
いよいよアイスの世界へその第一歩を踏み出した！

アイスに心を
奪われた人

山を歩きはじめたのは2013年のこ
と。以来、山登りが楽し過ぎて、い
よいよココまでやってきました。
おとな女子登山部内随一のおっと
り系女子でありながら、心に秘め
たる山への闘志は人一倍

岡野朋之＝写真　宮川 哲＝文
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井坂道彦さん
（山岳ガイド）

アイスの魅力を
教えてくれた人

涸沢小屋での山小屋生活をきっかけ
に穂高周辺でアルパインクライミン
グを学ぶ。日本山岳ガイド協会認定
の山岳ガイド ステージⅡを保持。グ
ランドジョラス北壁やモンブランに
もその足跡を残す

ICE CLIMBING on Ciao !2017 WINTER



　専用のアイゼン、アックス、ハーネスやロープのほか、確保するた
めの各種登攀具など。アルパインスタイルで自然の氷壁を登るのでも
なければ、バックパックは必要ない。アイゼンもアックスも氷にしっ
かりと食い込むような形状が爪や刃に施されている。一般縦走用とは
別のアイテムと考えよう。

　アイス初体験のつじまい、戸惑いつつも氷壁に
アックスを振り下ろす……が、「な、なにコレ！　
氷って、こんなにも硬いんですか !?」と、びっくり
の様子。この日は氷点下 14度。御嶽の氷はビッシ
ビシに締まっております。「でも、硬いほうが刃がか
かりやすく、確保もしやすいんだよ」と井坂ガイド。

　ムーブの基本をしっかりと目に焼き付けたつじまい、いよいよ壁
へ !? と、思いきや「いやいや、まだ早い。まずは、地上でイメージト
レーニング」。そして、アックスを両手に右左、右左と足を交えてス
テップを踏み始めたふたり。カマをかかげているだけにハタ目には滑
稽なダンスを踊っているよう。でも、つじまいの目は真剣そのもの。

　山岳ガイドでありクライ
マーでもある井坂さんだけに、
さすがにスイスイと登ってい
きます。まさに登り方のお手
本。つじまいは、ポカンとそ
の後ろ姿を見つめるばかり。
イチ、ニ、サンとリズム感よ
くテンポをつけて……と、井
坂ガイドはいうけれど、い
やぁ、そんなにスムーズにい
くの !?

アイスクライミングって、
どんな装備が必要なの？

まずは氷に
触れてみる

地上でイメージ、イメージ

井坂ガイド
がお手本！
ムーブの
基本

右が一般用で左ふたつがアイス用。いちばん
左は一本爪（モノポイント）に変更してある

　初心者であれば、一般的な山登
りの基本と同じく「三点支持」を
ていねいに繰り返していくことが、
最大のポイントに。後ろから見て、
両足と片手で二等辺三角形をつく
り、これを正体としてイメージする
と登りやすい。アイゼンは前爪を
食い込ませ、つま先にしっかりと
体重を乗せる。こんな数ミリで本
当に支えられるの!? と、不安にな
るものの、慣れてくるとビックリす
るくらい安定しているから不思議。

ハーネスは無雪期のクライミングのものと同じ

つじまい、頭のなかではしっか
りと氷の壁を登っているハズ

ゆる～く打ち込んでも、まったく刃が立たない。コツがいるね、これ

Equipment

TOUCH

IMAGE

Basic
MOVE

左のストレートが一般用。
アイスアックスとピッケル
は別モノ

靴裏の雪ダマは
アイゼンが外れ
てしまう遠因に

厚手（ビレイ中）と薄手（ク
ライミング中）を状況に合
わせて使い分ける

アイゼンを
履く前に雪を

落とすべし!!

うわ
わぁ
、

ガッ
チガ
チで
す。

この
氷
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　結び目は目視での確認を忘れぬよう。こ
ちらはアイスでも無雪期のクライミングでも
同じこと。ロープクライミングに挑戦するな
ら、ダブルフィギュアエイトノットでちゃん
と確保できるように日々の練習も必要となる。
壁の下でロープを確保するビレイヤーも、
人の命を預かっているぶん、システムを理
解した上での反復練習が必須に。

　懸垂下降はクライミングの際に必要と
なる大切な登山技術。あまりの高みにい
ると、本当にロープに体を預けてしまっ
てもいいものかとドキドキとしてしまう
が、そこはビレイヤーを信じて姿勢を
保って降りられるようにしたい。ポイン
トは壁からしっかりと上体を離しつつ、
氷壁を踏みしめて一歩一歩降りること。

結び目もしっかり
チェックして

降下の姿勢も
うつくしく

井坂ガイドの懸垂下降の姿勢が、なんともうつくしい！

knot

Descent

壁の半ばでこの表情。この後、氷と格闘するつじまい
の闘争本能に火がつくことに

初心者は必ず、信頼のおける上級者に結び目を
チェックしてもらうこと

　地上でのイメトレを完了したつじまい、井坂ガイドにビレイを取ってもらいつつ、
念願の壁へ。まさに生まれて初めての挑戦。下からは「右。次は左足」と、ていねい
に声がかかっていくものの、あまりの寒さに固まってしまったのか、壁の半分ほどで
ピクリとも動かなくなり……お～い、大丈夫か～ !?

氷に取り付いてみる
On ice

思
っ
て
い
た

よ
り
も
、む
、

む
ず
か
し
い
ぞ
!!
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Let’s ice
climbing!!

　つじまいは、おとな女子登山部に入部して
まだ一年と少ししか経っていない。入部早々
の夏、大キレットの取材でいっしょに山を
登ったが、いま考えれば、すでにそのときに
は片鱗が見られていたように思う。なんの片
鱗かといえば、山にハマって行く彼女の姿で
あり、その芯の強さである。見た目にはおっ
とりとしていて、どちらかといえば無口なほ
う。でも、時折に見せる負けず嫌いな一面が、
というよりは自分に向かって行くさまが、あ、
すごく山に向いているんだろうな、と勝手に
考えていたりした。
　そんな彼女と久しぶりの再会となったのが、
御嶽山の麓にあるチャオ御岳のスキー場だっ
た。このスキー場には、初心者でもアイスク
ライミングに挑戦できる人工の氷壁がある。
八ヶ岳の赤岳鉱泉にあるアイスキャンディを
筆頭に、川上村の岩根山荘にあるアイスツ
リー、そしてここチャオのアイスパレーテと、
最近 10年ほどの間に人工の氷壁がつくられ
るようになった。どのエリアも冬場となれば
キンキンに冷え込むため、高く組み上げた足

場に水をかけ続けることで、日一日と氷の壁
がつくられていく。なんとも手のかかる作業
で、小屋のかたにもスキー場のかたにも、利
用させてもらう側としては感謝の気持ちしか
ない。むかしであれば、自然の氷瀑などに行
かなければ体験できなかったアイスクライミ
ングの世界をいとも簡単にできるとなれば、
その存在意義はかなり高い。クライミングの
技術の向上にも役立つだろうし、雪山での安
全登山についての訓練もできる。
　そんな人工氷壁のひとつ、アイスパレーテ
でのクライミング初挑戦。「興味があっただ
けにすっごく楽しみです！」と彼女は目をキ
ラキラとさせている。そもそもは地元奈良の
山歩きから始まった彼女の山人生は夏の縦走
にテント泊、そしてジムでのクライミング、
無雪期の岩場などその幅をどんどん広げてい
く。山登りが楽しくてしょうがないという感
じで、ひとりでも臆することなくテントを担
いで山に入っていく。そんなつじまいが、ア
イスクライミングの誘いを断るはずがない。
　そうして意気揚々と取り付いた氷の壁だっ
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たのだが……1m、2m と少しづつ体を上へ上
へと登らせていくものの、6m も進んだあた
りでピタリと動きが止まってしまった。
「えぇー、なんでだろう !? これ以上登れな
い !!」と、そんな声が頭上から降ってくる。
どうしたのかと聞けば、もう腕がパンパンな
のだという。つまり、アックスとアイゼンに
うまく体重をかけていることができずに
「力」で登っている証拠だ。ビレイを取って
いる井坂ガイドは、とってもうれしそうな顔
をしている。「そうりゃそうだよ、いきなり
は登れないでしょ」と。「ダメー、いったん
下ろしてください」。つじまいはいかにも悔
しそうな声音をあげる。「だから、基本は三
点支持。岩登りと同じ。3つの支点でしっか
りと体を安定できないなら、次の一手は出さ
ないほうがいい」。さっき、地上でイメージ
トレーニングをしていたときに教わったこと
だ。つじまいは氷壁を見上げつつ、登れそう
なラインをじっくりと考えている。「そうそ
う、登りやすそうなポイントを事前にイメー
ジしておくのも大事。どお？ もう一回、
行ってみる？」
　この日の御嶽山はかなり冷え込み、日中の
気温でも氷点下 14度。しっかりと装備をし
ていても動かなければ、芯から冷え込んでく
る。壁に張り付いたままでいるだけでも、寒
さで体の動きがどんどん鈍くなっていくよう
だ。下から見上げているだけの取材チームの
ほうはすでに凍ってしまいそうだが、つじま
いは負けじと何度も壁に取り付いている。す
でに５、６本は登っているものの、まだてっ
ぺんまではたどり着けない。そうこうするう
ちに、夕暮れも近くなってしまった。「こん
なにもむずかしいんですね」と、なんとも残
念な表情の彼女……。でも、チャンスはもう
一日あるじゃないか。早く、温泉に行きま
しょう！　寒ッ !!

アイスパレーテ
チャオ御岳スノーリゾート内につくられた人工の氷壁。高さはだいたい11～ 12mほ
ど。3面のアイスクライミングウォールが設置され、シーズン中であれば一日2,000円
ほどで利用ができる。スタッフが講師となっての講習会もあり、初心者でも挑戦で
きる体験会もある。ちなみにパレーテとは、イタリア語で「壁」を意味する言葉。ス
キー場名が“ciao”（伊　こんにちは）だけに、イタリア縛りなのもおもしろい。
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前日の失敗がとっても悔しかったの
か、十分なイメージトレーニングを
積んでから臨んだ一登で、見事、てっ
ぺんをとったつじまい。やるなぁ

井坂さん、必勝の裏技 アバラコフってなんだ!?
おまけ

　ロシア的な響きのあるアバラコフ。またの名を V

スレッドとも。氷壁上で支点を確保するときに、な
んと氷に直接、穴を空けてアクセサリーコードを通
し、即席の支点としてしまう。ギアを残置すること
なく氷壁を降りるときに使う高度な登攀技術だ。

井坂ガイドもアルプスの壁を降りるときに
使ったことがあるそう。アイススクリューで
穴を空け、最初の穴に対して斜めにもう一本。
マルチフックでコードを引っ張り出し、ダブ
ルフィッシャーマンズノットでループをつく
る。つじまいが引っ張ってもビクともしない。
ここにロープを通して支点とする。スゴイ！

やばいです。

これ、ハ
マって

しまいそう!!

　翌朝、御嶽は朝から快晴に恵まれた。気
温も昨日ほどは寒くはない。つじまいのリ
ベンジ、再挑戦がはじまった。前日同様、
まずは氷の具合をチェック。アックスにア
イゼンをカツッと氷に食い込ませてみる。
と、昨日よりもしっかりと食い込んでいる。
氷の状態がいいのか、それとも彼女の腕の
振り、足先の蹴り込みがよくなったのか。
「今日はこっちの壁に挑戦してみましょう。
少しルンゼっぽいので休めるポイントも多
くあるかも」と、井坂ガイドが選んでくれ
たルートは、たしかに登りやすそうだ。と
はいえ、高さは相変わらずだし、ほぼ垂直
なのも変わらない。
　つじまいの目は真剣そものの。じぃっと
壁を見つめている。ダブルフィギュアエイ
トノットでしっかりとロープをハーネスに
つなぎとめ、最初のアックスを打ち込んだ。
最初の一撃がビシッと決まる。まるで昨日
とは別人のよう。力強く、でもていねいに
三点支持をしっかりと取りながら少しずつ
体を持ち上げていく。見上げれば、真っ白
な氷の壁に真っ青な空がうつくしいライン

を描き縁取っている。そこに一点、つじま
いの姿だけがある。ここだけを切り取れば、
なんだか本場アルプスかヒマラヤか、そん
な名のある氷壁を攀じっているかのようだ。
そしてつじまいは、朝の一撃であっさりと
アイスパレーテのてっぺんにたどり着いた。
氷壁の上からみた御嶽はどこまでも白く光
り輝いている。満面の笑みを浮かべながら
下りてきた彼女は、告白する。
「じつは、昨日登れなかったのが本当に悔
しくって、頭の中でずっとイメトレしてい
たんです。宿のご飯を食べながら、温泉の
湯に浸かりながら、布団の中でも一晩中
……」
　つじまいは、やっぱり山の人なんだ。自
分で困難を整理整頓して、ちゃんと克服し
ていく。たぶん、山のセンスがあるんだと
思う。後日聞いたところでは、つじまいは
いま、ある目標に向かってひたすら山に邁
進しているのだとか。彼女の夢が叶うこと
を願いつつ……いや、きっと叶うんだろう
な。おとな女子登山部は、本当に実力者ぞ
ろいだなとつくづく思う。

Last 
try
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ゴンドラの山頂駅は、目の前に乗鞍岳の山並みが見わたせる絶好の展望台。標高が高いだけに雪質もサラサラ。センターハウスのレス
トランで食べた台湾まぜそばは絶品だった。アイスパレーテがあるのは、ショートコースの真下のエリア

左の写真が渓谷露天風呂への氷の回廊。温泉でできた巨大な氷柱が何本も。露店風呂にたどり着くまでの楽しみ
のひとつでもある。旅館だけに、夕食はとっても贅沢。飛騨だけに、飛騨牛ですよ！ このほか、旅館にはめずらし
い本格的な天文台を屋上に設置、星空観察会もよく開かれている

　御嶽山のいちばん北にある継
ま ま こ

子岳の北側斜面につくられたスキー場で、初
級者から上級者まで楽しめる計 5本のコースを設定。8人乗りゴンドラリフト
で一気に標高 2,190mの高みまで登ることができる。今シーズンのオープン
も確定している。スキーもスノーボードも OK。http://www.ciao.co.jp

　御嶽山の山の出湯といえば、濁
にごりご

河温泉。チャオからもほど近く、泊ま
りならオススメの温泉街だ。取材班が利用したのは「旅館御岳」。雪舞
うなかでの露天風呂のまたすばらしきこと。なかでも本館から 160段も
の凍った階段の回廊の先にある渓谷露天風呂は秘湯の名にふさわしい佇
まい。ただし、混浴。https://www.ryokan-ontake.jp

アイスパレーテがあるのは
チャオ御岳スノーリゾート

御嶽山麓、プラスアルファの愉しみ
濁河温泉でゆったりあったか

ciao ONTAKE

Hot spring
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「いつか機会があれば……そう願っています」
世界最高峰ではなく、
8000m峰3座連続登頂を選んだ彼女。
高所登山の魅力をたずねると
「できるだけ長く、自然のなかにいたいんです。
ヒマラヤ登山では、ひと月ほど山で過ごせるので」
この秋、マナスル（8163m）登頂を果たした
岩田京子さんが、山に向かう理由とは。
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　待ち合わせ場所に現れた彼女は、大
きなザックを背負っていた。3週間ほ
ど前、マナスル（8163m）に登頂し、
帰国したばかりの彼女は、この翌日、
ふたたびネパールに飛ぶという。
「今日は 1日、お世話になった方々や
友だちに会っていたのですが、みんな
が行動食だよ、って……」
　恥ずかしそうに開けたザックには、
好物だというチョコレートがぎっしり。

「いまは前以上に、ちゃんと帰ってこ
なきゃ、って思えるようになりました」

＊
　登山ガイドとして活躍する岩田京子
さんが山に出会ったのは、10年ほど前
の会社員時代。「ほどほど」ができな
い性分から仕事を詰めこみ、その結果、
放心状態に。
「自分で選んだことですが、とにかく
疲れてしまい、ひとりになりたくて」

　情報あふれる人混みでは、さまざま
な思いに振りまわされてしまう。それ
らを振り切るようにバイクにまたがる。
「そうして旅に出て、ツーリングマッ
プを眺めているうちに、山の存在に気
づいたんです」
　それではと登りはじめたところ、道
を失い、迷子になってしまう。
「地図を持って歩くことすら知らな
かったんです。このまま続けたら、い

つかは死んでしまう。矛盾するようで
すが、そこからは人のいる山を目指す
ようにしました」
　そうして日本百名山の存在を知り、
少しずつ登りはじめる。
「いつもひとりで黙々と登っていると、
歩くたびに早まる呼吸やからだのこと
しか考えられなくなる。そうしていま
の自分を冷静に見つめ、整理をつける。
登ることで無心になれることが、当時

のわたしには大切だったんです」
　3年で百名山を 80ほど登った彼女
の次なる目標は、アンナプルナ
（8091m）をめぐる長いトレッキング。
「そうを考えていたとき、バックカン
トリーツアーに参加し、ガイドさんに
聞いたんです。ネパールに行ったこと
はありますか、って」
　なにも知らずに話しかけたのは、国
際山岳ガイドにして高所登山のスペ

シャリストである近藤謙司さんだった。
「そうしたら、アンナプルナもいいけ
れど、1カ月後にエベレストに行くか
ら一緒にどう、って誘われたんです」
　これも縁だと心を決め、近藤さんと
ネパールへ。エベレストのベースキャ
ンプ（5364m）まで同行し、高所順応
をする隊員とともにロブチェ（6119m）
にも登っている。
「そこから高所登山について考えはじ
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めました」
　ネパールから戻ると、海外登山に強
い旅行会社に勤務、添乗員としてキリ
マンジャロ（5895m）をはじめ各国の
山々へ。その後は近藤謙司さん率いる
「アドベンチャーガイズ」に在籍、さ
らに登山を学んでゆく。そうして
2016年、チョー・オユー（8201ｍ）、シ
シャパンマ（8027ｍ）、マナスル（81 

63m）の 3座連続登頂に挑戦を目指し

た。ここでふと疑問に思う。3座連続
ではなく、最高峰のエベレストへ、と
思わなかったのだろうか。
「エベレストだけ飛び抜けて費用が高
いんです。ひとつの山にお金を使うの
ではなく、3つに惹かれたんです。
あっちのネギは 1本だけどこっちは 3

本、しかもお安いわよ、みたいな
（笑）」
　そうして無事にチョー・オユーに登

頂。ところが続くシシャパンマでは、
心拍数の低下が原因で挑戦を断念。顔
の形が変わるほど泣いたという当時の
心境を、ブログにこう綴っている。
――20歳まで生きられないかも知れ
ないと、腹をくくっていた幼少期。そ
れからこんなにも長く人生を楽しませ
てくれ、やりたい事にチャレンジさせ
てくれた。それだけでも充分幸せだと
は思う。自分の身体に感謝するときが

きたのかな……。
「小さい頃から喘息がひどく、病院に
ある吸引器を家に置いてもらうほどで
した。途中で苦しくなるので、みんな
と一緒に通学もできないし、遠足にも
行けなくて」
　中学 3年生のときには大きな発作を
起こし、これ以上の手立てはないと医
者に宣言されてしまう。
「両親はあらゆることに手を尽くして

くれたけれど、それでもだめなら、も
う無理なのだろうな、って」
　抗うようにマラソン大会に出ては倒
れてみたり、はたまた煙草に手を伸ば
したり。そこには、どうせ生きられな
い、という諦めもあった。
「ありがたいことに高校を卒業する頃
になると発作が起こらなくなったんで
す。それだけにシシャパンマに挑戦で
きないのが悔しかったんです」

　心拍は低いものの、SpO2値（動脈
血酸素飽和度）は良好で、体調もよ
かった。なにより悔やまれたのが、ど
うしてそうなったかを、そのまま高所
に行ったらどうなるかを理解し、説明
できなかったこと。
「最後のマナスルは時期が遅く、ルー
トが崩落している状況をこの目で確か
めたので、諦めがつきました」
　帰国後はふたたび資金集めに奔走。

photo be Kyoko Iwata
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できる仕事はすべて引き受け、ザック
に食料と水筒、着替えを詰めこみ、で
きる移動は歩いてこなした。その一方
で、体調管理に努める。そうしてこの
秋、再度マナスルに挑戦し、無事に登
頂を果たした。ここまでマナスルにこ
だわった理由はなんだろう。
「何度も訪れるなかで、ネパールが、
里に暮らす人たちとその居心地のよさ
が好きになっていったんです」
　それは、たびたび東北の山を訪れる
のと同じ理由だという。麓の風土と人
柄が好きだからこそ、そこから見える
山頂に惹かれる――ネパールを愛する

彼女にとって、マナスルは大きな里山
のような存在なのかもしれない。とは
いえ、生死が交差する 8000m、そこ
にはなにがあるのか。
「虚飾を捨てた真の姿に会える、とい
うか。生き抜くという、生物としての
欲求がシンプルに現れる場ですね」
　そうした根源的な欲望すら脳裏から
消え去る頃、ピークへとたどり着く。
他の 8000m とは異なり、マナスルの
頂は連なる山稜を持たず、独特の世界
が広がっているという。
「登頂時は無風の快晴でした。雲海に
浮かぶピークに立つと、世界のてっぺ

いわた・きょうこ　1976年生まれ、登山ガイド。
マナスルでは天候に恵まれず、通常はひと月か
かるところを6日で登頂し、世界最速記録に。「記
録はあとから聞き、びっくりしました」。師匠の
近藤謙司さんは「スーパーレディではないけれ
ど、自分に厳しく芯が強い。ビジョンを明確にし、
謙虚に理論と実践を重ねた結果だと思います」

mountain
& people

No.27

KYOKO IWATA

んにひとりいるようで。うまく言葉に
できないのですが、天国のようだと思
いました」

＊
　まわり道を経て、登山ガイドになっ
た岩田さん、けれどガイドを志すきっ
かけは、職業としてではなく、山を知
りたいという思いからだったという。
「当時は仲間もおらず、自分の身を守
るために、ガイドをお願いすることを
考えました。ただ、そうするにしても、
事前にガイドがなにを教えてくれるの
か、勉強しておこうと思ったんです」
　そうして教本を手にしたのがきっか
けだった。
「昔のわたしのように路頭に迷わず、
山の楽しさを味わってもらえたら」
　そうした願いの裏には、もうひとつ
の思いが見え隠れする。
「学校や職場で行き詰まってしまうよ
うなことがあっても、いまいる場所だ
けが世界の全部じゃない……そう伝え
られたらと思っています」
　行き場を失っていた会社員時代、
チョコレートとコーヒーだけしか喉を
通らない時期があった。いまは 3食食
べられるようになっただけでなく、マ
ナスル遠征ではあろうことか太って
帰ってきた――笑顔でそう語る姿を、
少女時代の彼女が知ることができたら。
　それぞれの思いを抱えながら、人は
山へと向かってゆく。
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　透明な潮の香りから、踏みしめた落
ち葉の匂いへ。連絡船の航跡をなぞる
ように滑空するウミネコの饒舌から、
冬枯れの梢を散歩するアオジの囁きへ。
船で海を渡り、島の山を目指すとき、
私はいつもより自然を楽しめている気
がする。
　そして、島ならではの出会いも嬉し
い。瀬戸内海に浮かぶ小豆島の場合は
「醤油」。みなさん、醤油がどうやって
造られるのか知ってますか？ 道すがら
その伝統製法を見学できるのが、千
羽ヶ嶽を縦走するトレイルだ。
　一般的には「日本のエーゲ海、オ
リーブの島」だが、登山界での小豆島
は「吉田の岩場」で知られるクライミ
ングフィールド。しかしこの島には、
岩登りの経験が少なくても、奇岩や、
目もくらむような高度感を満喫できる
山がある。千羽ヶ嶽はそのひとつで、
標高はまさに低山だが、海辺から見上
げた姿はまるでパタゴニア――アウト
ドアウエア「パタゴニア」のタグに描
かれている峰のよう。実にかっこいい。
　その裾野に目を向ければ、そこは醤
油の里。小豆島の醤油づくりは 400年

ぐらいの歴史があり、現在は 22軒の
蔵元が残っている。千羽ヶ嶽の下山
ルートにある「ヤマロク醤油」は創業
約 150年。ここの、明治初期につくら
れた木造の蔵には巨大な杉樽が並び、
そのなかで 2、4年かけて醤油が醸造さ
れている。柱や梁や土壁、杉樽の表面
はぼろぼろに見えるが、それは付着し
た菌の集合体だ。そもそも醤油という
ものは、大豆と小麦、麹、塩、その地
に常在する菌、そして自然現象（風と
温度と湿度）の産物。この古めかしい
蔵は、醤油づくりの原点を教えてくれ
る空間なのだ。
　最盛期（明治時代）には約 400軒
あったという小豆島の醤油蔵。それほ
ど繁盛したのは、かつての瀬戸内海が
物流のメインルートで、そこに浮かぶ
島々は人や物が集まる要衝だったから。
そしてその繁栄の時代は、日本人が石
炭や石油に頼るようになった期間より
はるかに長い。150年ほど前までは「わ
れは海の子」が流通や経済の主役だっ
たのか──なんてことをつらつらと考
えながら、島の山旅では、時がたゆた
うように流れていく。

連絡船で穏やかな海を渡り、
醤油という、
和の香り漂う里にやってきた。
それを見下ろす山は、
瀬戸内の島のイメージを裏切る
岩峰のつらなり。
伝統と自然の驚異に出会う、
島の山旅へ。

大村嘉正＝写真・文

拇指平からの絶景。右奥
の山の向こうに千羽ヶ嶽
の山頂がある
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〈歩行計＝2時間50分〉橘上バス停（10分）登山口（45分）拇指平
（25分）千羽ヶ嶽（30分）林道（1時間）安田上バス停
橘集落の登山口周辺は乗用車5台分ほど駐車可。路線バス（小豆
島オリーブバス）は便数が少ないので注意。千羽ヶ嶽の山頂から
安田集落への登山道は、出だしがやや不明瞭。山頂のリッジ伝い
にちょっとだけ西へ向かうと、灌木の間に踏み跡と、「登山道」と
記された赤い小さな札あり。該当2万5000分の1地形図は「草壁」。
小豆島オリーブバス　http://www.shodoshima-olive-bus.com

小豆島を「日本のエーゲ海」ではなく、「日本のパタゴニア」と呼びたく
なる千羽ヶ嶽の威容。画面左手前の拇指岩は、瀬戸内海有数のクライミ
ングゲレンデ。橘上バス停から登山開始のほうが景観的にすばらしい

（上左）千羽ヶ嶽山頂は、非常に狭い岩峰。山頂の定員は1名＋ニホンザル数匹
か。いや、これ冗談ではなく、この日は2頭とここで鉢合わせに。彼らの置き土
産（糞）があったりするので手元足元には要注意。スパッと切れ落ちた岩壁の
上から、瀬戸内の絶景が広がる。（上右）少なくとも100年以上使われてきたヤ
マロク醤油の土壁の蔵と杉樽には、百数十種類の菌（乳酸菌・酵母菌）が常在。
小豆島の自然が約二夏かけて生み出すここの醤油は、日本が誇れるスローフー
ドのひとつだ。見学可だが、前日から納豆を断食する必要あり（蔵の常在菌は
納豆菌に弱いので）。ヤマロク醤油　http://yama-roku.net

クヌギやコナラ、カシの雑木林を登っていく。橘集落の登山口は、石垣の
間の細道なので注意（石垣に白ペンキで「親指岩↑」）。滑りやすい急登
がいくつかあるが、固定ロープが設置されているのでむずかしくない
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　日本百名山のなかでもっとも標高の低い山
が筑波山（877ｍ）です。とは言っても、関
東平野を見渡すことのできる頂上からの展望
の迫力は、標高がいちばん高い富士山にも
けっして引けを取りません。そんな展望を
ケーブルカーやロープウェーで手軽に楽しめ
るとあって、古くからとても人気のある山岳
観光地で、行楽シーズンともなれば頂上は、ま
さに足の踏み場もありません。しかし、筑波
山を楽しむのならば、比較的空いているこれ
から晩秋から冬にかけてのシーズンがベスト
とも言えます。というのも、これからの季節
は、西高東低の冬型の気圧配置になることが
多く、日本海側は降雪に見舞われますが、太
平洋側は晴天の確率が高くなり、晴れた冬の
青空のもと、初心者でも快適な冬山登山を楽
しむことができるのです。また、冬の空気は
とても澄んでいるので展望登山には最適です。
冬山とは言っても、筑波山の降雪量はそんな
に多くないので、雪山初心者にも最適です。レ

ベルに合わせてさまざまなコースが取れるの
で、雪遊びがてら家族で雪山登山というのも
楽しいかもしれません。とくにおたつ石コー
スは展望に富み、変化に富んでいて親子登山
にはとてもいいルートです。しかし、岩場や
日陰になったところでは、凍結している箇所
もあるので、転倒やスリップには充分注意し
てください。また、女体山の頂上直下からピー
クにかけては、高度感満点の狭い岩場になっ
ているので、滑落に注意してください。
　女体山から、男体山へも足を延ばせば、途
中の広場、御幸ヶ原には数軒の食堂や売店な
どがあるので、あたたかいものを食べること
もできます。車の場合は、女体山からロープ
ウェーで下山してもいいですし、男体山から
筑波神社へとケーブルカーで下山もできます。

　ウエアやバッグなど、その保温性や素材の
防水透湿性、着心地、丈夫さ……といったアウ
トドアアイテムのよさを、これまでフィールド
で体感してきた人なら、ぜひとも普段のライフ
スタイルにも同様に取り入れたいと思うのが、
山好きの心情ではないでしょうか。
　とくに近年アウトドアウエアはファッショ
ンアイテムとしても多くの注目を集め、より街
やビジネスシーンになじむデザインのものが
各ブランドからリリースされるようになりま
した。もちろん！ その素材や構造は一般アパ
レルよりもはるかに信頼できるクオリティで
あり、長年使っていきたいと思えるものばか
り。自転車通勤などはもちろん、台風といった
荒天時でも雨風に負けず快適に通学や出勤す
ることができるでしょう。
　好日山荘ではこの冬もそんなライフスタイ
ルに寄せた名アイテムを厳選してラインナッ
プ。街やビジネス用の冬服を新調する予定の
かたは、ぜひアウトドアウエアもその候補とし
て検討してみてはいかがでしょうか？

Mt.News!

POINT1 関東平野を一望できる大展望
POINT2 変化に富んだアスレティックなコース
POINT3 都市近郊からのアクセスのよさ

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あと、
独立。三児の父として、専門誌などで親子登山の連載を
４年に渡り続けている。

すぐれた防水透湿
性を持つ独自素材
「ハイドロシェル」
採用のバーグハウ
ス「スティロイジャ
ケット」（22,000円＋
税）。シンプルデザ
インが街になじむ

高度感のある山頂は眺めは
いいが、おっちょこちょい
なやつは滑落に注意しよう

コースタイム●つつじケ丘駐車場～（50分）～弁慶茶屋跡～（45分）～女体山山頂～（20分）～御幸ヶ原～（20分）～
男体山山頂～（30分）～ロープウェー女体山駅～（6分）～つつじケ丘駐車場

山オヤジの小言●有名山岳観光地をなめてはいけません。行楽シーズンでなくても、駐車場などは、休日ともなれば観光客
ですぐにいっぱいになってしまいます。また、これからのシーズンは、日も短くなり、行動時間も限られます。電車でも車
でも、出かける際は、なるべく朝早くに到着したいところ。

子どもアドバイス●冬の親子登山でもっとも気を使うのが防寒対策です。とくに子どもは、体が小さいので、大人に比べ
てすぐに体温が低下してしまいます。でも、雪を触ったり、氷をつかんだり。すぐに「やめなさい」とは言わず、手がかじ
かんで、冷たくなる実感もまた経験として大切です。あたたかい予備の手袋や帽子、防寒具を多めに用意して、冬の登山を
いっしょに楽しんでください。＊問い合わせ先：つくば観光コンベンション協会　TEL029-869-8333好日山荘Web Shop

http://www.kojitusanso.com/shop/

伸縮する中綿を封入し、イ
ンナーとしてたしかな保温
性をもたらすザ・ノース・
フェイス「トランジットカー
ディガン」（20,000円＋税）

タブレットやPC収納ルー
ムなどを備えた、高強度
なキャンパス素材のマー
モット「ワイズマンパッ
ク20」（12,000円＋税）

462017 WINTER



　雪のモンスターを探しに、秋田は森吉山まで足
を延ばした取材チーム。晴天のもと、3日目に稜
線で雪洞掘りに熱中していたときのこと。おとな
女子登山部のなっちゃんが、雪影にしゃがみ込ん
でなにやら創作をしています。できた～！ と、と
びきりの笑顔で見せてくれたのは、雪で型どった
特製の行動食ケーキでした。じつは、ちょうどひ
なまつりの時期に当たっており、しかもカメラマ
ン矢島さんの誕生日も近かったのです！ できあ
がった雪洞のなかで、プチひなまつり＆誕生パー
ティが実施されたのでした。森吉登山に楽しいエ
ピソードが加わりました。それにしても、女子力
高いなぁ、なっちゃん。（写真＝矢島慎一）

今回のお品

　去る 10月、大阪の南海電鉄・難波駅から今宮戎駅間の“高架
下”にある商業ゾーンへクライミングジム「グラビティリサー
チ NAMBA-B」がオープン！ 総面積はなんと 685㎡と関西最大
級の広さを誇り、高さ最大４m・最大傾斜 140度の巨大ウォー
ルを設置。施設内にはザ・ノース・フェイスとのコラボストア
も併設され、クライミングにショッピングに……と、まちがい
なく足を運ぶごとに楽しさが見つかるスポットとなっている。

Kojitsu Sanso

Tsushin Vol.06

関西最大級クライミングジム
「グラビティリサーチ
NAMBA-B」誕生！

人気ブランドとコラボストアも

　大雪山の主峰・旭岳を
有する東川町は北海道の
ほぼ中央に位置し、道内
各港から超新鮮な魚介類
が入手できるエリア。大
雪山の伏流水で育ったお
米や野菜もおいしいと評
判で、それらの豊富な食
材をていねいに調理する
「居酒屋りしり」はグルメ
通をもうならせる予約必
須の人気店。銘酒も揃い、
下山後の「しっぽり一杯」
にまさに最適なお店。

北海道上川郡東川町東川1-6-14　☎0166-82-4088　
17:00～ 23:00　 日曜日

大阪市浪速区難波中2-11-1　☎06-6626-9587　 平日12:00～ 23:00
／土日祝11:00～ 21:00　 なし

福瀧智子＝写真

今回の
スポット

＜材料＞

■油揚げ
　1袋（2枚入り）
　※油抜きしないで
　使えるものが便利

■キムチ　1パック

＜作り方＞

1
2

3

油揚げをひと口サイズにカットする。
熱したフライパンで焦げ目が付くくらいまで
炒める。
キムチを絡めれば完成！ お好みでゴマ油を加
えて。ビールにピッタリな１品です！

ひどくつらい登りや下
りのとき、人のウワサ話

（悪口含む）をしていると、つら
さを忘れて歩けてしまいます。こ
んな登山、邪道でしょうか（鳥取
県・OL32歳）
所長　先日、同行したご婦人方

は、道中ずっとスーパーの特売の
話をしておった。挙げ句、頂上に
着くと「アラ、意外と早かったわ
ね」。それでも実に楽しそうに「い
い山だった～」っと満足そうに
帰っていったのを見ると、別に邪
道とも言えないんじゃないかな。
助手　じつは登りにお強いので
は……。
所長　むしろ、あんなに喋ってて
よく疲れないなぁ、と感心してし
まうほどだ。私なんぞ、ちょいと
急登が続くとメモ代わりのボイ

スレコーダーを録るのも億劫な
のに。ある意味、バテない山歩き
のノウハウとして見習うものが
あるかもしれないぞよ。

真冬に山スキーにでか
けると仲間のひとりの

女性が必ず毎回「おむつ」をして
きます。理由は「雪中でトイレし
たくないから」だそう。ぼくは最
初、声が出ないくらい驚きました
が、これって一般的でしょうか
（山梨県・男性 28歳） 
所長　トイレのことを「雪に隠
す」と書いて雪

せっちん

隠と言うのを知っ
ておるかな。
助手　はぁ、聞いたことあるよう
な気もしますが、この質問と何か
関係が……。
所長　いや、とくにない。さて、
この質問だが私も声が出ないく
らい驚いた。が、もしもと思って

雪山やバックカントリー・フリー
クの知人女性何人かに聞いてみ
た。チョロリーノ、チビリーノ、あ
なたの秘密、漏らしません。だか
らちょろっと教えてーの。だが、
答えは一律「そんな話は聞いたこ
とがない」とのことであった。
よって一般的とは言えぬ。
助手　でも、意外と便利かも。
所長　休憩時やアクシデントで
動けないときには冷えるだろう
し、状況によっては危険ですらあ
ると思うぞ。備えとしてあててお
く、という程度ならアリかもしれ
ないが、積極的な用足し目的なら
決して薦められませんな！

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。最近
“キレ”が悪く、Q2が
他人事とは思えない

塚野 浩＝イラスト
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応募はこちらから！

発熱する素材、ブレスサーモの厳
寒地対応モデル。2層構造の編地に
ボリュームをもたせつつ、裏起毛
を施すなど、より保温性に重点を
置いたモデル。素材：ポリエステ
ル 84％＋指定外繊維（ブレスサー
モ）16％　カラー：ブラック　サイ
ズ：L　価格 6,300＋税

しっかり発熱、あたたかさ
長持ち、汗冷え抑止、いや
な臭いをちゃんと抑える、
など女性にうれしい機能満
載のブレスサーモの厳寒地
対応モデル。素材：ポリエ
ステル 84％＋指定外繊維
（ブレスサーモ）16％　カ
ラー：ブラック　サイズ：
M　価格 6,300＋税

ミズノ
ヘビーウエイト
クルーネック長袖シャツ

ミズノ
ヘビーウエイト 
クルーネック
長袖シャツ

応募期間：2017年12月1日～2018年2月28日

シェル素材には、防風性能
が高く、引き裂きに強い
パーテックス QUANTUMを
使用。また、中綿にはニク
ワックスを施したハイドロ
ダウンを封入。撥水性が高
いので、ウェットな状況下
でもあたたかさが持続する。
素材：パーテックス QUANT
UM Diamond Fuse＋ハイド
ロダウン　カラー：Adriatic　
サイズ：日本サイズ L（メン
ズ）　価格：32,000円＋税

多目的かつ軽量なバーグハウ
スのテクニカルなダウンジャ
ケット。熱効率を追求したボ
ディマッピング構造を採用し、
快適な着心地を追求している。
中綿には、ニクワックスで加
工した撥水ダウンを使ってい
る。素材：パーテックス QUA
NTUM Diamond Fuse＋ハイド
ロダウン　カラー：Black　サ
イズ：日本サイズM（ウィメン
ズ）　価格：32,000円＋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

バーグハウス
ウィメンズ
エクストレム マイクロ
ダウンジャケット 

読者プレゼント
GUDDÉI 2017 冬号

1名
Women’s

1名
Women’s

1名
Men’s

1名
Men’s

1名
6.5

サルティックは、今年から好日山
荘で展開をスタートしたチェコの
ブランド。このクライミング
シューズは足裏からアッパー、そ
して、つま先まで全体を巻き込む
ようにしてラバーバンドが装着さ
れているため、抜群のフィット感
が得られる。重さ：300g（ペア）　
素材：アッパー／マイクロファイ
バー、ミッドソール／ EVOLUTION、
ソール／エクスタシーソール
3.7mm　サイズ：6.5（25.0cm）　価
格：13,000円＋税 

サルティック
エニグマノップ
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 おとな女子登山部４メンバーが指南する

テント泊装備を買うなら、
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NEW GENERATION
CLIMBERS

小島果琳（16歳）

インタビュー「山と人」

岩田京子
（登山ガイド）

 第２特集

おとな女子登山部

つじまい、御嶽山の麓で
アイスクライミングにチャレンジ!!

モンスターに
会いに森吉山へ

特集

冬のお得な

割引クーポン

全国の好日山荘

店舗カウンターで

大活躍!!
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Snow monsters living in
Moriyoshizan.
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