道具についての解説
スキー編

スノーボード編

スキー
多くのゲレンデスキー用の板を代用することが可能ですが、一般的には軽量な山岳
スキー用の板を使います。流行のセミファットやファットスキーなど幅広のものもバッ
クカントリーでは大変有効ですが、全体の重量や滑りのスタイル（歩行主体かパウダ
ー専門かなど）に応じて使い分けるとよいでしょう。

スノーボード
ゲレンデ用の板を代用することが可能ですが、パークやジブ用のトリック重視のツ
インチップボード、また極端にサイドカーブの強い板は不向きです。使い慣れている
やや長めのディレクショナルでいわゆるオールラウンド用の板が良いでしょう。ただ
し、バックカントリー用のツインチップボードもあり、バックカントリーに於いてでもスイ
ッチライディングやトリックにこだわる場合はその限りではありません。
またパウダーメインの幅広のものやいわゆるビッグマウンテンボード、ダブルピン
テール（スワロウテール）の板などはバックカントリーでは大変有効ですが、雪の状
況によるその日の滑りのスタイル（悪雪を含むフリーライディングなのかパウダーを
味わうのか）に応じて使い分けるとよいでしょう。スプリットボードは登高時に板を背
負う必要がなく、身軽にハイクアップすることが出来ます。

ブーツ
滑降と歩行用の２つのポジションをもち、ソールが歩行用のパターンが入ったゴム底
（ビブラムソールなど）のいわゆるスキー兼用靴が必要です。滑り重視のツアーや初
めての山岳スキーの場合、ゲレンデ用のブーツを使用することもできます。兼用靴に
はメーカーやモデルによって滑降重視タイプと歩行重視タイプと相反する性格のもの
がありますのでご自身の滑りのスタイルに合わせてお選び下さい。
ビンディング
ツアー用の歩行のためにヒールが開放される登高モードと、固定ができる山岳スキ
ー用の締め具が必要です。フリッチ（ディアミール）などが代表的なメーカーです。軽
量化を図られたディナフィットなどの TLT ビンディングのシステムお勧めです。ゲレン
デ用のビンディングにアルパイントレッカーなどの登高モードにするためのアタッチメ
ントを使用することもできます。
シール
登高時にソールに貼り付ける用具で、スキンとも呼ばれます。毛の方向性を利用して
登高を可能にします。モヘヤやナイロンなど素材により多少の特徴と使い勝手の違
いがあります。また、スキーへの装着方法にも、トップフィックス（テールからトップに
向かって貼り、ゴムの止め具で固定するタイプ）やテールフリー（トップから貼り、テー
ルでは固定しない）など種類があります。
ストック
一般的なストックが使用可能です。深雪などではリングが大きめのものが扱い易い
でしょう。
ザック
スキーを装着可能な30～40リットル程度のバックパック。滑りに適したバランスのBC
スキー専用のバックパックもございます。ウェストベルトも滑りには必要です。
その他
状況に応じてスキーアイゼン（クトー）、ハーネス、クライミングアイゼン、ピッケルな
どを使用することがあります。また、雪崩埋没者捜索の為のアバランチビーコンが必
要になります。お持ちでない場合、ビーコンは無料でレンタル致します。

ブーツ
フリースタイル用のスノーボードブーツで OK ですが、最近はハイクアップ用にソー
ルが歩行用のパターンが入ったゴム底（ビブラムソールなど）のものがあります。バ
ックカントリーでは時につぼ足（ブーツのみ）でのハイクアップも要求されますので非
常に効果的です。またキックステップ（足先を雪の斜面に蹴り込む）で急斜面を直登
することもあるため、トゥにある程度堅さがあると尚良いでしょう。
いずれにせよ自身のスノーシューとの相性を事前にチェックすることが必要です。
ブーツ、ビンディング、スノーシュー全てをステップインで楽に着脱することが出来る
よう、互換性のあるラインナップを持つメーカーもあります。
ビンディング
形状は問いませんが時に急斜面での装着を余儀なくされる事もあるため、ステッ
プインは有効です。セッティングに関しては通常よりややセットバックするのが効果的
です。ゲレンデとは違う環境ですので普段ダックスタンスの方は、後ろ足の角度を少
し前に向けるなどの調整をするのも良いでしょう。
ハイバックは自分の好みに応じた高さをチョイスすれば OK です。ビンディングの
故障はバックカントリーでは致命的な問題です。ねじ用の工具やスペアのストラップ
は携帯するよう心掛けましょう。
ストック
ライディング時の収納を考慮して 2～3 段に伸縮するタイプのストックが必要です。
深雪などではリングが大きめのものが扱い易いでしょう。時にはボード装着のまま、
ストックでバランスを取りながら平地を移動することもあります。必ず両手に 2 本必要
となります。
バックパック
スノーボードを装着可能な 30～40 リットル程度のバックパックが必要です。滑りに
適したバランスをもった専用のバックパックが各社より販売されています。ウェストベ
ルトは特に滑降時、体にフィットし、ライディングの妨げにならないためにも必要です。
一般的には縦着けに装着しますが、強風時など横付けに出来る場合は、横付けの方
が都合の良い場合もあります。
ライディング時は、板装着部にスノーシューを装着、ストックを収縮し、一般的には
バックパックのサイドに装着してストラップで固定します。バックパックは可能な限り、
密着させ、ライディングの負担を軽減するよう努めましょう。各部のストラップ等を的
確に締め、ぶらぶらさせて引っかかったりしないようコンパクトに収納してください。
スノーシュー
各社メーカーのスノーシューが利用可能ですが一般ハイキング用などは避けて、
バックカントリー用の斜面登高仕様のスノーシューが有効です。急斜面登高の際は、
ヒールリフト（登高支柱、クライミングサポート）を積極的に利用して足の疲れを軽減し
ながら登り、肝心のライディングに影響が無いよう、的確にハイクアップしましょう。
バックカントリーではトラバース（斜面を横切ること）をすることがよくありますが、ス
キーでのシール登高に比べるとスノーシューはトラバースが若干苦手なギアでもあ
ります。
ウェア
一般的なゲレンデ用のスノーボードウェアは中綿が入っているなど、保温性重視
に作られています。天候の変化に富み、より厳しい環境のバックカントリーでは適さ
ないものです。アウトドアメーカー各社によるバックカントリー用のウェアは技術に裏
打ちされたラインナップが揃っていますのでお勧めと言えます。素材、機能を追及し
たウェアは保温性を保ちつつ汗を逃がし、軽量で動き易く作られています。インナー、
ミドラー、アウターと重ね着することで、バックカントリーでの行動がより快適になりま
す。

北アルプス・真砂岳をスキーを担ぎ、アイゼンで登る。2010 年 5 月。
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ます。上級以上の本格的なツアーに出かける際や、個人でバックカントリーを目指す
場合はセルフレスキューの為のスコップ、プローブはぜひ持参したいところです。
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《山岳スキ－＆テレマークスキー標準装備表》
NO
1
2
3
4
5

備
考
数量 チェック
山岳スキー用ビンディングがついたもの。流れ止め等。
山岳スキー（テレマーク）
1組 ○
履きなれたもの。
スキー兼用靴(ﾃﾚﾏｰｸﾌﾞｰﾂ） 1組 ○
使い慣れたもの。
ストック
1組 ○
使い慣れたもの。スキーの横幅に合ったもの。
シール
1組 ○
硬い雪面の登高時に必要。
ｽｷｰｱｲｾﾞﾝ(ｸﾄｰ)
1個 ○
品

名

6 ザック（２０～３０L程度）

1個 ○

7 オーバージャケット
8 オーバーパンツ
9 防寒具

1枚
○
1枚
1個 ○

10 スキー手袋

1組 ○

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1組 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 △
1個 △
1個 ○
1個 △
適量 △

靴下
サングラス
ゴーグル
帽子
アンダーウェア(上下）
ヘッドランプ
コンパス
地図
雪崩ビーコン
携帯用スコップ
プローブ(ゾンデ棒）
水筒・テルモス
日焼け止めクリーム
洗面用具・医薬品

25 その他工具類など

適量 △

行動中背負う防寒具、水、携行食等が入る大きさ。スキーが装着
可能なもの。
防水・透湿性素材を使用したもの。雨具、防風具として使用できる
ものが便利です。
ﾎﾟｰﾗｰﾃｯｸなど、軽量で速乾性・保温性の高い素材のもの。
ｳｰﾙ、ﾎﾟｰﾗｰﾃｯｸなど保温性の高い素材のもの。薄手・厚手と使い
分けると便利。
ｳｰﾙ、ﾎﾟｰﾗｰﾃｯｸなど保温性の高い素材のもの。
紫外線から目を守ります。
悪天候時などの視界確保に。
耳たぶを覆うタイプの防寒用キャップ他。
ﾀﾞｸﾛﾝQD、ｻｰﾏｽﾀｯﾄ他化繊の保温性が高いもの（綿は不可）。
予備電池、予備電球も忘れずにご用意下さい。
現在位置の確認やナビゲーションに必要です。
1/25000地形図など。
雪崩埋没時のレスキューに必要。
雪崩埋没時のレスキュー用他の用途に。
雪崩埋没者捜索のために必要。携帯用のコンパクトなもの。
行動中の水分補給に。
紫外線による日焼け予防。リップクリームもあると良いでしょう。

必要なものを各自ご用意下さい。
シール用ワックス、携帯用滑走ワックス、シールのトップフィックス（ゴム
部分）、テーピングテープなど。

26
27
28
29
○：必要なもの。△：あると便利なもの。×：不要なもの。
※この装備表は絶対的なものではありません。各自にて工夫してご用意下さい。また、重すぎるザックは行動に支障をきたします。軽量化に
努めて下さい。
※この装備表は、一般的なガイド登山を前提にしたものです。個人的に登山をされる場合には別途、必要な装備がございます。ご注意下
さい。
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《バックカントリースキ－標準装備表(ゲレンデスキー使用の場合）》
ゲレンデスキーをバックカントリースキーに利用する方法は2通りあります。１）スノーシューを使い、スキーをバックパックに装着し、背負って登る方法。シンプルですが、背負わ
なければならないのが難。スキー及びスノーシューを装着可能なバックパックが必要になります。スノーシューのレンタルが可能です。２）ゲレンデスキーのビンディングに「アルパイ
ントレッカー」「セキュラフィック」などの商品名で知られるアタッチメントを装着して、ヒール部を開放し、登高する手段。シールも必要です。スキー背負う必要がないので楽で
すが、靴底にアタッチメントをかませるため、雪面より高さが生じ、多少の慣れが必要。急斜面や硬い雪の登高は難しい。

NO
品
1 スキー
2 スキー靴
3 ストック

名

備
考
数量 チェック
使い慣れたスキー。
1組 ○
履きなれたもの。
1組 ○
使い慣れたもの。ストックのバスケットは大きめのものが便利。
1組 ○

4 ザック（２０～３０Ｌ程度）

1個 ○

5 オーバージャケット

1枚

6 オーバーパンツ

1枚

7 防寒具

1個 ○

8 手袋

1組 ○

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1組 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 ○
1個 △
1個 △
1個 ○
1個 △
1個 △
1個 ○
1個 △
適量 △

靴下
サングラス
ゴーグル
帽子
アンダーウェア(上下）
ヘッドランプ
コンパス
地図
雪崩ビーコン
携帯用スコップ
プローブ(ゾンデ棒）
水筒・テルモス
日焼け止めクリーム
洗面用具・医薬品

○

行動中背負う防寒具、水、携行食等が入る大きさ。登高時はス
キーが装着可能なもの。滑降時はスノーシューなどが装着可能なも
の。
防水・透湿性素材を使用したもの。雨具、防風具として使用できる
ものが便利です。温度調節がしにくい一般的なスキーウェアだと不便
な場合もございます。
ﾎﾟｰﾗｰﾃｯｸなど、軽量で速乾性・保温性の高い素材のもの。
ｳｰﾙ、ﾎﾟｰﾗｰﾃｯｸなど保温性の高い素材のもの。薄手・厚手と使い
分けると便利。濡れの防止のためオーバー手袋との併用。スキー手
袋でも可。
ｳｰﾙ、ﾎﾟｰﾗｰﾃｯｸなど保温性の高い素材のもの。
紫外線から目を守ります。
悪天候時などの視界確保に。
耳を覆うタイプの防寒用キャップ他。
ﾀﾞｸﾛﾝQD、ｻｰﾏｽﾀｯﾄ他化繊の保温性が高いもの（綿は不可）。
予備電池、予備電球も忘れずにご用意下さい。
現在位置の確認やナビゲーションに必要です。
1/25000地形図など。
雪崩埋没時のセルフレスキューに必要。
雪崩埋没時のセルフレスキュー用他の用途に。
雪崩埋没者捜索のために必要。携帯用のコンパクトなもの。
行動中の水分補給に。
紫外線による日焼け予防。リップクリームもあると良いでしょう。

23 その他工具類など

適量 △

24 シール
25 ｽｷｰｱｲｾﾞﾝ(ｸﾄｰ)

1組 ○
1個 △

26 アルパイントレッカー

1組 ○

必要なものを各自ご用意下さい。
シール用ワックス、携帯用滑走ワックス、シールのトップフィックス（ゴム
部分）、テーピングテープなど。
スキーの横幅に合ったもの。【アルパイントレッカー使用の場合】
硬い雪面の登高時に必要。【アルパイントレッカー使用の場合】
ゲレンデスキーをヒールフリーにする器具。「セキュラフィックス」も同じ。
サイズを確認しておくこと。【アルパイントレッカー使用の場合】

27 スノーシュー

1組 ○

スキー靴との相性が良いもの。

○：必要なもの。△：あると便利なもの。×：不要なもの。
※この装備表は絶対的なものではありません。各自にて工夫してご用意下さい。また、重すぎるザックは行動に支障をきたします。軽量化に
努めて下さい。
※この装備表は、一般的なガイド登山を前提にしたものです。個人的に登山をされる場合には別途、必要な装備がございます。ご注意下
さい。
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