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 ◆ バックパックのフィッティング方法

バックパックを背負ったときのフィッティングは、メーカーとモデル
によって異なります・・・が、だいたいは同じ思想の下に作られて
いますので、基本を知っていれば応用できます。個々では、モン
ベルのホームページからスーパーウイッシュボーン採用モデル（3D
フィット・ステー内蔵）、容量 50 リットル以上の大型バックパック
用のフィッティングについて紹介します

●正しいフィッティングとは
まず、正しくフィッティングすると、肩の負担が軽くなり、歩行時
にバランスが取りやすくなります。これは長距離を歩けば歩くほど
重要になってきます。ポイントは背中にジャストフィット！です。
バックパックが「ジャストフィット」している状態とは、バックパネ
ルとショルダーハーネスが体に隙間なく接している状態のことを言
います。肩への負担が軽減され、上半身の自由度が高まると同時に、
重心位置が体に近くなるので歩行時のバランスがとりやすくなりま
す。この「ジャストフィット」を得るためのフィッティング方法をご
紹介します。
モンベルの大型バックパックは、あらかじめ平均的な日本人の体格
に合わせて内蔵フレームの曲げ具合などを設定していますが、以下
の手順で調整を行うことで、さらなるフィット感を実感いただけま
す。

● STEP1 ヒップベルトの位置を決める。
　（身体にバックパックのサイズを合わせる）

1バックパックを背負い、ヒップベルト
　とショルダーストラップを締めた状態
　で、背中とバックパックの間にすき　
間がないか、　鏡に写して確認します。
　（できれば、ご家族やご友人に手伝っ
　てもらってください）

2すき間があるようなら、内蔵フレー
　ム（3D フィット・ステー）をバックパッ
　クから取り出し、脚などを使って曲
　げ具合を調整します。一度に大きく
　曲げるのでなく、少しづつ曲げるの
　がコツです。
◦向きを間違えずに 3D フィット・ス
　テーをバックパックに戻します。バッ
　クパックを背負った状態で、背中が
　バックパックのバックパネルに隙間な
　くぴったりとフィットしているか確認
　します。
◦隙間がある場合はもう一度、手順1
　のチェックから始めます。

【はじめに】
あらかじめ各バックルに通したテー

プ類は適度に緩めておきます。体のラ
インを明確にするため、できるだけ薄
着での作業をおすすめします。

1使用時に近い状態を再現するため、
　10㎏程度の荷物をバックパックに入
　れます。

2バックパックを背負い、腰骨の左右
　の出っ張りをランバーパッドの中央
　部で包み込むようにしてヒップベル
　トを固定します。（上）
◦ランバーパッドの位置は、前後に動
　かすことができます。
◦腰骨にしっかりフィットするように調
　節します。（下）

3ショルダーストラップを引いて、ショ
　ルダーハーネスが身体に密着するよ
　うにします。
　

₄この状態で、ショルダーハーネスの
　付け根が背中から浮いていないかを
　確認します。（上）
◦もし浮いている場合は、いったん　
　バックパックを下ろし、ヒップベルト
　の位置を上にずらします（これにより
　背面長を短くすることができます）。
　（下）そのうえで、もう一度、手順【2】
　から行います。

※ヒップベルトの位置を移動するこ　
　とで、背面長を自分の体格に合わせ
　ることができます。最大可動域は約
　65mmです。 

● STEP2 3D フィット・ステーの曲げ具合を調整する。
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スタビライザーは、バックパックの揺
れを抑え、体に引き寄せる機能を持ち
ます。

最後に、このスタビライザーを調整
すればフィッティング完了です。
1ショルダースタビライザーを引きま
　す。

◦このとき、写真にある A のバックル
　が肩の一番高い所より前側（胸側）　
　にあるように調整します。

2ヒップスタビライザーを引いて、パッ
　クを引き寄せます。

3チェストサポートを鎖骨から約 5㎝
　ぐらい下で留めます。
◦ゴムが少し伸びる程度にストラップ
　を調節すると、胸の可動域を妨げる
　ことなくフィットできます。

● STEP3 スタビライザーを調整する。（BP を身体に
引き寄せる）

 ◆ バックパックのメンテナンス

　バックパックは他のウェアやギアに比べて、こまめにメンテナンス
を実施する必要性を感じていない方も多いのではないでしょうか。し
かしバックパック本来の強度や機能性を維持し、快適に使用を続ける
ためには、こまめなメンテナンスと適切な保管がとても重要です。
　これから、使用による損傷や経年劣化が表れやすいポイントをご紹
介します。何らかの不具合が生じた際には、メーカーのサービスセン
ターに相談してください。特に縫製の修理には、耐久性を持たせるた
めに高い技術が必要ですのでお気軽にご相談ください。

●バックパックの点検ポイント
①ジッパー

砂など異物がつまっていないか確認する。
また、トップリッド（雨蓋）への荷物のつめ過ぎにもご注意。ジッパー

の開閉時に強い負荷がかかるのでジッパー周辺のパーツの損傷をまね
く。

②ショルダーハーネスと本体の付け根
ショルダーハーネスと本体とを縫い合わせている生地周辺は、荷重

により大きな負荷がかかり続けるポイント。縫製箇所の糸が切れるな
どの不具合が発生していないかどうか確認。

③背面パッド
嫌な臭いや汚れはないか？
背面パッドは大量の汗を吸い込むので「洗濯」しないと汚れが蓄

積する。汚れたまま長期保管すると、ウレタンフォームの劣化をまね
き、進行するとポロポロと崩れる状態になる。「洗濯」と適切な「保管」
により、快適に使い続けることができる。

④フレームの末端と地面が当たるところ
安定性を高めるためにフレームを使用しているモデルでは、バック

パックを勢いよく地面に置いたり引きずったりすると、フレームの末
端と地面という固いもの同士が擦り合わされる状態となり、強い負荷
が生じる。フレーム末端あたりの生地に破れがないかどうかチェック
する。

⑤バックル
確実に固定でき、パチンと外せるか？
劣化すると素材の弾力性が低下し、緩んで固定しにくい状態にな

る。また登山靴の踏みつけによるひび割れが生じていないか確認す
る。一部の交換用バックルはアウトドアショップで取り扱っているの
で、縫い付けられていないものはユーザーでも交換が可能。

⑥荷室の生地（内側）
荷室の内側の生地にコーティングの剥がれやベタつきが発生してい

ないか？
コーティングは生地の強度を補強する役割を果たすが、製造されて

からの年月や使用状況により劣化が進行する。ベタベタしたりぼろぼ
ろと剥がれる状態になると、他の生地（ショルダーハーネスや縫い付
け部等）のコーティングにも同様に劣化の進行が考えられる。そのま
ま使用を続けるのは危険なので買い替え時期の目安としよう。

⑦コード類
　コードの表面が摩耗していないかチェック。表面ニットが擦り切れ、
内側の芯が露出すると使用に支障をきたす。

以上で、バックパックのフィッティングは完了です。
ただし、各ハーネス類の長さは身につけるウェアによっても変わり

ますし、背負って歩いているとパッキングされたギアが上手く納まっ
て隙間ができたり、ハーネスがゆるんだりしますので、その都度の微
調整が必要です。

苦しくならない範囲でしっかり締めてください。

※安価なものの中には、ヒップベルトが短かったり、位置の調整機能
が省かれているものがあります。安いからといって安易に選ばず、必
要な調整機能が付いているバックパックを多少高くても選んでくださ
い。ジャンボリーに行くぞ、ベンチャーで移動キャンプをするぞ・・・
と予定・計画している場合は特にこの点が重要となります。
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⑧生地表面
ドロ汚れなどが残ったままになっていないか？
生地に汚れが付着した状態で長期保管すると、生地の劣化が早ま

る。「洗濯」と適切な「保管」により、長く快適に使い続けらる。

●「洗濯」から「保管」までの手順
長く快適に使い続けるためには、適切な「洗濯」と「保管」が欠か

せません。汚れたまま長期的に保管すると、各パーツの劣化を早める
うえにカビや臭いの原因にもなります。一度発生したカビを除去する
のは非常に困難です。

また、生地のコーティングの経年劣化からくる商品の寿命は、5 ～
8 年程度がひとつの目安ですが、メンテナンスによりコーティングの
状態が良好であればそれ以上のご使用も可能です。

①準備
外せるパーツは洗濯前に外し（フレー

ム、ショルダーハーネスやウエストベル
トのアダプタ等）、ジッパー類は開けて
おきます。

②部分洗い
目立つ汚れがあれば、水で濡らした

あと中性洗剤をつけてスポンジやブラ
シでこすります。

③押し洗い
洗いおけや浴槽にバックパックが

ちょうど漬かるぐらいの水を入れ、中
性洗剤を加えます。バックパック全体
を浸して、押し洗いします。

汚れがひどい時にはぬるま湯を使用
すると効果的です。

④すすぎ
押し洗いがくまなく済んだら、すす

ぎに入ります。洗いおけを傾けるか、
浴槽の水をぬき、汚れの浮いた水を取
り除いたあと、もう一度きれいな水に
バックパックを浸し、押し洗いします。
同じ要領で水が濁らなくなるまで十分
にすすぎを繰り返します。

⑤水気をきる
バックパックを逆さまにし、水気を

きります。背面パッドは水を含みやす
いので手で押しながら水を押し出しま
す。

⑥乾燥
陰干しします。紫外線は生地にダメー

ジを与えますので、直射日光を避け、
風通しの良いところで乾燥させます。
　ウレタンフォームやフレームを挿入す
る生地の隙間には水分が残りやすいの
で十分に乾燥させましょう。

⑦保管方法
直射日光を受けるところや車内、屋

外倉庫等、高温多湿になる場所はさけ
て、風通しの良い日陰で保管しましょ
う。　
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 ◆ スピングバッグ（寝袋・シュラフ）

　私が最初に買ってもらったスリーピンクバッグはバーレル型（封筒
型とマミー型の中間タイプ）のサマーシーズン用のものでした。もち
ろん中綿（フィル、断熱材＝インシュレーションという）は化学繊維。今、
考えると、よくまぁこんなモノで寝ていたなあと思えるシロモノです。
でも当時はそれを持ってることが自慢でした（あ、夏の間だけね）。春
秋は毛布の中にそれを入れて寒さを防ぎ、耐寒キャンプでは、ただひ
たすら朝になるのを凍えて待ちました。寒くてウトウトするのがやっ
とでした。
　スカウト時代はそれで過ごしましたが、指導者になってまず買った
ギアがスリーピングバッグでした。それでもダウンには手が出なくて、
モンベル製のタフバッグ #4 でした。これはフィルがデュポンのダク
ロンフォロフィルⅡという中空の化学繊維で、当時としては画期的な
モノだったんです。30 年経った今でも夏のキャンプではそれを使っ
ています。さすがに寒い時期にはダウンのスリーピングバッグにして
しまいましたが・・・。

●スリーピングバッグの選択のポイント
スリーピングバッグの暖かさは、内部の暖まった空気をいかに冷た

い外気から隔絶するかで決まります。つまり、ロフトと呼ばれる中綿
の厚さとそこにどれだけの温かい空気（デッドエアー）をため込める
かなのです。この暖まった空気が動いて移動してしまうと、そこに新
たな空気が入ってくるので、それが暖まるまでは温かく感じないわけ
です。そのため、デッドエアーをどうやって閉じ込めておくかが、そ
のままスリーピングバッグの進化の歴史となっています。

①形は　→　サイドジッパー付のマミー型
スリーピングバッグは、形で分類すると基本的に「マミー（ミイラ

･ 人形）型」と「レクタングラー（封筒）型」があります。
基本的にマミー型の表地はリップストップナイロンという薄くて丈

夫な繊維でできていて、必要最小限の容積であるため、軽くコンパク
トになります。

レクタングラー型はゆったりとして寝心地も良いのですが、表の素
材がコットンのように厚手のモノが多く、また、足元に十分なゆとり
がある構造のため、重くかさばるので、バックパックにパッキングし
て移動するには向いていません。オートキャンプ用と思ってください。
個々ではマミー型について説明していきます。

②フィルは化繊かダウンか　→　化繊かな！
中綿（フィル）で分類すると、化学繊維（ポリエステル繊維）とダ

ウンとに分けられます。
湿気の多い日本では、フィルは濡れてもすぐ乾きロフトが保てる化

学繊維の方がいいでしょう。この繊維は、主にポリエステルで、繊維
の中心に穴が空いている中空繊維と呼ばれているものが使われます。
昔はこの穴にデッドエアーをため込んで・・・・と言ってました。

ネックアジャスター

トンネルフード

ドラフトチューブ

ダブルスライダージッパー

ボックス構造

ネックバッフル

ロフト と フィル

化学繊維でロフトをかせぐ簡単な方法は、たくさんの量を詰め込む
ことです。ですが、そうすると嵩張ってしまいます。繊維を太くする
と、弾力性が高くロフトはかせげますが、繊維の隙間がスカスカでデッ
ドエアーがが保てませんし、コンパクトになりません。細くするとデッ
ドエアーはため込めるしコンパクトになるのですが、今度は弾力性が
なくなってロフトが保てず、使っているうちにへたって薄くペチャン
コになってしまいます。

そのため、今はその両方をブレンドしたモノが多く使われています。
中でもエグゼロフトと呼ばれるものは、太い繊維を縮れた細い繊維を
巻き付けることでデッドエアをよりため込めるので、すく競れた保温
性を持っています。

もう１つの素材が「ダウン」です。ダウンとはグース（ガチョウ）
やダック（アヒル）などの水鳥の胸当たりに密生している綿羽（ダウ
ンボール）のことを言います。化学繊維と同様にダウンにもピンから
キリまであります。グースダウンはデッドエアーをため込むダウン
ボールが大きく、こしがあって絡まりにくく、軽量で高いロフト復元
力を持っているため、ダウンの王様と呼ばれています。また、ダウン
だけではロフトが保てないので、フェザーというダウンボールの外側
の羽根を混ぜ込むのが普通です。フェザーが多いとロフトは保てます
が、デッドエアーが少なくなるため、その混入率は約 10％程度がベ
ストと言われています。

ただ、ダウンは濡れてしまうとダウンボールがくっついてしまい
デッドエアーをため込むことができなくなります。これが濡れに弱い

ダウンスリーピングバッグ 化繊スリーピングバッグ
✚ 化繊より軽くて温かい − ダウンより重い

✚ 収納性が高い・コンパクト − ダウンよりもかさばる

✚ 通気性に優れている − 通気性はやや低い

✚ 適切な手入れで長持ちする − ダウンよりへたりが速い

✚ すぐに暖かくなる − 暖まるまで時間がかかる
− 濡れた状態では、性能を発揮
　できない

✚ 濡れた状態でも防寒性能が　　
　70％維持される

− 細かい手入れが必要 ✚ 手入れが簡単

− 湿気を吸収する ✚ ほとんど湿気を吸収しない
− 乾燥にかかる時間が長い ✚ 乾燥にかかる時間が短い ➡➡
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●スリーピングバッグの使い方 TIPS

適切なスリーピングバッグを手に入れても、それだけでは良い眠り
を得るために十分ではありません。どこで何の上にどのように寝るか
を考えることも重要です。また、スリーピングバッグ自体は熱を発生
しません。人が発する熱を保持することができるだけです。これを踏
まえて使い方を考えていきましょう。

①スリーピングマット 
冷たい地面や循環する空気は体温を奪います。スリーピングバッグ

がどんなに高品質でもこれは必要です。良質のスリーピングマットを
使用することで、熱伝導による体温の低下を軽減できます。

②風をよける
 テントを使わない場合は、風で凍えることがあります。
+5℃のときに弱い風（25km/h）が吹くと、すぐに 0℃と同じよ

うな寒さを感じます。このため、できるだけ風に当たらないようにし
ます。テント、ツェルト、または大きな岩などで風をさえぎります。
夜を過ごす場合は、適切に風の当たらない場所を選択します。

③乾燥した高性能な下着と寝間着  
乾燥した性能の高い下着や靴下を履くと、さらに暖かくなります。

また、足先部分に乾燥した衣類を入れると、デッドエアが更に増えて
保温性・防寒性が高まります。

 
④帽子 

フードがないスリーピングバッグでは、頭だけが外部に露出されま
す。頭部が冷えると、短時間で身体全体が冷えます。このため、寒冷
期には帽子を着用します。帽子は非常に効果的な防寒具です。

 
⑤正しく食べる 

移動キャンプや寒冷期のキャンプでは、多くの体力を消耗します。
十分な「燃料」を補給しないと、適切な体温を保つことができません。
食糧計画をきちんとたてて必要な種類と量の食事を摂ります。

⑥水分を摂る 
寝る前に 1 日に必要な水分を摂取したかを確認します。脱水状態の

身体は、熱を発生させることができません。スリーピングバッグに入
る前に、1 杯のお茶やホットチョコレートで暖まりましょう。
 
⑦アルコールは飲まない

指導者の場合ですが、アルコールを摂ると、一時的に暖かく感じら
れますが、すぐに体温が低下してしまいます。気温が低い場合は、ア
ルコールを飲まないようにします。
 
⑧キープ ドライ

衣類やスリーピングバッグ（特にダウン）は、濡れると防寒性能が
低下します。また、汗で濡れた衣類を着たまま、スリーピングバッグ
の中に入らないようにします。これが「寝間着」に着替える理由です。
雨が降っていない限りスリーピングバッグをテントの上などに置いて
干すようにしてください。また予備の衣類を乾燥した状態に保つこと
も大切ですので、防水素材でできた袋に収納しておきます。

と言われる理由です。そのため、雨が少ない季節に使用するのがいい
でしょう。

スカウトのキャンピングのシーンでは、濡れに強く、比較的安価で
ある化繊の製品がいいでしょう。

③暖かさの指標は・・・・
昭和の頃は、スリーピングバッグは使用季節によって、夏用、３シー

ズン、冬用と大ざっぱな区分で売られていました。しかも、その区分
は明確な規格があった訳ではなかったようです。

今では、使用できる温度域を科学的な根拠に基づいた「クロー値」
という指標を使って設定しているメーカーが多くなりました。

モンベルでは「使用可能温度域 (Limit)」と「快適睡眠温度域
(Comfort)」の２つ温度指標で、ノースフェースでは「最低温度規格

（Limit）」で表示しています（カタログのアイコンでは (Comfort) も
表示されている）。

使用可能温度域：疲労回復に必要とされる６～８時間の睡眠が可
能な温度の目安。

快適睡眠温度域：下着などのままでも、８時間以上快適な眠るこ
とができる温度域。この温度域が製品選びの目
安となります。

どのように見るかは、前ページの右下の表「緯度別気温表」を見て
ください。赤は最も高い平均最低気温の月、青字は最も低い平均最低
気温の月を地点別に図示したものです。

例えは、東京での夏のキャンプで使うスリーピングバッグであれば、
赤文字の「東京」を見ます。グラフを見ると最低気温は 24℃である
ので、24℃が快適睡眠温度域となっている製品を、八ヶ岳であれば
6℃なので、6℃が快適睡眠温度域となっている製品を見つけます。

冬の東京でキャンプをするのであれば、グラフを見ると最低気温は
3℃であるので、3℃が快適睡眠温度域となっている製品を、八ヶ岳
であれば -15℃なので、-15℃が快適睡眠温度域となっている製品を
見つけるわけです。

１つのスリーピングバッグでオールシーズンをカバーすることはで
きなません。冬にもキャンプをするからと言って、冬用のスリーピン
グバッグで間に合わせようとすると、他の季節は暑くて苦労します。

「使用する地域」の「使用する時期」の最低気温を考えて選ぶことも
１つの方法ですが、ボーイスカウトのキャンプは、１ヶ所だけで行わ
れるワケではないので、その当たりを考慮してモデルを選ぶことが必
要です。

結局は３シーズンモデルなのだ（笑）

④快適な眠りを得るために
３シーズンのものを選んだけれど、「耐寒キャンプや雪中キャンプ

をやることになった」としたら、新たなそれに耐えうるスリーピング
バッグを買わなければいけないのでしょうか？ それも１つの方法で
すが、下図のような方法もあります。「スリーピングバッグのレイヤー
ド」です。スリーピングバッグの外側をスリーピングバッグ ･ カバー
で包み、を内側にインナー（シーツ）を入れて使うのです。

特にダウンのスリーピングバッグの場合は、なかなか洗うことがで
きないので、このレイヤードを使うことを勧めます。ゴアテックスな
どの防水透湿性の素材でできているスリーピングバッグ ･ カバーは、
テント内の結露からスリーピングバッグを保護し、また保温効果もあ
ります。インナーは、スリーピングバッグの汚れを防ぎ、起毛したも
のであれば寒いときにも温かく眠れます。夏はコットンやシルクの肌
ざわりのいい物を使うといいでしょう。

インナー（シーツ）       スリーピングバッグ ･ カバー

(Limit)

(Comfort)


