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「アウトドア特集」
：だんだんと春
めいてきて、そろそろどこかに出かけた
い季節になってきた。アウトドアで自然
を満喫しよう！

ドライブやツーリングに行く前に見
ておきたい、
「日本の道」ページ

日本の道

ACCESS to http://haba.cfa.hokudai.ac.jp/PFC/members/matsunami/Japan.html

目別の評価を知ることができる。たとえば国
道243 号のところは、景色度 5 つ星、爽快度
5 つ星、コーナーのうねうね度 3 つ星、アッ
プダウン度 3 つ星と評価されていて、コメン
トと美幌峠の写真付き説明まで見れる。
このような調子で全国の膨大な道について
（こまごまとしたものまで含む）紹介されてい
るのだから絶対おすすめのページである。
ページにはほかにも多数のツーリングや道
に関するサイトへのリンクポイントも整理さ
れてあり、さらに詳しく道について知ること
ママチャリによる日本一周を達成したこと

北海道編から九州編にいたるまで、それぞ

もあるという北海道大学の学生、松波成行

れ「国道十選」や「道道十選」といったも

さんの「日本の道」についてのホームページ。

のが紹介されており、その道の見どころや項

ができる。
これらのページを見ながら次の旅行への思
いを馳せるのも非常に楽しいものだ。

HOT YELLOW PAGES を使おう sインターネットマガジンに付属しているインターネットナビゲーター CD には、ここに紹介されたサイトを集め
た「HOT YELLOW PAGE」コーナーがある。ここでは興味をもったホームページの名前をクリックするだけで、そのサイトにジャンプすることができる。
キーボードから URL を打ち込む必要がないので、ラクチンというわけだ。
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ホテルも旅館も必要ナシ？京都大
学院生 柴田研さんの野宿地一覧

野宿地リスト

ACCESS to http://rdp.dpri.kyoto-u.ac.jp/~shibata/index.html

INTERNET

逃げ出した。夜中の町をぐるぐるまわり、よ
うやく公園を見つけて眠りについた。我々が
翌朝見たのは、テントの前で行なわれている

YELLOW

ラジオ体操であった」
、また北海道:札幌市美
香保公園 (92 夏)では「なんでこんなところに
野宿させられたのか分からん」というコメン

PAGES

ト。滋賀県:幽霊ホテルの脇では 「幽霊ホテ
ルは今は爆破されて、ありません。夜中にヤ
ンキーがロケット花火をぶっぱなしていた」
、

OUTDOOR

愛媛県:伊方町の児童公園 では「夜遅くによ
うやく見つけた野宿場所。防波堤と道の間の
自転車や歩きでの旅行、さらに野宿が趣味
という京都大学院生 柴田研さんのホームペー
ジ内にある

野宿地リスト 。とくに北海道

の情報が充実している。
このページには、柴田さんの経験にもとづ

くコメントとともに、北海道から九州まで膨

猫のひたいのような児童公園。朝寝坊したの

大な数の野宿地がリストされている。

で、集団登校中のガキどもにじろじろ見られ

たとえば、北海道:十勝清水町の公園 (90

た」 などなどと、さまざまな野宿体験記が面

夏)では「当初、駅で野宿する予定だったが、

白くて思わず笑い出してしまうことうけあい

ロータリーにヤンキーがたむろしていたので、

のページである。

ASS-HOLE-Auto Stopper's Society
ACCESS to http://www.fix.co.jp/extra/ASS/index.html

ヒッチハイカーはもちろ
ん、そうでない人にとっ
ても役立つヒッチハイク
情報満載のページ

このページの目玉は「都市別・高速道路
アクセス方法」で、八戸から鹿児島まで、都
市別でヒッチハイクをする際のポイントやSA
やPA ごとに地図付きでヒッチハイク攻略法
が掲載されている。
たとえば、 ＜蓮田 SA ＞【乗車方法】プ
ラカード、直接交渉。
【ポイント状況】夜し
か行ったことがないが、夜はトラックは各方
面、充分多い。昼間でも決して悪くないと予
想される。 といった感じで作者の経験にも
とづく情報が提供されており、参考になるだ
ろう。 ヒッチハイクはあなたにも（余裕で）

おそらく日本で初めてである、ヒッチハイ

ヒッチハイクは、日本国内ではあまりメ

クのための情報を提供するページがこのASS-

ジャーな交通手段ではありませんが、的確な

できる。 とのことであるから、このページを

H O L E である（A S S - H O L E とは− A u t o

情報をもとにすればかなり確実かつ高速な移

見てノウハウを学び、実際にチャレンジする

Stopper's Society（Auto Stopper ：ヒッ

動の方法です。 とのことで、ヒッチハイクに

のも面白いのではないだろうか。

チハイカーを指す）の略）
。

役立つ情報をたくさん提供している。
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H.Hiraizumi's Birding Page

想像を絶するほど充実してい
る鳥情報満載ページ

ACCESS to http://www.asahi-net.or.jp/~SG4H-HRIZ/

どである。さらには学名・英名から和名を引

INTERNET

ける辞書といったものまであるのだ。
また《野鳥を見にいきませんか》では

初

心者の方が鳥を覚えるには探鳥会に参加する
のが近道です

YELLOW

とのことで、各都道府県ごと

の定例探鳥会リストを掲載している。また、
宮城県版と全国版で、探鳥地の案内の載っ

PAGES

ているサイトのリンク集も見ることができる。
これらはバードウォッチングの際の有用な情
OUTDOOR

報源になるのではないだろうか。
このような感じでほかにも《日本の野鳥関
Hiraizumi Hideki さんの鳥に関するページ
だが情報量が半端ではない。これを1 人で作
成されたとのことであるから驚愕だ。
たとえば《鳥類辞典》のところでは「身近
な小鳥図鑑」
、
「日本の貴重な鳥、希少な鳥、

減っている鳥リスト」
、
「日本の国鳥、県鳥リ

係HomePage 集》、《ソフトウェア》（雁

スト」といった分類ごとに【学名】
、
【習性】
、

の数をカウントする練習ができる）
、《画像

【画像】といった17 の項目の情報を持つ膨大

など》、《野鳥保護関連資料》などのカテ

な鳥が集められている。これの作成に費やさ

ゴリーで信じられないほどの量の情報が提供

れたであろう苦労を想像すると頭がさがるほ

されているのである。

大物・本流指向の方のための、渓
流釣情報

渓流釣情報

ACCESS to http://www.st.rim.or.jp/~y_yokota/index.html

たとえば「フライフィッシング入門」のと
ころでは、 フライで山女魚を釣る！！

と

いう題で、フライロットやリールラインなどと
いった道具の選び方から始まり、図入りでキ
ャスティングを解説している。さらに「独断
と偏見による管理釣り場入門編〜」では１・
流水タイプ釣り場の場合のタックルの準備、
２・流水タイプ釣り場実釣編 といった実際
に釣りをするときに役に立つ情報が掲載され
ている。今後は「大物釣の定番！ウエットフ
ライフィッシング」などといった内容も掲載
シーズン中は毎週釣りに行っているという

ページは「フライフィッシング入門」
、
「ル

横田幸男さんが提供する渓流釣情報満載の

アーフィッシング入門」
、
「餌釣入門」
、
「有望

このような感じでそれぞれのトピックについ

ホームページ。 このページを通じて多くの渓

河川の紹介（関東周辺）
」
、
「釣行記」など

て詳しくまとめられているから渓流釣り好き

流ファンと交流出来れば幸いです。 とのこと

といった広い範囲をカバーし、かつ内容の濃

な人にとってはもちろん、これから釣りを始

で、
ページを見た人からの情報も集めている。

いものである。

めようとする人にも役に立つページである。

する予定とのことである。
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梅沢堤防竿遊の会

神奈川県二宮町の梅沢堤防につい
ての情報満載のホームページ

ACCESS to http://www.bekkoame.or.jp/~sirane/

INTERNET

たことのある魚の紹介（クロダイやスズキや
ヒラメ、さらにはイセエビまで釣れたことがあ
るという）
、梅堤で釣れる魚別の推薦タック

YELLOW

ル解説（図入り）
、さらには魚拓＆写真ギャ
ラリーといった内容である。説明文を読んだ
りしていると製作者の梅沢堤防への愛着が伝

PAGES

わってきて、ほのぼのと思わず楽しい気分に
なる。
おすすめは「Super Tips ！」のところで、

OUTDOOR

鳩の行動からコマセ（撒き餌）の出来を判断
する方法やカモメと梅提をバックに記念写真
湘南の二宮町にある

地図にも載っていな

しまう情報や、記事にはなりえない外道の釣

を撮る方法といったチップスが紹介されてい

という、梅沢堤防での釣りに関する情報

果まで、本腰を入れてご紹介するつもりでお

て非常に楽しい。

だけを深く掘り下げて提供しているページが

ります。 という意気込みどおり、ページ内容

い

「梅沢堤防竿遊の会ホームページ」だ。

は多彩で充実したものになっている。

釣りの情報誌なら３行くらいで終わって

梅沢堤防までの地図に始まり、今まで釣れ

Climber's Web

釣りに関するページへのリンクも充実して
おり、またデザインもすばらしのでおすすめの
ページである。

本格的なフリークライミングの雰囲
気が感じられるページ

ACCESS to http://www.bekkoame.or.jp/~omata/index.html

語集も用意されているので初心者が読んでも
安心だ）
。
これは小俣さんのパートナーである石原佳
典さんが作成したもので、クライミングのさ
まざまなテクニックが書かれている。たとえ
ば、
「あと少しの位置にあるホールド（岩のく
ぼみなどの手がかり）は上を見ないで正面を
見たままとる。それでも届かないときは爪先
を伸ばすんだ！」とか「図（スクリーンショ
ット右）のような体勢で休みをとると腕全体
に血が流れていくのがわかり、この動作で、
フリークライミングを趣味とする小俣憲一
郎さんのホームページ。

エリアが詳しく紹介されていたりといった内

最後の踏ん張りが不思議と効く」などといっ

容だ。そのなかで、なんといっても圧巻なの

たことが書かれており、フリークライミングの

小俣さんが最近訪れたクライミングエリア

はスポーツクライミングのテクニックを紹介し

大変さがひしひしと伝わってくる。

についての体験記が書かれていたり、山梨に

た「いつかはイレブン」である（このコーナ

ある多数の天然・人工のフリークライミング

ーにでてくる単語を解説するクライミング用
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フリークライミングの危険さと、その魅力
も伝わってくるようなページである。
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Welcome to CHABO's HomePage
ACCESS to http://www.mahoroba.or.jp/~chabo/

バイク乗りの楽しさが
いたる所に感じられる
CHABO さんのホーム
ページ

また、86 年倉敷ツーリングの際に見つけた

INTERNET

というさかさまのカフェレストラン（建物が
さかさまに立っている。もう閉店しているら
しい）や北海道の一面のひまわり畑といった

YELLOW

ものの写真も見ることができる。ツーリング
の楽しさが伝わってくるページである。
付け加えておくとバイク関係のホームペー

PAGES

ジはこのページのほかにも、製品情報が充実
しているカワサキのページやライディングテク
ニックを紹介しているページ、免許の取り方
を掲載しているページなどなどたくさんある。
オフロード走行やツーリングやカメラなど

グ体験をもとにしたさわやかなページである。

を趣味とするCHABO さんの、写真満載でき

インプレスの高橋さんの「バイク乗りのため

北海道の壮大な風景をバックにした写真と

れいなホームページ。

ともに

「北海道ツーリング写真館」や「ツーリング
先でこんなのを見つけました」など、ツーリン

とーっても気持ちがいいっす

のリンク集」
（http://home.impress.co.jp/

など

staff/masaka/mc/links.htm）は、そうい

といったコメントを見ていると、2 輪の免許が

った多数のページがコメントつきで整理され

欲しいなと思ってしまう。

て集められており便利である。

小粋に廃線跡を旅するための格好
の参考書

廃線跡を旅する
ACCESS to http://www.bekkoame.or.jp/~mani-60/

ついてもミニガイドを作成中のことであり、こ
れからもどんどん充実していきそうである。
たとえば、 昔は今のような堤防がなかっ
たために、たびたび線路が波や砂をかぶって
埋まったりえぐられたりした。そのため、保
線担当はなにかあるとすぐ飛んでいき、命が
けで線路を守ったというような美談が今も数
多く語り継がれている。 などといった話が
淡々と落ち着いたデザインのページ上に展開
されており、ページを見ているだけで廃線跡
の侘びさびを味わうことができる。
日本人に侘び、さびを感じさせる鉄道の廃
線跡を、徒歩や自転車でたどるための情報を
収めたページとのことである。

真とともに掲載されている。
現在のところ静岡県の静岡鉄道や兵庫県

作者いわく

今も廃線跡は静かに眠ってい

ます。みなさん、今度の休みの日にはちょっ

の国鉄篠山線、兵庫県の福知山線旧線など、

と小粋に廃線跡をたどる旅でもしてみません

作者の過去の廃線探索をもとに、廃線跡

制作中のものもふくめると全部で8 つのガイ

か？

の沿革やエピソードや現在の状況が地図や写

ドを見ることができる。また、その他の線に

線跡めぐりに出かけようではないか。
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とのことである。われわれも小粋に廃
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OUTDOOR

登山は高い山だけじゃない。低い
山を散策する楽しさを気づかせて
くれるページ。

低山徘徊派！
ACCESS to http://www.bekkoame.or.jp/~akiyuki/

INTERNET

良、京都など関西地方の多くの数多くの山々
を歩いてきた記録を読める。
とくに黒江さんのホームグランドという

YELLOW

642.3m の生駒山についての日記は紹介文や
地図とともに「愛しの生駒山」という題とと
もに紹介されている。

PAGES

黒江さんが撮影した多数のきれいな草花や
風景の写真を見ていると、ああ自然に出かけ
たいと思ってしまう。

OUTDOOR

また、ガイドブックに載っていないような
情報を提供する山のトクダネ情報や山情報へ
フランスの度重なる核実験に抗議して、

山が大好きで何度も関西の

低い山

を

のリンクリスト、山関連で必要な電話番号を

フランス人及び核実験に賛成する方の本ホー

徘徊している黒江彰之さんが作成しているペ

リストアップしたタウンページといったものも

ムページへの立入を禁止致します。 というメ

ージで、いままでの登山の日記や写真など公

ある。高い山にチャレンジするのもいいもの

ッセージとともに送られる「低山徘徊派！」

開している。1992 年 5 月からの膨大な「低

なのだろうが、これを見ていると低い山もす

ホームページ。

山徘徊日記」がこのページの目玉。大峰、奈

ごく楽しそうである。

SPring-Kite; SPring-8 Kite Club

スポーツカイト情報
満載の「たこ部屋」

ACCESS to http://haru01.spring8.or.jp:8080/kite/index.html

の強い日には大の大人が引きずられるほどの
パワーを発揮することもあるらしい。
ここではそのスポーツカイトのHow to から、
販売されている多数の凧についての使用レポ
ート、大会やイベントの情報、ショップガイ
ドや他の凧関連サイトへのリンクといったも
のを見ることができる。
特 に充 実 しているのは、「 Kite Flight
Impression」のところで、 Pro Speed 6+
や

Sizzle

などという名前のたくさんの凧

やグッズについての写真やスペック、価格、
たこあげを趣味とする人たちが集まってで

るものが主であるが、このスポーツカイトは、

感想、売られているお店といった情報を掲載

きたSPring-kite Team のメンバーの一人で

糸が一本の日本の伝統的な凧とは違い、数

している。

あるYuichi ITOH さんが管理している「たこ

本の糸を使って、自分の意志で自由自在に

部屋」ページ。

操ることができるものであるという。また、

このページの情報はスポーツカイトに関す
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「スポーツ」という名がつくほどであるから風

今現在、スポーツカイトを趣味としている
人やこれから始めてみようという人には見逃
せないページである。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

Other WWW,FTPand Gopher Servers
INTERNET

キャンプ

WWW on CD

outdoor spot
http://www.yokogawa.co.jp/Measurement/Yamanashi/outdoor.html
★★★

OUTDOOR CAMPING GOODS
http://www.zzz.or.jp/mens/

アウトドアグッズのリスト、キャンピングやクッキングに関する情報など
が写真入りで紹介されている。

Kappa & KeroKero
http://www.bekkoame.or.jp/~kappa/

LAPTOP HOME-PAGE（V/R:1.01/OUTDOOR）
http://www.bekkoame.or.jp/~laptop/outdoor.htm

FFK's Camping page
http://www.bekkoame.or.jp/~ffk/camp-j.html

CAMPING CAR AND RV
http://www.toyota.co.jp/Showroom/CAMP_RV/
トヨタのキャンピングカーの紹介ページ。キャンピングカーの構造図などに加え
て、詳しいスペック情報も見れる。

bekkoame の渡辺さんがお気に入りキャンプ場とフライフィッシング情報が収め
られている。

★★★

Outdoor Japan
http://www.annex.co.jp/OUTDOOR/

株式会社アウトドアジャパンのホームページ。スポーツ用品のカタログやイベント
などの情報を満載している。また海外のアウトドア関連WWW にリンクが張られ
ている。

Roy's Canadian Camping Guide
http://www.ee.ualberta.ca/~schmaus/camp.html#b.c.
カナダ各地におけるキャンプに関する情報があげられている。

Red Buck Camps: Jackman, Maine
http://www.maineguide.com/jackman/redbuck.html
カナダ北部に生息するオオジカを見に行くキャンピングツアーの情報などを提供
している。

★★★

NOASOBI no TATSUJIN
http://www.imasy.or.jp/~nabechi/

野遊びについての体験談が多く紹介されている。長良川関連の情報にリ
ンクを張っていたり、自然保護に対する意識の高いページである。

Camping Cabins
http://www.state.sd.us/state/executive/tourism/sdparks/cabins.htm
キャンプ用のキャンピングロッジについての説明がなされているページ。

http://www.tia.ad.jp/trip/mtcoono/fdoc/

Kenya: Africa Camping Safari
http://www.netpart.com/che/acs.html

NIFTY-Serveキャンプフォーラムに所属する人たちが作る、デリカ愛好者クラブ
のページ。

ケニアの草原で、1 か月にわたるキャンプのプログラムについて詳しく知ることが
できる。

MORIMORI のHome Page

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/jf3blh/

C - America
http://www.texas.net/users/donlogan/

関西方面のキャンプサイトを中心に、実際に行ったその感想を紹介している。ま
た、スキー場やツーリングガイドなどもあわせて紹介する予定。

アメリカ全土のキャンプ場が５０州に分類され、一覧とともにそれぞれのキャン
プ場にリンクが張られている。

FDOC ホームページ

AutoCamp Index
http://www.mitsubishi.co.jp/mg/mobilie/ac/index.html

★★

PAGES

FaKE ROOM
http://www.ed.noda.sut.ac.jp/~j6294122/
山崎智章氏のアウトドアページ。富士山の涸沢、上高地の写真入情報や、環境
問題についての情報を随時公開している。

熊田さん一家と会社の仲間のアウトドアについての紹介ページ。初めてオートキ
ャンプに挑戦する姿が、写真入りで解説されている。

YELLOW

ENJOY OUTDOOR! Club
http://www.yk.rim.or.jp/~sugi-san/index.html
Why Not というアウトドアサークルのホームページ。現在、アウトドア仲間を
募集している。

関東近辺でウインドサーフィンができるキャンプサイトや混浴の温泉があるキャン
プサイトの情報を集めている。

WWW on CD

清里周辺の美術館情報のほかに、山梨県のキャンプ情報や都留市のハイキングコ
ース情報などを紹介している。

American Camping Association
http://www.camping.org/uccraca.htm

八重洲出版による、日本のオートキャンプ場が地域別に掲載されている。データ
も写真入りで詳しく紹介している。

80 年の歴史を誇るアメリカキャンピング協会のホームページ。世界中のアウトド
アに関する情報にリンクが張られている。

おとぴんのキャンプレポート

http://www.bekkoame.or.jp/~otopin/otopin.html

CAMPING AT SELECTED NATIONAL FORESTS
http://www.fs.fed.us/recreation/campres.htm

自分が行ったキャンプ場について報告している。住所や値段などのデータのほか
に、施設に関する詳しい情報もある。

アメリカの国立公園でのキャンプ情報を紹介しているページ。申込方法や、キャ
ンセルの仕方など詳しく解説されている。

Camp in SHIKOKU Region
http://kkc.kochi-ed.go.jp/camp/

San Diego Area Info QuickAccess for Parks and Camping
http://www.sdsc.edu/0/SDSC/Geninfo/SDarea/camping.html

四国のキャンプ場情報がクリッカブルマップで紹介されている。それぞれのキャン
プ場に関する情報も、非常に詳しく掲載されている。

サンディエゴの自然公園でのキャンプ情報が紹介されている。キャンプができる
エリアの設備や広さ、連絡先などがわかる。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1996/5

319

OUTDOOR

INTERNET

YELLOW

PAGES

OUTDOOR

Camping in Hawaii
http://www.visit.hawaii.org/activity/camping.html

FISHLAND ONLINE
http://www.bekkoame.or.jp/~fishland/

ハワイの気候や天候をはじめオアフ島やマウイ島などのキャンプサイトが紹介され
ている。

アウトドア専門店FISHLAND のホームページ。毎週土曜日に更新される釣場情
報が見物。店員たちが行ってきた釣り場の状況を、写真入りで説明している。

Welcome to the Outdoor & Camping Products Catalogue
http://www.ikron.com/rec.htm

AYU Fishing of Japan
http://www.biwa.or.jp/~y-ogura/ayuh_jp.html

折り畳み式のキッチンテーブルやテーブルウェアセットをはじめとするアウトドア
グッズが販売されているページ。オンラインで注文ができる。

鮎釣りについて詳しく説明されている。鮎釣りの専門用語が50 音順で解説され
ていたり、北関東の鮎釣り場の紹介をしている。

Kids' Camps
http://www.kidscamps.com/

Takashi Kawashima Bass Fishing
http://www.imasy.or.jp/~kaw/bass/bass1-j.htm

冒険キャンプやファミリーキャンプなど、目的別で子供向けのキャンプツアーを
検索できる。

バスフィッシングに関する話題を扱うホームページ。釣り日記が掲載されていて、
ポイント情報を入手できる。

登山

FISH ON!!!
http://www.st.rim.or.jp/~datte/

Japanese Climber's Home Page
http://www.gulf.or.jp/~mitsuko/

ブラックバスにはまっている会社員Datte 氏のページ。山中湖を中心としたブラ
ックバスの釣り情報が紹介されている。

日本のJFA(Japan Freeclimbing Association)の活動報告のほか、アジア地域
でのフリークライミング情報などが掲載されている。

Freak And Creek からの新潟フライフィッシング情報

http://agrews.agr.niigata-u.ac.jp:10080/dojoh/flyfishing
山登りのページ

http://www.NetLaputa.or.jp/^kotaki/index.html

WWW on CD
山登りよりも、山を下るのが好きという小滝氏のホームページ。男4人の
無人島キャンプ日記や、北アルプスでのアルバイト日記など、ワイルドなアウト
ドア体験記が満載されている。

新潟大学フライフィッシングサークル「Freak And Creek」が作ったページ。新
潟県周辺でのフライフィッシングの情報やサークル活動報告が掲載されている。

Internet_Bass_Magazine
http://www.st.rim.or.jp/~onochan/
子供と一緒に作る釣り日記。読者から情報が多数寄せられて、その情報をもと
に掲示板にしている。

the Ojin-Site
http://www.asahi-net.or.jp/~TJ4Y-JNDU/
神藤氏のホームページ。趣味の登山に関する情報が掲載されていて、日本アルプ
スや八ケ岳など、日本の有名な山々を登った感想が読める。

渓流釣情報

http://www.st.rim.or.jp/~y_yokota/
初心者のためのフライフィッシング入門や餌釣入門などの情報が入手できる。

Sugiyama's WWW Home Page
http://earth.cs.inf.shizuoka.ac.jp/sugiyama/www.html

なにわの釣り師

登山やワンダーフォーゲルに関するイエローページ。さまざまなサイトにリンクが
張られている。

The Climbing Archives
http://www.dtek.chalmers.se/Climbing/

WWW on CD

http://www.threeweb.ad.jp/~negakari/index.html

大阪の釣り好きが送る釣り情報のページ。磯釣り、船釣り、フライフィ
ッシングと幅広い釣りの情報を提供している。

釣りに行こう!!

ヨーロッパの登山関連情報を集めたサイト。イベント情報や登山テクニック、関
連雑誌など、さまざまな情報が掲載されている。

http://www.na.rim.or.jp/~mat/
地域別の釣りデータを見たり、それらの情報の検索もできる。また、このページ
寄せられたコメントを読むことができる。

冒険活動

The MacKenzie Page
http://zebu.uoregon.edu/cgi-bin2/Mckenzie/Mckfrontend.pl

Adventure Club of Japan
http://www.asahi-net.or.jp/~HB7M-IKZK/
日本中で冒険活動をするサークル、 アドベン娯楽部J のホームページ。スキー
やツーリング、トライアスロンなど、幅広い活動を紹介している。

Adventure in Canada Welcome to Virtual North
http://pcs.mb.ca/~vnorth/vnorth.html
広大なカナダ北部地方へ冒険したい方には見逃せないページ。サーモンフィッシ
ングやシーカヤックなどを楽しめる場所を紹介している。

オレゴン州の気候や河川の水位など、釣りに必要な情報や、フライフィッシング
関係の情報を扱っている。

Richard's Northwest Oregon Fishing Page
http://www.teleport.com/~rccjh503/
釣りに関する情報を扱うサイトへのリンクが充実しているページ。釣り関連のニ
ュースグループなどの情報も数多く手に入る。

Fishing Fool's World
http://www.webcom.com/~towns/fish/fish.html

フィッシング

釣り関連サイトのリソースインデックス。アメリカとヨーロッパを中心に地域別に
分類されている。

Fly Fishing Online
http://www.flyfishing-online.com/
フライフィッシングに関する情報満載のホームページ。米国のフライフィッシング
が楽しめるスポットや、パーツのオンラインカタログなどが掲載されている。

Fishing Related Organizations
http://www.inetmkt.com/fishpage/index.html

最新情報や、世界中の気象関連へのリンク、釣りグッズの情報などフィッシング
に関する各種情報がよくまとめられている。

JAPAN FLY FISHERS（JFF）
http://ux01.so-net.or.jp/~michael/JFF/index-j.html
ジャパンフライフィッシャーズ(JFF)のホームページ。初心者のためのハウツーや、
フィッシングスポットの批評などが見れる。
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Australia's On-Line Fish File
http://www.ph.unimelb.edu.au/~djd/fishing/fish.html

ハイキングとＭＴＢの部屋

http://www.bekkoame.or.jp/~osamyn/

オーストラリアでの釣り情報が提供されている。美しいイラストの魚の図鑑やシ
ョップ情報など、初心者からベテランまで楽しめる。

★★★

The Virtual Flyshop
http://www.flyshop.com/

「でたとこポン」というハイキンググループの紹介ページ。京都周辺のハイキング
おすすめコースなどが紹介されている。

こんばりんのページ
INTERNET

http://www.yk.rim.or.jp/~takah-ko/

バーチャル・フライショップのホームページ。オンラインマガジンやフォーラムな
ど、インターネット上でさまざまな情報を提供している。

アウトドア全般

ハイキングの体験記が美しい写真入りで紹介されている。掲載されている写真が
非常に美しい。

Hiking in 1995
http://turbine.kuee.kyoto-u.ac.jp/events/Hiking_1995.html

Outdoor Online - WorldWide Outdoor Information
http://www.outdoor.co.jp/

★★★

キャンプやダイビング、ヨットなどアウトドア全般の情報を提供している。各種
情報検索、情報交換からオンラインショッピングまで、さまざまなサービスがあ
る。

GORP - Great Coutdoor Recreation Page
http://www.gorp.com/
米国の国立公園や、釣り、スキー、登山など、アウトドアに関するほぼすべての
内容を網羅しているサイトリンク集。

YELLOW

京都大学の西川研究室が1995 年5 月に鞍馬山にハイキングに行ったときの写真
が収録されている。

Hiking Clubs
http://io.datasys.swri.edu/Hclubs.html

PAGES

北米各地を中心に、多くのハイキングクラブのホームページがリストアップされて
いる。
OUTDOOR

HIKING SHOES
http://www.biddeford.com/sportshoe/hiking.html
Nike のハイキングシューズのカタログが掲載されている。詳しい情報は手に入る
が、オンラインでの注文はできない。

LocalNet - Hiking
http://www.lnis.com/index.hike.html
LocalNet が提供しているページ。スキーやハイキングなどに関するリソースへの
リンクが張られている。

Hiking Reference Materials
http://www.xmission.com/~phatch/hike_ref.htm
ハイキングに関する資料を扱っているサイトへリンクが張られている。

Natures Portfolio
http://www.mdf.co.jp/Natures/index.html
このページは、環境教育、環境保護、野外活動、自然教室などの環境関連団体
のインデックスのページ。地域別で分類されている。

Guide to Outdoor Resources
http://www.princeton.edu/~rcurtis/oa.html
プリンストン大学によるアウトドア関連リソースインデックス。アウトドア関係の
仕事に就くための就職情報などもあるのが学生らしい。

Outdoor Resources Online
http://www.azstarnet.com/~goclimb/
さまざまなアウトドア関連のサイトで構成されるリソースインデックス。各インデ
ックスを地域別に分類している。

Outdoors Online's Online Home page
http://www.ool.com/

CALIFORNIA BOOKS - HIKING
http://www.outdoorbooks.com/obca.html
ガイドブックや小説、地図や図鑑など、ハイキング関連の書籍のリストが掲載さ
れている。

Hiking around Vienna
http://tph.tuwien.ac.at/~svozil/wan/wan.html
オーストリアのハイキングのホームページ。オーストリアのハイキング情報などが
入手できる。

Hiking on Maui
http://maui.net/~tkern/hiking.html
マウイ島の周辺でハイキングができる場所が紹介されている。各スポットは、目
的や難易度、注意点などが詳しく解説されている。

雑誌

アウトドア関連のリソースインデックス。ハンティング、フィシング、射撃、関連
団体、専門誌など、範囲は広い。

Kentucky's Great Outdoors
http://www.state.ky.us/tour/outdoors/intro.htm

岳人
http://www.tokyo-np.co.jp/gakujin/gakujin.htm
日本を代表する登山専門誌 岳人 の紹介ページ。次号予告やバックナンバー
のダイジェストなどを見ることができる。

ケンタッキー州のアウトドア関連資料などがある。また、ケンタッキー州で楽し
めるアウトドアスポーツやアウトドアスポットが数多く紹介されている。

Johnson Worldwide Associates
http://jwa.com/home.html

AdventruZine
http://www.4x44u.com/pub/k2/adventurezine/adventur.htm
アウトドアの話題を幅広くカバーしているオンラインマガジン。リンク集が充実し
ている。

Johnson アウトドア・スーポツ社のアウトドア製品情報ページ。さまざまな分野
のアウトドアグッズの説明がある。

ハイキング

The Online Magazine for Camps
http://www.camp.ca/

★★★

キャンプの話題を中心としたカナダのオンラインマガジンのホームページ。キャン
プの心がまえなどが掲載されている。

95KUSHIRO
http://www.bekkoame.or.jp/~fuhito/outdoor/95kushiro/contents.html
日本でもっとも美しい河の1 つである釧路川を下った旅日記が掲載されている。
北海道の自然の美しさが伝わってくる。

SkiNet
http://www.skinet.com/

★★★

スキー情報誌のオンライン版。初心者のためのスキー講座や、米国のスキー場の
コンディション情報などが充実している。
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The Outdoor Adventures Magazine
http://warlight.com/warlight/FISHRSRT/index.html

IYRU Racing Rules
http://www.sailing.org/rules/

アウトドア関連のリソースサイトをまとめたもの。鯨ウォッチングに関するサイト
へのリンクもある。

International Yacht Racing Unionのホームページ。ヨット競技に関する最新の
ルールを入手できる。

★★

Get Lost Adventure Sports Magazine
http://www.itsnet.com/home/getlost/mag.html

ロッククライミングやマウンテンバイクなど、アドベンチャースポーツのリソース
一覧。

第51回 を数える、シドニーからホバートまでのヨットレースに関する詳しい情報
や結果などが分かる。

Outdoor Bytes Magazine
http://www.ono.com/mag/ob/ob.html

The Marine Web Yacht ID Search Page
http://www.marineweb.com/task.acgi$GetClearPg.1,1,39

釣りと狩猟を中心とした専門誌のホームページ。バックナンバーの記事情報を読
むことができる。

世界のヨット情報に関するサーチエンジンのホームページ。

The Yacht Report
http://www.vandelay.com/marine/yacht.htm

The FisherNet
http://www.thefishernet.com/
釣り全般の情報が充実しているオンラインマガジン。あらゆる分野の釣り情報が
掲載されている。

OUTDOOR

StoH Yacht Race
http://info.tas.gov.au/shyr/index.html

★★★

Fine Fish Magazine
http://www.turbonet.com/finefish/

釣り情報を扱うオンラインマガジン。釣り情報はもちろん、釣った魚の料理法ま
で扱っている。

ヨット売買に関するレポートを注文できるページ。ヨットの持ち主やバイヤー、製
造メーカーなどの生の声が聞ける。

Hawai`i Yacht Club News
http://holoholo.org/hiycnews/hycnews.html
ハワイヨットクラブのホームページ。クラブの概要、イベントカレンダーなどを紹
介している。ハワイの観光情報や気候情報なども入手できる。

Sailboats Inc Home Page
http://www.sailboats-inc.com/

Fishing "E" Net
http://www.fishingenet.com/
釣りのプロたちからのレポートのほか、関連サイトへのリンクも張られている。投
稿情報には、書いた人へメールで質問もできる。

SailBoats Incのホームページ。同社が提供する各種のヨットでの航海レッスンの
紹介を主にしている。

Sailing and Diving Vacations on a Caribbean
Yacht Cruise in the Virgins
http://www.yachts.vi/

マリンスポーツ
ネットサーフレスキュー[ダイバーズ名鑑]

カリブ海でヨットセーリングとダイビングができるツアーの紹介ページ。

http://www.kt.rim.or.jp/~rescue/diving/
全国からダイバーを募集して名簿にしているページ。ここで近所のダイバー仲間
を探せる。バディを募集している人にはぴったり。

Virtual Yacht Club Mailing List
http://www.goals.com/vycregst.htm

うみんちゅの浜

バーチャルヨットクラブのメーリングリストのホームページ。フォームに記入すれ
ば、簡単に参加することができる。

http://www.inforyukyu.or.jp/~kun/
沖縄でのダイビングやホエールウォッチング情報がたくさんある。沖縄の潮時表
なども見られるので、沖縄でマリンスポーツを楽しみたい人はアクセスするとよい。

The Sailing Site - News and Information on Yacht
/ Sailboat Racing, Cruising and Maritime Heritage
http://www.gosailing.com/

WELCOME KOBA'S RESORT
http://www.asahi-net.or.jp/~KA3Y-KBYS/

ヨットに関する最新のニュースと情報を提供している。話題もレースやクルーシ
ングの情報や観光情報など、幅広く提供されている。

ダイビングが大好きな小林由幸さんのホームページ。

Diving Information
http://www.comsal.ikeda.osaka.jp/comsal/focean/divinfo.html
株式会社フロム・オーシャンが提供するダイビングに関するホームページ。ダイ
ビング機材などの情報を得ることができる。

Sailin' Japan
http://www.imasy.or.jp/~sail-jpn/

Virtual Yacht Club
http://www.goals.com/yachtclb.htm
バーチャルヨットクラブの紹介ページ。ヨットスクールの情報がたくさんある。

MARINENET HOME PAGE
http://www.gsn.com/
セーリング、スキューバーダイビングなどに関する情報が紹介されている。情報の
検索サービスも行っている。

ヨット関連情報を扱うインデックスページ。日本のものが中心となっている。

野外活動

Yacht Charters
http://www.tcp.co.uk/~holidays/boatsdex.html

日本の道

地中海近辺で、ヨットをチャーターしてくれる会社を集めたページ。

全国ツーリングガイドが掲載されている。地域別のツーリングむけの国道や林道
を、景色やコーナーの曲がり具合などの視点で評価している。

The Yacht Charter Guide
http://www.guides.com/ycg/welcome.htm
ヨットで世界を旅するときに必要な情報が得られるページ。計画の仕方から、ヨ
ットをチャーターするときの用語などを解説している。
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http://haba.cfa.hokudai.ac.jp/PFC/members/matsunami/Japan.html

MICHI Home Page in Japan
http://www.jaist.ac.jp/~h-imai/MICHI/index-j.html
高速道路、国道の有料道路に関する本当に詳しい情報が提供されている。国道
に関しては、100近くが解説されている。
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http://www.c-arts.co.jp/pen.html

CybeSki
http://www.iaccess.com.au/cyberski/

都道府県別に全国のペンションの一覧を見ることができる。各ペンションの宿泊
料や連絡先など、主なデータ情報やペンションの空き室情報が手に入る。

オーストラリアのスキー場に関する詳細な情報が入手できる。ワールドカップス
キーの結果なども掲載されている。

全国ペンション情報

Shops

日本全国の撮影ポイント

INTERNET

http://www.kitamura.co.jp/goodlocate.html
春、夏、秋と冬の四季に分けて、全国の撮影ポイントが掲載されている。それぞ
れのポイントの撮影場所、交通手段、シャッターチャンスの時間がわかる。

日産レンタカー

http://www.nnet.or.jp/NCL/
日産レンタカーが扱っている車種や料金表、営業所案内や各種割引サービスなど
の情報を提供している。このページ上で予約もできる。

Tomoko's PARAGLIDER home page !
http://www.yk.rim.or.jp/~tomoko/indexJ.html
パラグライダーに夫婦で夢中になっている朋子さんのページ。パラグライダーにつ
いて詳しく紹介されており、用語集のページも用意されている

Outdoor Online - Maker Home Page
http://www.outdoor.co.jp/maker/maker.htm
アウトドア用品メーカー各社のホームページの一覧。有名なアウトドア用品メー
カーは、ほとんど網羅している。

HIRA'S BIRDING PAGE
http://www.asahi-net.or.jp/~SG4H-HRIZ/
日本の鳥に関する情報満載のホームページ。日本の稀少種になっている鳥のリス
トやバードウォッチング情報が見られる。

http://www.DandL.co.jp/rosetta_html/ski_info.html

SnowBoard Shop
http://www.bekkoame.or.jp/~guitar/

クリッカブルマップで都道府県別に全国スキー場の住所や電話番号などを検索で
きる。

スノーボードのディスカウンター であるスノーハウスのホームページ。スキーのレ
ベルによっておすすめセットなどが提供されている。

SKI Online Japan Home Page
http://www.ski-jp.com/

SNOW BOARD ON SALE
http://www.ifnet.or.jp/~bear/prest/prest_hm.htm

アウトドア友の会による、スキーに関する情報を無料で掲載してくれるページ。施
設や割引サービスに関する情報が充実している。

スノーボード用品のショッピングページ。取り扱っている商品は、SANTACRUZ、
SIMS、LAMAR、AIGNERの4メーカーとなっている。

Cyber Sports Magazine
http://www.asahi-net.or.jp/~gh9m-yks/index.html

Austrilian Fishing Shop
http://www.gil.com.au/comm/nvision/afs.html

スキーの情報を中心に紹介しているオンラインマガジン。スキーのテクニックやス
キー板などの情報が見られる。パラグライダーに関する情報もある。

オーストラリアの釣り店情報を提供するほか、ルアーやクーラーボックスなどの商
品情報も提供したり、販売したりしている。

Go Go SnowBoard
http://www.win.or.jp/~kouich-t/snowboard.html

Jessen Brown's Outdoor
http://www.jessebrown.com/

スノーボードのメーリングリストやけがに関する情報をはじめ、スノーボードに関
連した多くのサイトにリンクが張られている。

釣りやキャンプから登山にいたるまで幅広いアウトドアグッズ情報が満載されて
いるページ。オンラインで注文もできる。

infosnow
http://www1.meshnet.or.jp/infosnow/

American Tackle Shop
http://www.concom.com/~whitcomb/ats_home.htm

中部地方を中心としたスキー場の積雪量や交通情報などが手に入る。スキー場の
イベントガイドなども掲載されている。

ルアーや釣竿など、さまざまな釣りの道具を販売しているサイトへリンクが張ら
れている。

全国スキー場情報

PAGES

BIG OAK OUTDOOR SHOP info
http://www.win.or.jp/wiz/outdoor/FD/BOKinfo.html
アウトドア専門店のNature Store ビッグオークが協賛しているアウトドアグッズ
の販売ページ。

Winter Outdoor
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Ski Web Japan
http://www.whspace.co.jp/skiweb/
新潟県湯沢と長野県白馬地区のスキー場の情報を提供しているページ。各スキ
ー場のアクセスマップやコースガイドなど詳しい情報が手に入る。

Taku's Snowboard Cafe
http://www.st.rim.or.jp/~takuro-h/
このページではスノーボードフリークたちに、基本テクニックやスノーボード大会
のスケジュールなどのさまざまな情報を発信している。

World Skiing
http://wwwmbb.cs.colorado.edu/~mcbryan/bb/ski/ski.html
世界各地のスキーに関するレポートの一覧。自分で、好みのスキー場についてレ
ポートすることもできる。

Rudy's Stuff
http://www.alaska.net/~guidesak/rudy/rt.htm
アラスカのRudy さんが自分の好きなウィンタースポーツを紹介しているページ。
スノーモービルの情報もある。
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