


•  軽量で折りたたみ可能 
•  小さくなり、バックパックへの収納が可能 
•  インフレータブル（空気注入式） 
•  ラフトは複数人でシングルパドルだが、
パックラフトは基本一人でダブルパドル。 

•  通常のカヤックと比べ、喫水が浅い（浮い
ている） 



 
 



パックラフトは旅をするための道具 



1840年代に考えられたHalkett Boat。 

非常に具体的で、独創的な構造と使用方法。 
今のパックラフトに似ている。 



原型はできていたが、商売としてうまくいかず歴史に埋もれた。 
現存するものは博物館にある２つのみ。 

現在とほぼ同様の形状で、非常にコンパクトに収納し持ち運びができる。 



Surplus(放出品）を使用することから始まった  

軍事利用により道具や素材が発達 

放出品を利用した旅の実践 



多様な条件下で旅をする 
 

パッキングできることの重要性 

背負えると行動範囲が広がる 

小型軽量なボートの発想 



一人でも操作可能 
軽く、小さく収納できる 
空気注入式ボート 

 

l 1980年代　シエルパプロダクトが最
初とされる。 
l 4 pound （約1800g） 
l ウレタンコーティング素材 
l その名も『シェルパ・パックラフト』 



パックラフトの対応力と可能性。 
積み上げられていく多くの実践。 



現代のパックラフトを牽引するパイオニアメーカー 
ALPACKARAFT創設者　Sheri Tingey 



人口の増加とニーズの多様性 



舟の進化1　形状の変化 



舟の進化２　用途の広がり 

二人用のパックラフト エクストリーム向き 
ホワイトウォーター専用 



この進化、我々のビジョンはボートへのフォーカス、 
“売れるもの作りのため”、ではない。 

It’s about doing what you want to do  
and going where you want to go. 

旅の目的、行きたいところに行くための発展 

ALPACKARAFT 曰く 

The end of the day, the boat is only a tool. 
So… good boating  





パックラフトの区別その１ 

プール用のおもちゃ ”pool toys” 
いわゆるビニール製とは区別される。 



パックラフトの区別その２ 

•  “人の移動”のための舟ではない。“運ぶ”た
めの舟。 

•  長期にわたり、食料、飲料、シェルター
などの道具類を運ぶことができ、困難な
地形を通り、長い距離を越えることを、
個々に対し可能にする。 

　　A packraft can be carried for extended periods, along with 
food, water, shelter, and other supplies that would enable the 
individual to traverse long distances through difficult terrain.  



だから 
•  軽い！ 
•  重量は約 5 pound／本体のみ（約2.3kg）。スプレーデッキを含めて、2.5～3kg ほど  
•  小さくなり、パッカブル！ 
•  インフレータブル。一気室 
•  素材は樹脂コーティングのナイロン生地 
•  持ち運びは小さく、簡単。デイツアーなら30L、オーバーナイトツアーでも５０L前後 



Alpacka Raft’s Popular Model Sizing 
•  全てのパックラフトの中でベースとなるモデル 
•  大きさの違いは、サイズ違い。服などと同じような考え方 
•  レギュラーサイズのAlpaca、ラージサイズのYukon Yak、XラージのDenali 
Llama 
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•  インフレーションバッグは付属している 
•  シンプルでオリジナリティある空気の入れ方は、
今や他メーカー他業種も真似するほどに。 

•  慣れれば５分くらいで膨らませることは容易。 



•  	
•  	

セルフインフレーティングマット 
川原でも寝心地が良い 

クローズドセルマット 
水を含まず、パンクフリー 
 





•  パドル 
旅をするなら４ピース。“Break Down”パドルとも
言われる。価格は高い。場合によっては１ピース・
２ピースでも良い。流通量多く、価格はピンキリに
なる。 

•  Personal Floating Device (PFD) 
またはライフジャケット。Type III 以上。ピンキリ。
Type III の中にも浮力の大きい小さいがある。形状
によっては再乗艇がしずらいので注意。 

•  ヘルメット 
川の状態によっては必須となる。自転車用、登山用
は極力避ける。水抜けの良し悪しも気にすること。    



•  レインウェア 
４月～11月くらいまでなら十分使える。フードは畳めたほうが良い。ハイキング用
がそのまま使えるのも良い点。 

•  アンダー 
速乾性のものも良いけれど、濡れても冷えにくいウール製品がおすすめ。ハイキン
グ用のものがそのまま使える。 

•  フリース 
万が一ずぶ濡れになっても疎水性が高く、保温着の中ではパックラフト向き。出来
るだけ伸縮性の高いものが望ましい。ハイキング用で良い。 

•  パンツ 
速乾性のもの、もしくは水を含まないレインウェア・防水透湿性の素材がよい。タ
イツとショートパンツでも良いし、レンパンツをパンツ代わりにはいても良い。 

•  シューズ 
排水性の高いものであれば良い。ハイキングを交える時はトレイルランニング
シューズなども使える。サンダルでも良いが足の保護には注意。 

•  カヤックウェア 
要検討が必要となる。ドライスーツなどは先の話。あればあったで楽だが高い。
（６万円以上）  
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川だからこそのキャンプスタイル 
•  パックラフトをベッドにする寝方もある。雰囲気最高。だが背中が寒い。 
•  カーボーイキャンプも天候の影響が少ない中流域ではおすすめ。 





自由な旅ができる！ 

普通のカヤックなら３日はかかる
ダウンリバーも、パックラフトは
当日から川を下れる。 
浮力が高くて軽いから力がなくて
も操作がしやすい。 

持ち運びが簡単にできる。ポー
テージもライニングダウンも簡単
にできるので、危険回避も容易。 
 





•  カヤックのクラス　１・２・３・４級（class I・II・III・IV） 
•  パックラフトクラス　PR 1・２・３・４（カヤッククラスとはずれている） 
     例えばPR2はクラス1、PR3はクラス3。 
•  アメリカでは、ハイキングや自転車で上流へ行き川下りというスタイルができる。
それには地形の大きさの違いなどが影響する。 

•  日本は縦に細長く幅の短い島国で上流に行くとすぐに急流になってしまう。 
•  源流域、上流域、中流域、下流域。下流域イコール海に近く川幅広く流れが弱い。 
•  パックラフト向きは上流域、中流域。 



日本ならではの移動手段 
•  公共交通機関を使用して移動がしやすい。 
•  一級河川に沿って、国道・県道、線路があることが多い。 
•  車の回送が不要。二台準備も不要。 



• 
•  Lower

	
•  	
•  	
•  	

Lower



River Tour 
• 
•  	
•  Leave	 o	

Trace 	
• 



OK NG 	
	



川の危険性を知る 
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