
軽量メシのススメ

山でとことん軽いメシを食う方法



シンプルに済ませる

•  摂取カロリーを減らす軽食という訳でなく．． 

•  調理をすると、鍋釜食材が大変 
　 究極は無調理 
　 アルファ化済であればOK 
　 餡パンで済ませるBB式 

 オートミールやα米を水で戻す 
  
・でも温かいのうれしいよね 





湯を沸かすくらいの食事

•  時間節約 
調理時間を省略し、とことん歩きに捧げることができる 

•  燃料節約 
煮る焼くなど不要に 
予めα化されている食材がよい 

•  食器節約 
袋飯なら食器が不要、洗う水も不要 

•  容積節約 
 たくさん詰め込める 

•  トイレットペーパー節約 
かつて、完全粉食（片栗粉、きな粉）にして、ゼロ排出を目指した人もいた。 

 
 
 




α米＋具 
具を工夫すると味変と栄養のある食事ができる。 

   
　　　　大豆ミート 

  切り干し大根 
  麩 

 
お湯で戻る程度の日本古来の 
   乾燥食品も使える。 
具によって湯量が変わるので注意。 
 




クスクス（couscous、顆粒パスタ） 
容積が小さいのでベアキャニスタに詰めやすい。 
少し煮てα化するとよい。 
具を入れたり味付けを変える。 

   
　　　　ドライトマト 

  パスタソース 
  塩昆布 
  ガーリックオイル 



玄米やき米 
煎ってあるので、そのまま食べてもOK。 
お湯を掛けると戻って食べやすい。 
あれこれ栄養も含まれている。 

 食物繊維→白米の8倍 
 カリウム→白米の7.2倍 
 ビタミンB1→白米の18倍 
 カルシウム→白米の3倍 
 ビタミンB6→白米の28倍 
 マグネシウム→白米の18倍 
 葉酸→白米の10倍 
 鉄→白米の19倍 
 ナイアシン→白米の34倍 
 亜鉛→白米の4倍   
嵩張るのが難点



白米 
燃料や時間や水が豊富なら、白米を炊くのも悪くない。 
14gEsbitで 
一合の飯を炊ける。



•  せっかく作った熱だから、蒸らす
時は保温もね 
それ用のcozy 
靴下 
寝袋 
など．．． 

 衣類は濡らさないように 
 
AntiGravityのcozyは 
  アストロフォイルという建材。 
１００均銀マットでも 




軽量湯沸かし道具

•  アルコールストーブ 
•  固形燃料 
•  バイオマス（薪）ストーブ 

  
  



アルコールストーブ

•  燃料の入手が容易 
街の薬屋で手に入る 

•  取扱いが容易 
酒と同じくらいの気遣いでOK 

•  鍋に煤が付かない 
鍋底を洗わないで済む。他のモノを汚さないで済む 

•  大火力も可能 
その気になれば、炒め物もできるくらい 

•  ストーブの構造がシンプル 
故障しない。工作しやすい。工夫の余地が楽しい。 

 
 




アルコールストーブの形式

•  オープンフレーム型 
皿にアルコールを満たしただけ 

 燃料がこぼれる 
 風に敏感 
グラスウールやカーボンフェルトに湿
らせて 

 
仕掛けがないので最軽量だが、身も
蓋もない形式なので、燃焼中に燃
料をこぼすと地獄が出現、要注意



•  チムニー型 
二重壁にして上部に空気を供給 
空気量の調整が可能 




•  オープンジェット型 
内筒を作って熱を伝えて気化を
促進する 

Trangia TB25型や、空き缶でも 




•  サイドバーナージェット型 
ゴトク不要 

 転倒しないように鍋とのバランスを
考えて 

鍋が小さいと鍋底の加熱面積が少
ない。炎が漏れる 

鍋底との距離が短いと不完全燃焼
が起きやすい 
  ホルムアルデヒドの発生 
  シェルター内では深刻 
ジェットに点火するまで鍋を掛けら
れないので燃料を無駄にする傾
向がある。



•  加圧ジェット型 
密閉構造で強いジェットを得る 

 表面燃焼ではなく、予混合燃焼に近
い燃やし方で、不完全燃焼の低減
を狙った。 
　強いジェットで風に強い 
 
予熱が要るので燃料を無駄にする
傾向がある。 
熱暴走注意 

 あまりお勧めできない。 




•  カーボンフェルトストーブ 
日本のアルコールストーブ先駆者である 
JSBさんが広めた最近のヒット作 

 溶接の火花避けのカーボンフェルトを芯に
すると言う発想がナイス！アルコールス
トーブ作りの方向性に大きな影響 

広口リシール缶に詰めることで、途中消火し
て燃料を節約できる。 

従来の空き缶加工モノでは燃料回収が難し
く、入れた燃料は燃やし切るものが多
かった。TB25は途中消火OK 

倒しても燃料が漏れない 
 安心感が高い 
様々なストーブのデザインが可能になった 



•  最近の形式 
表面張力型 

 気化時間が短く、 
   燃料を無駄にしない。 
 
ドーナツ型 
内面からも空気を供給して不完全燃焼 
低減を目論む 
最近はカーボンフェルトと併せた高性 
能なものが商用化されている。 




アルコールストーブの熱収支

•  燃えた熱でアルコールを蒸発させて燃やして、燃えた熱
で．．．のループ 

    熱のフィードバックが損失と釣り合った状態で安定する 
 
加熱箇所 

 ストーブが燃えて、熱がストーブ体に伝わる箇所 
 
熱の損失 

 アルコールの気化熱として 
 床への伝導 
 ストーブ体周囲への輻射 
 ストーブ体周囲への対流



熱収支が崩れると

•  熱暴走（加熱過多） 
どんどん炎が大きくなって火だるま状態になる。 
これは加圧ジェット型で起きやすい。 

 室内テストではOKであった。 
野外使用時に風防を使い、風防内に風が入り炎がストーブ
体を舐めて瞬時に燃料を沸騰させ、強烈なジェットが発生し
大火が出て、その炎がストーブ体を舐めて．．手の着けよう
がない 

風防有りで輻射増、対流減少で燃えすぎて、炎がストーブ体を
舐めて．．



•  立ち消え 
熱のフィードバックが少ないと燃焼が継続しない。 
加圧型で問題になる 
 
カーボンフェルトを敷くなどしてストーブ底からの伝導
を減らす。 
風防を着ける 
炎とストーブの接触面積を増やす



アルスト、その他の留意点
•  日光の下では炎が見えにくい 

 点火や炎の大きさの確認が難しい 
  影を作る 
  陽炎を見る 
  炎色反応を応用する 

•  鍋をひっくり返さない 
火のついた状態でアルコールが流れ出すと大変 

 しっかりしたゴトクを使う 
 カーボンフェルトなどに吸わせて使う 
 水平が危うい場所を避ける鍋をひっくり返さない 

•  大火にご用心 
 鍋を掴めないので、ひっくり返す危険性 
 取っ手の被覆など、アレコレ溶かす危険性 

・下草を燃やさない 
 炎の位置が地面に近いので、乾燥した下草に延焼することがある 
 日光下では延焼も見えにくい 

・蓋の緩みで燃料をこぼさない 
 固形燃料は割れても燃やせるが、アルコールをこぼすと取り返しが付かない



風防は必須です
•  アルコールストーブに限らず、ゴトクは必須 
熱を無駄にしない 

 燃料の節約 
 時間の節約 

 
強風下でも使えるように 

 炎が消えてしまわないよう 
 炎が揺れて鍋を加熱しない無駄を防ぐ 

 
燃焼条件を整えるために 

 野外では条件が大きく変わる



カルデラコーンストーブ  
•  風防はアルミフォイル、チタ
ンフォイル、薄ステンレスな
ど巻き付け系があるが、 

•  Trail Designsのカルデラ
コーンストーブは密閉に近い
風防兼ゴトクで効果が高い。 
ストーブは、アルコール、固形
供にOK! 





固形燃料ストーブ

•  代表的なモノはEsbit 
その他の類似品も多い 

•  ストーブは燃焼台程度でOK 
ただし、風防は必須 

•  煤が出るので困る 
で鍋底との距離を取って燃やすと煤は減る。 

•  ロケットストーブなども考案されている 
薪を燃やすロケットストーブの構造にEsbitを入れて
効率良く燃やす試みもある。 




•  Titanium Solid Fuel Stove 
折り畳み式ゴトク兼用燃焼台 
手軽で軽いストーブ 
ヒンジ部分が弱い 
鍋寸法が合わないと不安定 
 
 
 



•  T’s Stove 固燃Ti五徳 
 足が強くて信頼できる 
 故障が少ない 
 改造して収納性をUPした 




Esbitで飯を炊く
•  14gEsbitは自動炊飯燃料 

  
米一合を研いで浸して、アルミ鍋に
入れて14gEsbitに点火し、消火
まで待つだけ！ 

始めチョロチョロ、中パッパ、終わり
ユルユルを自然に実現 

米は６分程度の沸騰時間があれば
炊けるらしい。 

炊きたて飯さえあれば無敵！



薪ストーブ

•  焚き火は楽しいよね 
•  樹林帯では燃料の調達が容易 
•  煤が出るので鍋は真っ黒 
鍋に蓋をしないと煤味の湯が出来る 

•  着火にテクニックが必要 
着火剤が欲しい



•  Bushbuddy Stove 
二次燃焼を取り入れた 
　軽量薪ストーブ 
 
チタン版は146g! 
Snowpeak900鍋にピッタリ収納可能 
燃料容量が小さいので小枝をくべる
のに忙しい 

 
さらに軽量版が出るという噂も



•  Backcountry Boiler 
ケリーケトルの小型軽量版 

 300g 
湯沸かしに特化 

 効率が高い 
Kickstarterで資金集めで実現 
 
ストーブが非力で工夫の余地有り 

 風が無いと立ち消え 
沸かせる量が少ない 
もの凄いタール臭が困る 
上から出る炎は再利用が困難



薪への着火   
•  ライターで炙って薪に
着火するのは難しい。 

•  着火剤には固形燃料
片、アルコールジェル、
ロウソク、ガムテープな
どが便利。 

•  ガムテは補修材にも使
えるのでお勧め。 
  



濡れた薪への着火  
・予め小枝を用意して分類し、長さを揃えておく。 

1,2mm程度の極細、3,5mm程度、1cm程度、太い
の 

・ガムテを伸ばして二つ折りにして巻き、着火。 
・細い順に枝を盛り、ガムテの火が消えない程度に押
しつける。 
・もうもうと煙が上がり、やがて炎が出るまで放置 
・維持成長に務める。 




ガスストーブによる冬期の液出し燃焼

•  ガソリンストーブは燃料の取扱いや燃料タンクの重
量が困る。 

•  予熱が必要で、大火や不完全燃焼が困る。 

•  ガスストーブは低温下では燃焼が維持できない。 

•  そこで液出し！



•  気化管が適度に熱したら、お
もむろに缶をひっくり返す。 

•  プロパンの圧力で液化ガス
が送出され、気化管でガスに
なって通常燃焼する。 

•  無駄な予熱が要らずに、ク
リーンである。 

•  火力調整が難しい。 
•  夏場にやるとホースが凍り付
くかも。 



ストーブの選択

•  長所短所、使う場所や条件に応じて柔軟に選択して
楽しんで欲しい。 
アルコールストーブは煤が出ないし野点などに最適。 
固形燃料は小さく軽く、ポケットに入ってしまうほどだ
が信頼性は最も高い。 
薪ストーブは焚き火の楽しさがある。 
•  液出し燃焼は、-20度くらい(ガス組成やパッキング
類の制約)までならガソリンストーブの代用になる。

 




軽量メシって

•  軽量化のための工夫や省略を考えてみましょう。何
が必要で何が無くても大丈夫という割り切りや、経
験や、知恵を自分のものにしましょう。 

•  山宴会もいいけれど、たまには心細い飯で独りで過
ごすのもオススメします。 



ご静聴ありがとうございました！

•  質問等は全てのプログラムが終了後に個別
によろしく！ 


