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0.なぜハンモックキャンプ？ 

最近ハンモックキャンプを始める方が増えました。以前ならキャ

ンプ場でハンモックを張っている人はほとんど見かけませんでし

たが、最近は少なくても 2~3人は見かけるようになりました。 

 

ハンモックキャンプの魅力はどんなところにあるのでしょうか？ 

 

ハンモックの魅力と、初心者でも簡単に始められる基本的なこ

とをこのマニュアルではご紹介していきますね。 

 

1.ハンモックキャンプの魅力 

ハンモックキャンプを始めて約 2年ほどになります。以前から

キャンプには時々行ってましたが、虫が苦手なのでテントで寝

袋で寝るというのが得意ではありませんでした。 

 

この状況がどうにかならないものかなと考えていたところ、そんな

時に出会ったのがハンモックキャンプでした。 
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今までハンモックというと ↓ ↓ ↓ 

 

↑ ↑ ↑こんなイメージでしたが、 

実はハンモックキャンプ用のハンモックは 

こんなです。↓ ↓ ↓ 

 

ちょっとカッコよすぎます！ということで 50才にしてハンモック

キャンプにチャレンジしていきますね。 
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2.ハンモックキャンプの長所と短所 

ハンモックキャンプの長所としましては 

・木があれば地面がごつごつしていても関係ない 

・ヘビやヒルやカなどの嫌の虫や動物から距離がある 

・意外と冬でも暖かい（ストーブいりません） 

・荷物が少なくて済む 

逆に短所としましては 

・木がないと設営しにくい 

・人によってはバランスが取れない場合がある 

（時たまクルクル回っている人を見かけます） 

・寝袋がずれた時にちょっと直しにくいなどです。 

 

ただ、木がなくても車両間にハンモックを吊るしたり、グランド

シートを引いてビビテントとして利用したりと工夫次第であらゆ

る場面に対応できますよ。 

ぜひハンモックキャンプの醍醐味を味わってみてくださいね！ 
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3.ハンモック選び 

さあ、ここからはハンモックを選んでいきましょう。 

初めての方がハンモック選びで最低限押さえておきたいポイン

トをご紹介します。 

①蚊帳が付いていること 

②比較的軽量であること 

③設営がしやすいこと 

です。これらを総合して考えると DD ハンモック社のフロントライ

ンハンモックがおススメです。 

順番にポイントを見ていきます。 

 

ポイント①蚊帳が付いてあること 

いろいろな種類のハンモックがありますが、キャンプ用で最低限

押さえておきたいことです。蚊帳は必須です。 

可能であれば、超微細なメッシュの蚊帳がおススメです。 

蚊帳は後付けするものよりも内蔵しているもの、また両サイド

開閉できるタイプが便利です。 
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特徴として超微細なメッシュ蚊帳が内蔵していて、両サイドに

ジッパー付き。スプレッダーポールを使用しているので蚊帳内

部が大きな空間になり、とても快適です。 

 

両サイド蚊帳を巻き上げれば開放的でハンモックに腰掛けて

過ごすことが出来るのでイスもいりません。 

 

サイズは長さ 2.7ｍｘ幅 1.4ｍあるのでかなり身長の高い人

でも大丈夫です。 

（メーカー発表では 196ｃｍ＆125㎏まで対応可能） 

 

ハンモックの機能でもう一つ重要なのはベース部分。素材と布

が何枚で出来ているかが重要です。 

スプレッダーポールに巻き上げる

ことで大きく開閉できる蚊帳 

スプレッダーポール使用により蚊帳内部の

大きな空間を実現 

写真は DD Hammocks HP より引用 
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フロントラインハンモックの素材は 180T ポリエステルでしっかり

とした厚みがあり、なおかつ通気性もよい絶妙のバランスです。 

 

布の枚数はレイヤーであらわされることが多くシングルレイヤ―

だとベース部分は 1層。フロントラインハンモックはダブルレイヤ

―なのでベース部分が 2層になります。 

 

この 1層と 2層の違いは大きくて、例えば夏場で蚊の多い時

期、蚊は 1層ハンモックを食い込むことが知られています。で

すのでベース部分が 2層あるハンモックを使用することで、ハン

モックの背中部分から蚊に刺されることを防ぐことが出来ます。 

 

加えて 2層の間にエアーマットなどを挿入することも可能という

利点もあります。（フロントラインハンモックは防水対応ではな

いので地面に置いてのビビでの使用はお勧めしません） 

 

DD Hammocks HP より引用 
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ポイント②比較的軽量であること 

次にフロントラインハンモックの収納サイズについてみていきま

しょう。以下がおおよその収納サイズになります。  

 

これに標準装備のウェビングと、別売りのツリーハガー（気に巻き

付けるストラップ）とハンモック用のカラビナをあわせてトータル 1㎏く

らいです。 

 

夏場だとタープ（DD タープ 3ｘ3 だと約 800ｇ、スーパーライト

タープだと約 500ｇ）と組み合わせても 1.5㎏から 2㎏弱なの

で、山岳用のテント並みか同レベルの水準です。 

 

ポールがないのでコンパクトにまとまるのでリュックにすっぽり収まるのも

利点です。 

約タテ 30ｃｍｘヨコ 20ｃｍｘ厚み 10ｃｍ 

重量は約 860ｇ（ウェビングは除く） 
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ポイント③設営がしやすいこと 

フロントラインハンモックには片側 5ｍずつ両サイドにストロングウェビ

ングが標準装備されています。↓ ↓ ↓ 

 

通常はストロングウェビングを気に縛り付けて高さを調節していくので

すが、初心者にはこの調節が結構大変です。また、樹木にかかるス

トレスも大きくなってしまします。 

 

ここでおススメなのでハンモックの設営と調整が簡単に素早くできる

『DD コンプリートウーピーサスペンションシステム』です。 

 

ツリーハガー（ツリーストラップ）とハンモック用カラビナ、そして長さ調

整が出来る組みひものウーピースリングのセットです。 

 

DD Hammocks HP より引用 
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今回は『DD コンプリートウーピーサスペンションシステム』を使ってハン

モックの設営をしていきます。 

 

以下のことに気を付けて、設営する木を見つけます。 

 

①ハンモックを収納袋から取り出します。 

②付属のストロングウェビングを抜き取り、代わりにウーピースリングを

取り付けます。（両サイド） 

 

 

※少し通しにくいかもしれ

ません。可能であればキャ

ンプ前に準備しておくことを

おススメします 
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③ツリーハガーを樹木に巻き付けます。 

 

 

 

④ツリーハガーの両端のエンドループにカラビナをセットします。 

 

 

DD Hammocks HP より引用 

※細い木の場合は何度か回

す。太い木の場合は下の様

に木に回すだけでも大丈夫で

す。（少しずれ落ちやすくは

なりますが） 

 

※この時必ず両方のエン

ドループにカラビナを通して

ください。 
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⑤ウーピースリングをカラビナにクリップします。 

 

⑥ウーピースリングの長さを調節してハンモックの高さを調整します。 

 

※反対側も同じようにしま

す。 
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⑦地面からのハンモックの高さが 0.5~1m くらい、ハンモックと木の

吊り下げ角度が 30度くらいになるように調節します。 

 

 

※以下の点に注意してハンモックを掛ける角度を微調整してください 

  

DD Hammocks HP より引用 
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ここまでで、ハンモックの設置が完了しました。 

次に蚊帳をセットしていきます。 

 

⑧スプレッダーポールを取り付ける。 

 

蚊帳上部の所定の位置にスプレッダーポールを差し込みます。 

  

 
真ん中のタブに付属のエラスティックコード（弾性コード）取り付

け、木に接続する。（反対側も） 
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蚊帳を吊り上げるエラスティックコードの取り付け位置（例） 

 

 

 

 

ハンモックの上にもう 1 ライン（タープ用）の稜線くらいの高さが

標準的な取り付け位置。その時の状況に応じて色々変えること

は可能です。 

 

上の写真の様に蚊帳を開けてスプレッダーポールに巻き上げれば

設営完成です。 

 

慣れてくればここまでで 5~15 分くらいで設営できるようになりま

す。 

 

ハンモック自体を取り付けるラインよりも

30~50ｃｍくらい上が理想。 
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4.ハンモックに入るには．．． 

 
ハンモックのセットアップが完了したら、いよいよハンモックに入りま

しょう。初めてハンモックに入るときの注意点を説明していきます。 

①ハンモックのノット（ツリーハガー、カラビナ、サスペンション、ウーピー

スリング）が確実にセットされているか、結び目がある場合はしっ

かりと結ばれているかいま一度確認しましょう。 

②片手が膝の下に、もう一方が後ろになるようにして、両手でハン

モックのベース部を広げます。（蚊帳は開きスプレッダーポールに

引っ掛けておくと入りやすいです） 

③イスに座るように静かに腰掛けます。 

④両足を持ち上げ、静かに反転していきます。 

※ハンモックの足側を少し高く吊るしてみるとより快適になります。 

※ハンモック内で対角線になるように寝ると安定しやすいです。 

⑤蚊帳を下ろしジッパーを閉じるとバグネット状態の完成です。 
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5.ハンモックの撤収 

ハンモックの撤収はとても簡単です。今回はハンモック撤収の便利ア

イテム、ハンモックスリーブを利用した撤収方法を紹介します。 

①ハンモックの蚊帳と繋げているライン（エラスティックコード）を木か

ら外す。 

②スプレッダーポールを蚊帳から外す。 

③ハンモックスリーブをサスペンションラインに取り付ける（設営の際

に取り付けておくと便利です。） 

④ハンモックスリーブをハンモックにカバーしていく（写真参照） 
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⑤ツリーハガーからカラビナを外し、そのまま収納袋に入れる。 

以上で撤収は完了です。 

※帰宅後スリーブからハンモックを取り出し、日陰干ししましょう。 

 

便利アイテム『ハンモックスリーブ』 

https://item.rakuten.co.jp/music-and-outdoor-lab/dd-sleeve/ 

 

 

今回はここまでです。 

どんどん更新していきますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※許可なく、本レポートの一部、または全てをいかなる手段においても複製、転載、 流用、転売等することを禁じます。 
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