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自身が行った登山の思い出としてヤマレコに記録を残し、その記録を共有す

ることで、同じ場所に行きたい他の人には、その記録を参考にして安全に山に

行くことが可能になります。 

ヤマレコは、登山に関する情報をみんなで集めて、みんなで共有する場所で

す。 

 

【ヤマレコ】 

http://www.yamareco.com/ 

 

 

１－１ ヤマレコの特徴 

 

１ 最新の山の情報が見つかる 

2013年 8月時点で 30万件もの登山の記録が集まっており、日本全国の

登山ルートの情報を知ることができます。 

記録は毎週 2000 から 3000件づつ増えているので、人気の山なら、1週

間以内に行った人の山の情報が簡単に見つかります。 

２ 簡単に山の記録が作れる 

①写真や文章で、山の思い出を簡単に残せる。 

②ルート登録は地図をクリックするだけ。又は GPSログファイルを登録す

るだけ。 

③自分の行った山が自動的に整理される 

３ きちんと＆簡単に登山の計画が立てられる 

４ 登山を趣味とする友人と知り合い、交流できる 

５ 登山の経験者の人たちにアドバイスを受けられる 

 

 

１－２ 主な機能 

 

・ユーザー登録の有無にかかわらず、山行記録データなどの情報を検索・閲

覧できる。（全ての情報を閲覧するにはユーザー登録が必要） 

・ユーザー登録して、ログオンしたユーザーは、山行記録等のデータを登録

することができる。 

第１章 ヤマレコとは 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%B3
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１ 山行記録検索 

山の名前やジャンルなどから適当に条件設定を行うと、約 33万件（2013

年 11月現在）の記録の中から、自分にあった山行記録が検索できる。 

２ 山行計画管理 

山に行くための計画書作成から提出までを、システムがサポートを行

う。 

３ 山行記録データ登録 

各ユーザーが、山行記録（内容：写真、行程、GPS データ、感想など）

を、編集登録できる。登録した山行記録に関して、他のユーザーとコメ

ント交換ができる。2011年 1月に Google Earth を使用した 3D再生機能

が付加されて、登録した GPSデータに沿ったバーチャル登山体験ができ

るようになった。 

４ 全山行記録データの地図表示 

各ユーザーの登録した全山行記録のルートが、一枚の地図上で確認で

きる。 

５ 日記・ブログ 

登録ユーザーは、日記・ブログを書いて公開できる。それらに関する

コメントのやり取りで、登山関連の情報交換ができる。 

６ コミュニティー（サークルのようなもの） 

mixi、Facebook に似たコミュニティの機能があり、ユーザーは、コミ

ュニティの作成・参加ができる。 

７ 日本百名山検索 

日本百名山の山行記録が、整理されていて、検索したい山ごとに、情

報が閲覧できる。 また日本二百名山、日本三百名山、花の百名山、新・

花の百名山の情報も項目ごとに、整理されている。 

８ 山の本 

山や登山に関する本、雑誌、DVDがカテゴリーごとに登録されている。

各ユーザーが紹介文と共に、お勧めの本を登録することができる。

Amazon.co.jpと連携し、本などの詳細情報が入手でき、購入の手助けと

なっている。 

９ メールマガジン 

メールマガジンの自動配信機能があり、週に一度、最新のヤマレコ（本

サイト）の情報や山行記録の週間アクセスランキングなどの情報が入手

できる。 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/Mixi
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%8C%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%89%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E3%81%AE%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E3%83%BB%E8%8A%B1%E3%81%AE%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E3%83%BB%E8%8A%B1%E3%81%AE%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E8%AA%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ja.wikipedia.org/wiki/Amazon.co.jp
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%B3
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１－３ プレミアムプラン 

 

○プレミアムプランの料金 

 月間 360円／年間 3,400円から 

 

１ 検索機能が便利になる 

記録や計画書を探すときに、より細かい条件指定ができるようになり

ます。①my出発地から近い順の表示、②山行日数、③季節、④アクセス

手段による絞込みなどの機能があります。 

これにより、例えば次のような検索ができます。 

・夏の記録を探したい 

・家から近い山の日帰り記録を探したい 

・電車だけでいける山を探したい 

２ 写真容量が増える 

  月間容量が無制限。全体は 1GBから 20GBの 20 倍になります。 

３ 自分の山行記録をもとにおすすめの記録を自動的に提示する 

４ 広告表示が少なくなる 

全ページ上部と左側、および日記や記録の記事下広告などの目立つ位

置にある広告が表示されなくなります。 

※すべての広告が非表示になるわけではありません。 
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第２章 ヤマレコのユーザー登録 

ヤマレコに山行記録を登録するには、まずユーザー登録をする必要がありま

す。新規登録のページより、ユーザー登録をします。 

 

 
 

【新規登録ページ】 

http://www.yamareco.com/modules/hakusen/register.php 

 

  

http://www.yamareco.com/modules/hakusen/register.php
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２－１ 登録画面の説明 

 

以下は、ヤマレコの「使い方ガイド」の転用です。 

 

 

登録が完了すると、ヤマレコのトップページよりユーザー名とパスワードを記

入してログインできるようになります。 
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■ユーザー名： 

ヤマレコの中で使う名前を登録してください。 

ヤマレコにログインするときにも利用しますので、忘れないようにしてください。

半角の英数字のみご利用いただけます。 

 

■メールアドレス： 

システムに登録するメールアドレスを記入します。 

「このメールアドレスを公開する」にチェックを入れると、インターネットにア

ドレスが公開されてしまいますので、必要ない場合はチェックを入れない設定とし

てください。 

 

■誕生日： 

ご自身の誕生日を記入してください。 

誕生日・年齢をプロフィールのページで公開する場合は、チェックを入れてくだ

さい。 

 

■山を登り始めた時期 

  山を登り始めた時期を、年度で選択してください。 

  選択しておくとプロフィールのページに登山経験として表示されます。 

 

■現住所 

  今お住まいの都道府県を選択してください。 

 

■性別 

  ご自身の性別を選択してください。 

 

■タイムゾーン 

  通常はそのままで構いません。 

 

■パスワード： 

  システムに登録するパスワードを記入してください。 

  システムログイン時に利用します。 

 

■パスワード確認： 

  上記のパスワードをもう一度記入してください。 

 

■当サイトの新着情報などをメールで受け取る： 

ここを「はい」にすると、山行記録のアクセスランキングやヤマレコの最新情報

がわかる、 

 ヤマレコ公式のメールマガジンが届きます。 

 

■免責： 

内容を確認いただき、同意いただける場合のみチェックボックスにチェックを入

れてください。  
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第３章 山行記録の検索 

 

ヤマレコでは、以下の方法で記録を検索できます。 

①山名から記録を探す 

②本から探す 

③日本百名山 

④地図検索 

 

３－１ 山名から記録を探す 

 

 

① 検索窓に探したい

山名を入力して、

「検索」する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②検索結果が表示される。 

・表題 

・情報量（Ｓ～Ｄ） 

・写真の枚数 

・ルート（旗マーク） 

・感想の有無 

・お気に入りの有無（★

マーク） 

・拍手件数（手のﾏｰｸ） 

・山行日 

など 

 

 

 

①               ②    ③   ④ 



8 

 

３－２ 本から探す 

 

① [本から探す]をクリック 

② 新・分県登山ガイド(山と溪

谷社)が表示される。 

2014/02/25 現在で「岡山県

の山」、「香川県の山」、「山梨

県の山」が登録されている。 

③ 本のリンクをクリックする。 

書籍に掲載されている山・登

山ルートが表示される。 

 

 

 

 

 

 

３－３ 日本百名山 

 

①[日本百名山]をクリック 

②日本百名山が表示される。 

 

他のリストとして以下がある。 

・日本二百名山 

・日本三百名山 

・花の百名山 

・新・花の百名山 

・七大陸最高峰 
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３－４ 地図検索 

 

①[地図検索]をクリック 

②日本地図が表示される。 

③地図を異動、拡大・縮小して検索した

い付近の山を表示させる。 

④検索したい場所をクリック、ドラッグ

する。 

⑤[地図検索]をクリック 

⑥該当する地域（周辺）の山の記事が検

索される。 
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第４章 山行記録の登録 

 

以下は、ヤマレコの「使い方ガイド」の転用です。 

 

４－１ 山行記録の登録（Step1） 

 

画面左のユーザメニューにある[山行記録を書く]より、山行記録を登録できます。 
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■計画書から読み込む： 

すでに計画書を作成いただいている場合は、場所やエリア名などを計画書から  

コピーして利用いただくことで、記入の手間を省くことができます。 

コピーする場合は、リンク先の「計画書一覧」へ移動してください。 

 

■記録の登録先： 

ヤマレコ内のグループに参加されている方は、自分個人の山行記録なのか、グル

ープとしての山行記録なのを選択してください。 

  グループに参加していない場合は表示されません。 

 

■場所： 

  行った山やルートなどの場所名を自由に記入してください。 

 

■エリア選択： 

  行った山のエリアを選択してください。 

 詳細なエリアが分からない場合は、「関東」などの大きなエリアだけにしていた

だくこともできます。 

 

■ジャンル： 

 ハイキングやトレイルランニングなどのなかから、該当する項目を選択してくだ

さい。 

 

■日程： 

  山に登り始めた日と、山から下りた日を選択してください。 

 

■メンバー： 

 一緒に山に登った人がヤマレコのユーザーにいる場合は、ユーザー名で検索して  

メンバーに追加していただけると、一緒に 1 つの山行記録を作ることができます。  

友達リストに登録しているユーザーはあらかじめ表示されていますので、 

  選択するだけでメンバーに追加いただけます。 

 

■担当・役割： 

  一緒に行った人の中で役割分担などがあれば、選択いただけます。 

 

■天気： 

  当日の山の天気の情報をご記入いただけます。 
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■アクセス： 

  登山口までの行き／帰りで利用した交通機関を選択して記入いただけます。 

 

■コースタイム： 

  通過場所や通過時刻などをご記入いただけます。 

 

■コース状況： 

 道の状況や危険箇所、登山ポストの有無、下山後の温泉や飲食店の情報など  

記録を見る人に役立つ情報があればご記入をお願いします。 

 

■装備： 

  山に持っていった装備をご記入いただけます。 

 

■追加情報： 

 子連れの登山（小学校程度までのお子様と登った登山）の場合は、チェックを入

れていただくと、山行記録のページにマークが表示されます。 

 

■記録設定： 

 「コメントを受け付ける」のチェックを外すと、記録にコメントができなくなり

ます。 

 また、ご自身のブラックリストに登録されているユーザーは、この設定にかかわ

らずコメントの受付を拒否します。 

 

 ブログパーツを山行記録に貼り付ける場合は、コードを入れていただくと記録の

一番下に表示されるようになります。 

なお、アフィリエイトリンクなど、収益目的の広告掲示は禁止しております。 

 

「保存して次へ進む」をクリックすると「Step2」へと移ります。 
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４－２ ルートの登録（Step2） 

 

Step1 の記入が終わると、ルートの登録画面に移ります。ルートは、地図上をク

リックして入力する方法と、GPS のログファイルを登録（アップロード）する方法

の 2つの方法があります。 

 

１ ルートのクリック入力 

■スキップして Step3へ： 

ルートを記入しない場合は、このボ

タンを押していただければ、写真の登

録画面に移動します。 

 

■地図の移動方法 

 山の名前を記入して「地図移動」の

ボタンを押すと、その山に移動します。 

 また、地図をドラッグ＆ドロップす

ることでも地図を移動できます。 

画面右の拡大・縮小ボタンを押すと、

地図の拡大縮小も可能です。 

 

■ルート登録方法の選択： 

 ヤマレコでは、複数の地図を使ってルートを記入いただけます。 

・Yahoo! 地図（見やすく、等高線も表示される） 

・Google Map（海外の記録を書く場合におすすめ） 

・1/25000 地形図（国土地理院の地図。より詳しく正確なルートを記入する場合

におすすめ） 

・GPS ログを登録（GPSログファイルを載せる場合はこちら） 

 

■手順１：地図上をクリック 

 地図の上をクリックしていくことで、線を引くことができます。 

間違えた場合は、「一つ戻る」のボタンで１つ前のクリックの状態に戻すか、「ク

リア」ボタンで全ルートを消すことができます。 

また、往復のルートなどの場合には、山頂までルートを入力いただき、「折り返

す」のボタンを押していただくと、帰りのルートが自動的に入力されます。 

 

■手順２：時刻設定 

登り始めた時刻と、下りた時刻を選んでください。 

途中の時刻は距離を勘案して自動的に入力されます。 
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■手順３：ルート名 

生成される GPXファイルに記入されるルート名です。 

特に必要ない場合は空欄で構いません。 

 

「登録して次へ進む」をクリックすると Step3へと移ります。 

 

２ ＧＰＳログファイルの登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ログファイルの形式： 

登録する GPSログファイルの形式を選んでください。 

お手元のログファイルが対応するものにない場合は、フリーソフトなどで GPXフ

ァイルに変換いただいてから登録いただくことになります。 

 

■ログ種別： 

GPS で取ったログのファイルか、手書きなどの入力を GPS ログファイル形式に  

したものなのかを選択してください。 

 

■データの間引き： 

GPS ログのデータサイズが大きい場合、登録に失敗したり、ルートの表示に時間

がかかる場合があります。 

間引きの設定をしていただくと、GPS ログ登録時にデータの間引きをして、デー

タを軽量化することができます。 

 

■ログの上書き： 

すでに登録されているルートの情報がある場合、そのルートを削除して上書きす

るか、既存のログに追記するのかを選択いただけます。 
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■ファイル選択： 

登録する GPSログファイルを選択してください。 

一度に１ファイルのみ登録できますので、複数ファイルに分割されている場合は  

あらかじめ１ファイルにまとめるか、ログの追記機能をご利用ください。 

 

「登録して次へ進む」をクリックすると Step3へと移ります。 

 

４－３ 写真の登録（Step3） 

Step2の記入が終わると、写真の登録画面に移ります。 

 

１ 写真の一括登録 

■ヤマメモから取り込む： 

山の中でメモを取れるアンドロ

イドのアプリ「ヤマメモ」をご利用

いただいている場合、ボタン１つで

ヤマメモで取った写真を記録に取

り込むことができます。 

取り込みたいメモを選んで、「写

真を取り込む」ボタンを押せば、  

すべての写真が取り込まれます。 

 

■手順１：写真サイズの選択 

写真を縮小する場合は、縮小する

サイズを選んでください。 

写真を縮小しない設定にするこ

ともできます。 

 

■手順２：写真を選択 

「写真を選択する」ボタンを押して、パソコンの中にある写真の中から登録する

写真を選択してください。 

Shift や Ctrlのキーを押しながら選ぶことで、複数の写真を一気に選ぶこともで

きます。 

 

■手順３：登録開始 

「登録開始」ボタンを押すと、選んだ写真が順番に登録されます。 

（すべての写真登録が終わるまでは、ページの移動や再読込はしないこと。） 

 

「登録を終了して次へ」ボタンで、次に進めます。 
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２ 写真の並べ替え 

写真を登録する際に、写真の撮影時刻で自動的に並び替えをしていますが、あと

から自由に並び順を変更することもできます。 

 

■撮影時刻で並び替え： 

「並び替え」ボタンを押すと、撮影

時刻が古いものから順に並び替えを

行います。 

 

■自分で並び替え： 

写真をマウスで上下にドラッグ＆

ドロップすることで、並び順を自由に

変えることができます。 

 

「登録を終了して次へ」ボタンで、次

に進めます。 

 

 

３ コメントの記入 

写真のコメント記入や写真の回転、公開範囲の選択、写真の削除、代表写真（記

録一覧に表示される写真）の選択など、写真の設定を行うことができます。 

 

■削除： 

削除のチェックを入れることで、そ

の写真を削除できます。 

すべての写真を削除する場合は「す

べて削除」のボタンを押してくださ

い。 

 

■代表： 

山行記録の一覧やトップページなど

で表示される写真を１枚選ぶことがで

きます。 

 

■回転： 

写真ファイルについている撮影時の情報をもとに、写真登録時に自動回転を行っ

ていますが、 

右回転・左回転のボタンを押すことで、写真を自由に回転させることができます。 
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■公開範囲の設定： 

登録直後は全員に公開する設定になっていますが、山行記録のメンバーとして登

録されている人のみに公開することもできます。 

また、グループの記録として作成している場合は、グループのメンバーのみに公

開することもできます。 

 

■写真のコメント 

写真のコメントを自由に入力することができます。 

 

「編集内容を保存して次へ」ボタンで、次に進めます。 

 

４ 写真の配置 

写真の撮影場所を設定することができます。１枚ずつ地図の上に配置することも、

GPSログと写真の撮影時刻から自動配置することもできます。 

 

■自動配置： 

GPS ログのファイルを登録いただいた場

合、写真の撮影時刻と照らし合わせる  

ことで、自動的に写真を地図上に配置する

ことができます。 

GPS ロガーの時刻設定とデジカメの時刻

設定にずれがある場合は、どのぐらい  

ずれがあるのかを設定した後に「自動配置」

のボタンを押すと、地図上に写真が配置さ

れます。 

 

■手動配置： 

写真の下にある「配置」ボタンを押して、地図上をクリックすると、その場所に

写真を配置することができます。 

一度配置した写真を配置解除する場合は、Resetのリンクをクリックしてください。 

 

「保存して Step4へ」をクリックすると、保存したあとに Step4へと移ります。 

  

http://www.yamareco.com/modules/pico/index.php?content_id=71


18 

 

４－４ 感想の登録（Step4） 

Step3の記入が終わると、感想の登録画面に移ります。 

複数のメンバーで山行記録を登録している場合、1 人あたり 1 つの感想を書くこと

ができ、ある人の感想を他の人が編集することはできません。 

 

■操作： 

新しく感想を登録する場合は登

録、感想を消す場合は削除を選ん

でください。 

 

■アクセス制限： 

通常は感想をすべての人に公開

するように設定されていますが、

参加したメンバーの間だけで感想

を共有することもできます。 

また、グループの記録として登

録している場合は、グループのメンバーにも感想を共有できるようになります。 

 

■感想／行動の記録 

 登山の感想や、行動の記録を自由に登録いただけます。 

 

■YouTube の動画 URL： 

山の中で撮った動画などを、YouTubeに登録いただいたあと、そのアドレス（URL）

を記入いただくと、感想のなかに動画を埋め込むことができます。 

 

「保存して次へ」をクリックすると、保存したあとに Step5へと移ります。 

 

 

４－５ 公開設定（Step5） 

Step4 の記入が終わると、公開設定の画面

に移ります。 

 

■公開範囲： 

山行記録全体を公開する設定ができま

す。 

・全員に公開：インターネット上に公開

されます。 

http://www.yamareco.com/modules/pico/index.php?content_id=70
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・ヤマレコ内のみに公開：ヤマレコにユーザー登録している人だけに公開されま

す。 

・非公開：指定した公開範囲だけに公開されます。 

山行記録のメンバー、友達リストに登録したユーザー、自分がフォローして

いる相手の中から選ぶことができます。 

 

■トップページ／最近の記録リストへの表示期限： 

通常は、下山日の 5 日後までに山行記録を登録いただくと、記録のリストに表示

されるようになっています。 

プレミアムプランに加入すると、下山日の 7日後まで記録のリストに表示される

ので、少し余裕を持って記録を書くことができるようになります。 

 

「設定する」ボタンを押すと、設定された公開範囲で記録が公開されます 

 

 

４－６ その他の編集 

■ファイル登録： 

山行記録に Wordや Excel、PDFなどのファイルを添付することができます。 

山岳会で利用している計画書などのファイルがある場合にご活用いただけます 

 

■登った山： 

山と山行記録の関連付けを追加・削除することができます。 

通常は山行記録に登録いただいたルートから、どの山に行ったか自動的に関連付

けを行いますが、手動で関連付けを行っていただくこともできます。 

 

■削除： 

山行記録の削除を行います。 

 なお、システムの不具合ではなく手動で削除された場合には、誰がいつ削除を行

ったのかを記録しております（ログの公開はしておりません）。 
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第５章 GPS 連携 

 

５－１ ＧＰＳログファイルの登録 

「第４章４－２ルートの登録」を参照。 

ヤマレコに登録できる GPS ログファイルは、GPX、KML、NMEA、Garmin の形式です。

（カシミールの GDBファイルには対応していません。） 

利用している GPS ロガーがこのファイル形式に対応していれば、GPS ログをそのま

ま登録することが可能ですが、対応していなければ、フリーソフトなどで GPXファイ

ルなどに変換してから登録することになります。 

・ＧＰＸ … 多くのＧＰＳソフトに対応している汎用性の高い形式 

・ＫＭＬ … Google Earth や Googleマップに利用されている形式 

 

５－２ ＧＰＳログファイルのダウンロード 

ヤマレコの記録にルートが登録されている場合は、ルートの GPSログファイルをダ

ウンロードすることができます。 

① 地図上部の「マップ機能」から

[GPX ファイルをダウンロード]

を選ぶ。 

② 任意の場所にダウンロードす

る。 

 

ダウンロードしたGPXファイルをカ

シミールに読み込むことができます。 

また、スマホやハンディ GPSなどに

読み込めばナビとして使うことがで

きます。 

 

５－３ カシミールからＧＰＳログファイルの書き出し 

カシミールに登録したルートを GPSログファイルとして書き出すことができます。 

書き出したファイルをヤマレコに登録することもできます。 

 

①カシミールを立ち上げ、ルートにカーソルを合わせ右クリック 

②[トラックの操作]→[ファイルへの書き出し] 

書き出すことができるファイル形式は、GDB、POT、TRK、Waypoint ファイル、

SUUNT データファイル、GPX、KMLです。 


