


　ジョージ・マロリーとエドモンド・ヒラリーは、世界最高峰の山であるエベレストの登頂に初
めて成功した人物です。ジョージ・マロリーは1924年に登頂に挑んだが、頂上付近で1,800フィー
ト（約 550 メートル）滑落をしたと推測をされ、行方不明になっていました。ですので、どこに
も彼が登頂に成功したという証拠はありませんが、人々は皆、彼が成し遂げたと信じているのです。
エドモンド・ヒラリー、彼は確かにエベレスト登頂に成功しています。1953 年にイギリスが組
織したエベレスト遠征隊に参加し、人類初の快挙を達成しました。
　私自身、登山にも興味がありますが、アイコンとも言える彼ら２人の服装にも非常に惹かれた
のです。

　エベレストパーカーは私が 2003 年に初めて発表した限定コレクションの最高のアイテムです。
2003 年はエドモンド・ヒラリーがエベレスト登頂に成功したときから、記念すべき 50 周年でし
た。衣服に関しても、彼が着ていたもののみがエベレストの頂を知っているのです。このことが
コレクション全体に大きな影響を与えています。
　エベレストパーカーは、私が今までデザインしてきたアウトウェアの中で最も素晴らしい一着
と言えるでしょう。また私はそのことを誇りに思っています。

　マロリージャケットには、２つの名前が付けられていました。
　一つはテンジン。エベレスト登頂の際にエドモンド・ヒラリーに同行したチベット人シェルパ、
ノルゲイ・テンジンから名付けられています。
　もう一つはマロリー。1924 年にジョージ・マロリーがエベレストに登った際、実際にツイー
ドのジャケットを着ていたことからこう呼ばれました。
　どちらもとても有名な登山家であり、彼らから名前を付けたのです。

　カメラマンジャケットは 2003 年の限定コレクションでデザインしたのが始まりで、エベレス
ト遠征隊の12人のメンバーの１人であるカメラマンが着ていたジャケットからインスピレーショ
ンを受けています。

　これらはすべて 2003 年の初めてのコレクションでデザインした特別なアイテムで、Nigel 
Cabourn というブランドを象徴するアイテムです。
　ブランドには欠かせないアイコニックアイテムでもあります。

　これらのナイジェル・ケーボンを代表するアイテムは、確かにクラシックである必要があります。
イギリスのライフスタイルを代表する、最高かつ本物の生地を採用し、製作しています。
　例えば、1953 年にエベレストでテントとして使用されたヴェンタイルについてもそうですが、
私は本当に美しく、背景が感じられるものをクラシックだと捉えています。

　私にとってナイジェル・ケーボンというブランドとは、私の人生です。そして誠実で、高品質、
オリジナルの機能的なディテールを使用し、少し粗削りですが日常着として使える本物のライフ
スタイルブランドです。
　私たちの商品は普段から着ることが大切で、ただキレイに見せるためだけに存在するわけでは
ありません。
　ナイジェル・ケーボンに関してもう一つ重要なのは、持続可能であること。
　一生着ることができるナイジェル・ケーボンの服を買ってほしい。それだけでなく、ナイジェル・
ケーボンの服を自分の子供や孫に渡すことができるでしょうし、これがナイジェル・ケーボンの
誠実さだと思っています。

MESSAGE FROM NIGEL CABOURN

　ナイジェル・ケーボンのアイテムが未来のヴィンテージになってくれることを願っています。
私が敬愛しているエディー・バウアー、彼自身は 1924 年に同ブランドを始めた時にたくさんの
ファンから尊敬されることになるということを決して知らなかっただろうけど、彼と同じように
ナイジェル・ケーボンも受け継がれ続け、有名なオールドブランドになってくれたら嬉しい。
ご存知の通り、私はナイジェル・ケーボンを 50 年間続けているので、今後もブランドを続けて
いきたい。

　私はファンの皆様を愛しています。特に、日本、中国、韓国、香港にはたくさんのファンがい
ますし、私自身、サポートしてくれている皆様にブランドを通して貢献できることを嬉しく思い
ます。ナイジェル・ケーボンは 1971 年に、日本では 1980 年にスタートしました。
　私は 1981 年から日本に来始めましたが、たくさんの方々が永きに渡って支えてくださったお
かげで、この 15 年間でブランドは大きく成長しました。
　日頃より支えてくださっているファンの皆様に心から感謝を申し上げたいです。
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EVEREST PARKA - VENTILE + SHEEPSKIN

　本製品は、世界最高峰であるエベレストに挑んだ、英国登山隊が着用していたヴィンテージウェ
アをベースにして、デザインされています。

　現在では、エベレストの山頂を民間人が、ある程度自由に目指すことができますが、エドモンド・
ヒラリーが初登頂を果たした時と、それ以前は、現代とは全く違った状況でした。
　前人未踏の最高峰は、当然非常に困難であり、そこを征した国家はその国力を広く世界に誇示し、
国際社会における優位性を示す事に直結したからです。つまり、困難な冒険には高い技術力に裏打
ちされた優秀な装備を必要とします。そして探検隊員は極めて高い身体能力と強靱な鉄の意志を持
たねばなりません。自ずと探検隊員は、国が国家予算をかけて鍛え上げた優秀な軍人という事にな
ります。そこらの脆弱な民間人がエベレスト登頂に挑んで失敗した日には、国家の恥という訳です。

　今から百年前は、こうした人類未踏の地がいくつかありました。エベレスト山頂、北極点、そし
て南極。かつて南極の地図は文字通り海岸線以外真っ白でした。陸地の上に氷が載っているのか、
陸地の形はどうなっているのか、まさに不明の地だった訳です。
　それらの未踏の地に国旗を立てる事は無血戦争の勝利と同義でした。

　未踏の地として、判りやすい例は月への到達を挙げる事ができます。
　当時、月面着陸を目指したのはアメリカ合衆国とソビエト連邦です。お互いに世界を数百回破滅
させられるだけの大陸間弾道弾を保有し、睨み合った両国にとって、月面への到達は戦争の代償行
為そのものでした。当時の両国の関係性は、次の言葉で最も端的に表現されていると言えるでしょ
う。すなわち、「冷戦」と。

　スプートニク 2号でライカと名付けられた犬が周回軌道に載り、約 4年後にはユーリィ・ガガー
リンが、周回軌道から生還します。ソビエトは米国に対し、圧倒的優位に立ちます。

　一方の合衆国は、第 2次大戦の敗戦国であるドイツから亡命したフォン・ブラウン博士をNASA
へ招聘し、ロケット開発を進めます。博士はナチスドイツのＶ計画の中心的人物でした。当時は敵
国への爆撃は、航空機からの空爆が一般的でしたが、当然それを行うにはある程度の制空権を確保
する必要がありました。その制空権を必要とせず爆撃を可能にしようとしたのが、Ｖ計画です。そ
れは地対地ミサイルによる、ドイツ占領地域からロンドンへの直接攻撃を意味していました。後に
大陸間弾道弾にまで発展し、戦術核の恐怖を生み出した技術の端緒となった計画です。合衆国が月
面到達の競争において、第 2次大戦の負の遺産にいちはやく目を付けた事実は意外に周知されて
いません。

　この戦いは最終的には、ご存じのとおり合衆国の勝ち。1969 年アームストロング船長は月面に
星条旗を立てます。人類の代表として月面に旗を立てるのであれば、地球と平和の象徴であるオリー
ブの葉から成る国連連合旗の方が相応しかったのでしょうが。

　1900 年代の人類未到の地で、最初に制服されたのが北極点です。
　制したのは合衆国、1909 年の事です。英国はさぞかし悔しかったでしょう。世界で最も古く偉
大な国家である英国が、若造であるかつての属国に、してやられた訳ですから。

　次なる未開の地は、地軸の反対側、南極点。
　1909 年、英国のアーネスト・シャクルトンが最も南極点に近づいており、英国は今度こそその
国力を世界に見せつけるはずでした。1911 年、万全の体制で、英国はロバート・スコット隊を極
点制覇に向けて送り出します。
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　1921 年、英国は国家の総力を挙げてエベレスト遠征隊を組織します。当然隊員は全員が選び抜
かれた軍属。
　現地調査を目的とした第 1次遠征の後、1922 年に第 2次遠征隊を派遣し山頂を狙います。この
時ジョージ・マロリーが人類最高度到達の記録をうち立てたものの、山頂到達には至らず、失敗。

　1924 年、第 3次遠征。ジョージ・マロリーとアンドリュー・アーヴィンが山頂に向けて最終ア
タックキャンプを出発。
　「マロリーはニットの上にツイードのジャケットを羽織り、ゲートルを巻いただけの軽装だった。
　雲の合間から、最終アタックキャンプを出て山頂に向かうふたりの姿が垣間見えた。すぐに雲が
かかり見えなくなった。」
　ふたりが山頂に立つ前に遭難したのか、偉業を達成した後に亡くなったのかは未だに謎です。

　1933 年、第 4次遠征。失敗。
　1935 年、調査目的の第 5次遠征。この時にエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイが参加。
　1936 年、第 6次遠征。失敗。全く成果がなかったため、「最低の遠征」と。
　1938 年、第 7次遠征。また失敗。

　第 2次世界大戦勃発。

　1951 年、第 8次遠征。失敗。
　1952 年には、スイス隊が挑戦、しかし失敗。英国以外の各国が遠征隊を組織し始め、英国は自
身の度重なる失敗と、競争相手により、いよいよ追い込まれていきます。

　1953 年、ジョン・ハント隊長率いる英国隊が挑戦。
　エドモンド・ヒラリー。
　テンジン・ノルゲイ。
　同年 5月 26日、午前 11時 30分、成功。

　第 1次遠征から 30年以上の月日をかけて、英国は世界最高峰を征しました。

　英国と共に南極点を虎視眈々と狙っていたのは、ノルウェー。ロアール・アムンセンです。アム
ンセンがイヌイットに習って犬ぞりを使った事に対し、スコット隊は雪上車と馬を使います。
しかし、南極とは、あまりにも不明の地でした。
　当時のエンジンは機能せず、馬の生存限界をはるかに超えた大陸である事を、誰も知らなかった
のです。まさに南極の地図は白紙であったからです。
　そして、スコットとアムンセンはお互いが、それぞれ国家の威信をかけて、同じ時期に南極点を
狙っている事を知っていました。

　1911 年。アムンセン、北極点到達。

　遅れること約一ヶ月後に、スコットは北極点にノルウェー国旗を発見し、敗れた事を知ります。
アムンセンは、次に極点に到達した者に対し、極点に手紙残しました。それを 2着で極点に着い
た者＝スコットが持ち帰る事で、仮に自分たちが帰路で遭難し帰還できなくなっても、北極点到達
の証明になるからです。

　文字通り満身創痍でスコットは帰路に就きます。
　極点から海岸線まで、ブリザードの中の徒歩の旅。
　後に、「世界最悪の旅」と称された行程。
　スコット隊の一員であるオーツは重度の凍傷に犯され歩けません。
　自分を捨て置いて先に行くように懇願しますが、隊長は聞き入れません。
　「ちょっとそこまで出てくる、しばらく掛かるかもしれない。」
　オーツがそう言い残してテントを出たのは、32歳の彼の誕生日の朝でした。

　スコット隊全滅。

　ロバート・ファルコン・スコットは、アムンセンから託された手紙と、すべての隊員の家族に宛
てた手紙、そして「我妻へ」と書き始め、「我が未亡人へ」と改めた手紙を最期まで離しませんでした。

　こうして地軸の両端が制覇され、英国は取り残されました。
　かつて大英帝国として、世界の半分を支配した強大な国家は、信じがたい事ですが依然無冠のま
までした。
　
　そして、エベレスト山頂。
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This now iconic parka was fi rst introduced in the 2003 'The Ascent of Cabourn' Limited Edition 
collection inspired by Sir Edmund Hillary's expedition to the summit of Everest and the clothes 
he and his team wore on their journey. This classic and highly desirable piece of outerwear is 
designed and manufactured to the highest quality and has been produced in Ventile®.

This Everest Parka is a relaxed fi t raglan sleeve outerwear piece with elasticated storm cuff and 
hem. It features a Swiss Army military spec RiRi two-way front zip opening with a double lap 
storm fl ap secured by real horn buttons. It has two large storm-bellow pockets on the front with 
additional side entry secured by horn buttons, and two inside zip secure pockets. The waist can 
be drawn in and tied using the cotton canvas weave draw tape. The hood is a three-panel snorkel 
design with wire support that closes around the head and face using the throat tab, authentic 
wooden toggles and cordlocks and herringbone cord. Made from Ventile® L34 shell and down 
fi lled with some of the fi nest down available in the world, the jacket also features sheepskin trim 
inside the hood and coyote trim around the hood edge.
The Everest Parka is down fi lled using the fi nest goose down available, each down pocket is 
fi lled and sealed by hand and constructed within a 100% Cotton Ventile® shell. It has real Coyote 
fur-trim around the hood with real sheepskin neck trim and can stand cold in excess of minus 40 
Degrees.

Details
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-

Fabrics
-
-  
-
-
-
-
-

Made in England
Three-panel snorkel design hood with wire support,
Sheepskin lining and trimmed with Coyote fur
Ventile® L34 shell hand fi lled with the fi nest goose down
Draw waist tied with cotton canvas weave draw tape
Two large storm-envelope pockets on the front with additional side entry secured by real horn  
buttons
Waxed draw cords with hand tied hangman knot and Union Knopf leather ‘pig’s nose’ lock and 
wooden disk

100% Cotton
Ventile® L34
Real Goose down fi lling – ethically sourced
Lining – Down proof Trim
Coyote Fur, Sheepskin – all ethically sourced.
Fit advice:
Generous fi t so may need to size down depending on the fi t you want
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CLASSIC MALLORY JACKET - HARRIS TWEED + VENTILE®

　1924 年、エベレスト山頂を目指したジョージ・マロリーが着用していたジャケットがモデルで
す。ファブリックは英国の誇るハリスツイード製。現代では生産数の限られた、お洒落なファブリッ
クとして知られていますが、そもそもはアウターウェアーとしての機能性を優先され生み出された
ものです。
　寒冷なアウターヘブリディーズ諸島で育成された羊の毛が持つ適度な油分を残す事で保湿性、耐
水性、防汚性を確保します。さらにケンプを除去しない事でファブリックの耐久性を上げます。ケ
ンプはスケールと呼ばれる鱗状の組織を持たない死に毛であるため、羊毛同士の絡まりを阻止しま
す。絡まった羊毛が毛玉となり落ちていき、生地が薄くなる事を軽減する機能があります。
　カラーとラペルを立てて、首もとをがっちりガードできるデザインです。特筆すべき程の事では
ないように思われるかもしれませんが、これは大きな特徴です。お手持ちのスーツやジャケットで、
このように着用する事ができるかどうかをお試しいただければ明らかです。本製品は、現代のジャ
ケットが軍服にルーツを持つ事を静かに物語っています。
　肩と袖の上部等にはリュックサックやロープを担ぐ際のすり切れ防止のため、英国製ベンタイル
が充てられています。前述したようにウールは摩擦に弱い傾向にあるためです。
ポケットは内容物の脱落を防ぐ目的で全てフラップ付き。腰のそれは容量を稼ぎ、内容物を使い切っ
た場合はフラットになるように設計された特殊な構造です。
　そして全体を纏めるのが英国伝統のテーラーリング。
　1920 年代のエベレストベースキャンプに集う英国遠征隊は、ジャケットにタイドアップしたス
タイルをしており、カメラを睨み付けるような強い視線を送っています。

This classic Nigel Cabourn Authentic design was fi rst introduced in the 2003 ‘Ascent of Cabourn’ 
collection. Based on jackets worn by the 1924 Everest expedition team, it was originally called 
The Sherpa and then The Tenzing after the famous Sherpa Tenzing Norgay.  The jacket was 
renamed The Mallory in honour of George Mallory whose body was fi nally recovered from the 
slopes of Everest by the Mallory and Irvine Research Expedition, 75 years after his fatal attempt 
to reach the roof of the world. All the Mallory jackets in this Classic section have been specially 
produced as limited edition so are true one-offs.

Made in England
Water resistant L34 Ventile® shoulder and elbow patches
Four button front opening and removable throat tab
Two large front bellow pockets with fl aps, bluffed chest pocket and two internal chest pockets 
and a secret pocket on the inside rear vent
Union Knopf horn buttons to fasten

Fabrics:
- 100% Wool, Harris Tweed 
- 100% Cotton Ventile
- 100% Cotton Seletia body lining, Viscose sleeve lining
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CLASSIC CAMERAMAN JACKET - HARRIS TWEED + VENTILE®

　地軸の存在する極寒の地、南極。
　1953 年、ヒラリー卿の南極大陸横断の際、同行したカメラマンウィルフリッド・ノイチェが着
用していたカメラマン・ジャケットを忠実に再現したガーメントです。
　レンズ、フィルター、フィルムなど数多くのかさばるカメラ機材を収める目的で、大容量のポケッ
トが装備されています。
　上方には、上述のベンタイルが用いられており、雪や雨から上半身を守ります。下部には保温性
に優れたハリスツイードがセットされています。
　このように外見はコンビネーションになっていますが、実は機能の面でもそれぞれのファブリッ
クの特性をいかんなく発揮する究極のコンビネーションということができます。
体温で暖められた空気は常に上方は逃げる性質があることを考え合わせると実に合理的な設計がな
された製品であると言うことができます。
　ナイジェル・ケーボンの製品は、このようにまず機能性を最優先に考えられデザインされていま
す。
　この１点において、一般的な多くのデザイナーが「美」を求めてデスクの上でペンを走らせるや
りかたとは明確に異なっています。
　ビンテージウェアの持つ機能に着目し、ディティールの持つ「働き」をクローズアップします。
そして、そうした機能性を現代に蘇らせる事に大きな目的があります。デザイン物としての美しさ
は、後からもたらされた要素で、やや強い言い方をすれば、それは副次的なものでしかありません。
実際に可動する機能が根幹にあり、機能美はその後に付いてくるのです。
こうしたプロセスが、最強のガーメントを生み出している大きな秘密なのです。

　MACKINTOSH BURNLEY LANCS
  この工場は、とももと “GRENFELL FACTORY” というアウトドア用アウターウェアにおいて広く
周知された老舗の工場でした。今は MACKINTOSH に引き継がれたものの、工場創設者の孫をはじ
め、現在もなお創立当時のスタッフが何人か働いており、1960 年代から勤続しているサンプル縫
製者もいます。

Before the advent of technical fabrics man endeavoured to conquer many of the world's last 
untouched wilderness, wearing only simple garments made in natural fabrics. This ethos is one 
of the key inspirations for Nigel Cabourn’s Cameraman Jacket, which combines two traditional 
materials – Ventile® and Harris Tweed – both renown for the ability to withstand treacherous 
conditions. This jacket made its fi rst appearance in the 2003 ‘Ascent of Cabourn’ Limited Edition 
range, and its distinct fastening system - a mixture of ‘fireman’ clips and buttons - make it 
immediately identifi able as an original Nigel Cabourn piece.

- Iconic fi reman clip and Corozo button front fasten
- Extended underside storm fl ap
- Five front patch pockets, the lower two featuring additional hand warmer side access
- Three-panel adjustable hood featuring waxed draw cords and real leather cord locks.

Fabrics:
- 100% Cotton, Ventile® - Upper
- 100% Wool, Harris Tweed - Lower
- 100% Cotton lining
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ジョージ・ハーバート・リー・マロリー / George Herbert Leigh Mallory

1886 年 6月 18日 - 1924 年 6月 8日もしくは 9日

- イギリスの登山家。

　1920 年代にイギリスが国の威信をかけて臨んだ 3度にも渡るエベレスト遠征隊に参

加。1924 年 6月の第 3次遠征で、パートナーのアンドリュー・アーヴィンと共に頂き

を目指したが、北東稜の上部、頂上付近で行方不明となった。マロリーの最期は、死後

75年に渡りベールに包まれていたが、1999 年 5月 1日に国際探索隊によって遺体が発

見された。しかし、マロリーが世界初の登頂を果たしたかの確証に至る情報は無く、未

だに論議を呼んでいる。

　マロリーが「なぜ、あなたはエベレストに登りたいのか？」と問われて「そこにエベ

レストがあるから（Because it's there. ）」と答えたという話は広く知られているが、日

本では、「そこに山があるから」と意訳されて流布している。

エドモンド・ヒラリー卿 / Sir Edmund Percival Hillary

1919 年 7月 20日 - 2008 年 1月 11日

- ニュージーランド出身の登山家、冒険家、養蜂家。

　1953 年 5月 29日午前 11時 30分（ネパール現地時間）、テンジン・ノルゲイと共に

人類初となるエベレスト山頂到達に成功した。

　ニュージーランドの 5ドル紙幣の肖像に採用されている。

テンジン・ノルゲイ / Tenzing Norgay

1914 年 5月 29日（諸説あり） - 1986 年 5月 9日

- チベット人シェルパである

　エドモンド・ヒラリーとともに 1953 年 5月 29 日にエベレストの人類初登頂を達成

した。
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