第２２回 北陸雪崩講習会 報告
2019 年 3 月 2 日 朴木
本年度の北陸雪崩講習会を 以下の要領で実施しました。
主催：日本勤労者山岳連盟
主管：石川県勤労者山岳連盟
共催：富山県、新潟県、福井県勤労者山岳連盟
机上講習会
・日時 ２０１８年１２月９日（日）
・会場 石川県白山市松任総合運動公園集会室
実技講習会
・日時 ２０１９年１月２６日～２７日（土日）
・会場 富山県立山町立山山麓スキー場周辺
（宿泊は 国立立山少年自然の家）

スタッフ
特別講師
立山カルデラ砂防博物館 学芸員 飯田 肇先生
富山大学 准教授 島田 亙先生
地方連盟講師
石川県：９名 富山県：１名 福井県：１名 新潟県：１名
事務局
石川県：２名
サポートスタッフ
石川県：２名

受講生
２６名
＊コース別内訳
基礎：１２名
雪山登山：３名
バックカントリー：５名
コンパニオンレスキュー：６名
＊受講生 住所内訳
石川県：１９名
富山県：３名
福井県：３名
宮城県：１名
＊受講生 労山会員・一般内訳
労山会員：１８名
一般
：８名

以下、各コースの講師より各コース実施内容報告になります。

【実技講習会報告】第２１回北陸雪崩講習会 基礎コース
◆
日
時
：
2019
年
1
月
26
・
27
日
（
土
日
）
◆講師：坂田孝雄、安藤雅徳、山本俊和、浅瀬和人、南恵（講師養成）
◆受講生：基礎コース１１
※２班に分かれて講習
◆講習内容：
【２６日／初日】
１日目は旧金山ゲレンデを用いて講習を実施。天気は、午前中は晴れ間ものぞき、午後
からは天候が崩れる中での講習になりました。
基礎コースの講師・受講生で旧金山ゲレンデに移動。近年は雪が少ない事もあるが、藪
が非常に増えてきている印象を受ける。
断面観察の為のピットを堀りだす。積雪深は 220cm（先週の下見では 155cm）。受講生の
断面観察の間に講師にて雪庇の切り出しを行う（時間節約のため）。
島田先生に断面観察を行ってもらい、雪温、粒度、雪の変化を受講生に記録してもら
う。
午後からは、シャベルコンプレッションテスト（ＣＴ）訓練と、ビーコン捜索のトレー
ニングを行う。今年の試みとして、藪があって場所が限られる事から、今年は２班で時
間を違えてＣＴ訓練とビーコン捜索訓練を実施した。時間を間違えてしまい、１班はＣ
ＴとＥＣＴまで出来たがビーコン捜索訓練が不十分に、もう１班はビーコン捜索訓練を
十分にできたがＣＴが不十分になってしまった。２班で時間を違えての訓練は、結果と
しては良くなかったと思う。
夜は、食後に各班に分かれてのディスカッション。
事前課題の答え合わせと、日中の断面観察をした記録から「積雪断面観察図」を作成。
慣れない「積雪断面観察図
の作成に時間がかかった受講生もいたように思う。
【２７日／2 日目】
２日目は立山青少年自然の家の周辺で実技講習。天候は晴れ。
埋没体験と初動捜索練習(ビーコン捜索→プロービング→掘り出し)を実施。ここでも時
間を節約するため、班の中でも埋没体験組と初動捜索練習組とを分けて実施した。
埋没体験は、山本さんは思ったよりも長く埋めていたように見えたが、受講生は落ち着
いていたように思う。
初動捜索訓練は、前日のビーコン捜索訓練の時間とれなかった事から、なかなか初動捜
索訓練にまでいけず不十分な実技講習となってしまった。
これは私自信の反省点になるが、プローブの組立操作を、『プローブを投げて振りなが
ら紐を引く』事が出来ない受講生がいた。「これくらいは分かるだろう」という思い込
みがあり、イチから教える事が大事だと反省させられました。
山本さんの発案で、受講生に秘密にビーコン埋めを追加し、「雪崩の際には、仲間以外
にも他のパーティーが埋まっている事も有りうる」という訓練をしましたが、これは応
用コースの方で組み込みをした方が良いと感じました。
室内机上講習
◆講師： 飯田先生
限られた時間の中で、天気と雪質・雪崩との関連を講義していただき大変タメになりました。

第２２回北陸雪崩講習会

雪山登山コース報告書

実施日：机上講習 平成３０年１２月９日（日）
実技講習 平成３１年１月２６日（土）・２７日（日）
講師：福田安利（ベルグラ山の会）、高原義光（めっこ山岳会）
受講生：林伸明（こだま山岳会），江川英徳（ブルーベル山の会），管野直人（一般）

3名

○机上講習
パワーポイントを用いて、以下の項目の基礎的な内容を説明した。
・雪崩事故について
・雪崩リスクマネジメント
・雪崩ハザード
・暴露
・脆弱性
・地形
・積雪観察
・積雪テスト
・レスキュー
・装備
○実技講習
スキー場の斜面を雪山に見立てて登山
・山中３箇所でピットテストを行った
・途中で実際の地形を見ながら雪崩地形の説明
・危険回避の行動について説明と実践（危険箇所は一人づつ通過）
・山頂で断面観察とその記録
コンパニオンレスキューの基礎
・ビーコンによるサーチ（エアポートアプローチ，クロスサーチ）
・プロービング（スパイラルプロービング）
・シャベリング（コンベアベルトシャベリング）
夜間座学
・断面観察の記録を積雪プロファイルに清書
コンパニオンレスキューの実践
・複数埋没を想定（ビーコン２個埋め）
・時間計測・生存率を意識しての訓練
・パーティ内で役割分担を決めてコンパニオンレスキュー
○反省
受講生はピットチェックや、ビーコンやプローブの基本的な事ができる前提で講習を始めたが、
実際は忘れていたり出来なかったりと、配慮に欠けたと思う。
実技講習でゲレンデを登ったが、雪が深くラッセルに時間が掛かってしまった。山中のピットテ
ストはもう一回くらいしたかった。
実技講習にて事前課題の答え合わせが、時間の都合でできなかった。
○総括
実践的な内容を一通り伝える事はできたと思う。しかし受講生のコンパニオンレスキューなどを
見ていると、まだ十分に理解しているとは思えない。限られた時間をもっと有効に使う事ができな
いか工夫が必要と考える。

【実技講習報告】第 21 回北陸雪崩講習会バックカントリーコース
実施日 ：平成 30 年 1 月 27 日(土)・28 日(日)
講習場所：立山山麓スキー場とその周辺(1 日目)
立山少年自然の家とその周辺(2 日目)
講師 ：朴木孝之、田中 誠、本多香織, 平井 茂雄
受講者 ： 5 名。(労山会員 2 名、一般から 3 名。滑走形態は、2 名テレマーク、3 名が山スキー。
ボーダーなし)
≪バックカントリーコース≫ 1 日目
実技講習開始(午前)
(1)雪崩リスクマネジメント（机上講習の実践）
・リフトに乗る前に、ビーコンのグループチェックのやり方を説明し、受講生の一人にリダー役に指
名し、他の受講生のビーコンと送受信に問題がないかグループチェックを行う。
山に入ってから、電池切れなどのビーコンに問題があった場合、対応が難しいので山に入る前
に行う必要性を説明した。
・極楽坂エリアジャイアントコースの未圧雪エリアを使用して、滑走のフォーメーションを実践。12 月
の机上講習で学習した内容で、セフティゾーンへのアクセスはなるべく横から回り込もうとするが講
習会当日は深雪となったことより横への移動はスピードが落ち先頭者の待機位置より下側になって
しまう場合があった。このような場合は最後の滑りの 10m は捨ててアプローチすることを受講者へ
説明した。

・弱層テスト(CT,ETC)を実践)
エキスパートコースへの連絡路の下で、弱層テスト(CT)を田中、平井の 2 班に分かれて、各々個人
で 30cm 雪柱を作成。一人ずつチェックしあいながら CT を実施。
3 受講生の結果は、CTM@15down35, CTM@13down35, CTM@18down40 と若干の差はある
ものの近い結果となった。
ETC は、朴木、本田が受講生の前にデモを実施し、やり方と評価方法を説明した。なお、デモでは、
破壊が横方向へ伝播するような危険な弱層はなかった。
・行動判断として、谷地形を危険個所と想定し一人ずつ、互いに監視しあいながらトラバースを実
践した。その後コース移動で、先頭者 平井のルート間違いがあり、谷上部で横切るところを下に
下ってしまったため、パティーは講師+受講生 3 名と 6
の 2 グループに分断となってしまったが樹林帯を抜けたスキー場ゲレンデのエキスパートコースで
合流した。ルート間違いとパティー分断は反省すべきところがあった。コースを事前に具体的に打
ち合わせすべきであった。事前に下見はしていたが……
合流に時間がかかり正午を過ぎていたこととリフトアップするため一旦スキー場の下まで下る必要
があったことからスキー場のゲレンデ下部の交流センターで昼食をとってから、金山ゲレンデの基
礎コースグループに合流した。

・金山ゲレンデ上部は既に基礎コース受講者による雪面観察ピットが掘られており、富山大学 島
田先生による講義を受けた。雪中温度と密度、雪質は島田先生から聞き、強度については受講生
各々が直接 感触を確かめて記録をとった。上層の新雪層の比重は 0.047 と水の比重 1 に対し
1/20 と北海道の新雪なみにフカフカであった。(雪面観察については、各自メモを取り、夜の講習
会にて積雪断面観察図を完成させた。)
その後金山ゲレンデの下部にスキーで移動し、ゲレンデ下部でスパイラルプローブの練習と、朴木
講師によるエアーポートアプローチの実技による説明を行った。最初は電波をとらえるためビーコ
ンを XYZ 軸に振りながら移動し、電波をキャッチしたのちは 10m までは早く移動、10m で「テン」と
仲間にわかるように叫び、一旦スピードを落とし、ビーコンの表示方向に体の向きを合わせてゆっく
りと移動し 3m で「スリー」と叫び、ビーコンを膝の高さに落とし、ビーコンの発信間隔の 1 秒と解析
速度を考慮してゆっくりと動かして、電波曲線に乗ることが重要と説明した。電波曲線に乗れれば、
ファインクロースサーチを用いることなく 1m 内の誤差に収まるとのこと。
説明後、時間が予定を過ぎているため、1 日目の実技講習を完了し、スキー場のゲレンデを下っ
た。
≪バックカントリーコース≫ 2 日目
・ビーコン捜索練習
1 台のビーコンを埋没し、昨日朴木講師が実践したようにエアーアプローチの実践を行う。受講
生によっては電波曲線にのれたり電波曲線からズレる場合があったが、最終的にはファインクロー
スサーチとプロービングにより埋没ビーコンを探しあてることができた。続けて 2 台のビーコンを埋
没し、コンパニオンレスキューの一連の流れを実践練習した。
複数回、ビーコン捜索練習を行ったのち、講習時間の区切りの良い時間になったので実技講習
を完了した。
以上、実技講習実施要綱にそって、予定したカリキュラムの実施を完了した。

第 22 回北陸雪崩講習会 コンパニオンレスキューコース 実施報告
日時／会場
机上講習：2018/12/9(sun)／松任総合運動公園 集会室・視聴覚室
実技講習：2019/1.26-27(sut-sun)／立山青少年自然の家前 左側の斜面
受講者：6
内訳 男性 3
／女性 3
年齢層：30 代 女性 2 名／40 代 男性 1
女性 1
／50 代 男性 1 名／60 代 男性 1
担当講師：丸山・内島
サポートスタッフ：村中(KHC)・和泉(KHC)
机上講習
午前：集会室にて特別講師の講習受講後、視聴覚室に移動。セルフレスキュー、低体温症、凍傷
の基本を作成した資料を基に、机上にて説明。内島担当。
午後：同じく視聴覚室にて、実技で実際に使う、搬
送、ツェルト梱包、1/2・1/3 引き上げシステムの
説明、実技を行う。内島担当
その後、コンパニオンレスキュー流れ、ビー
コンの特性、プロービングについての説明を行
う。丸山担当。
実技講習
1 日目
午前：10 ｍサークルを作成、中心にビーコンを見え
る状態で１つ置き、4 か所にポイントを設置、そ
こからビーコンがどのような導線を描いて目標
に至るかを確認。あと、ビーコンの表示距離と
実際の距離の違いを確認。
模擬デブリ作成後、ビーコンを見える状態で
設置し、捜索の際の基本動作(エアポートアプ
ローチ)を確認、練習する。丸山担当。
午後：3 人ずつ 2 班に分かれ、ビーコンを埋めた状
態で捜索練習(2 個～)。徐々に近接や縦一列
埋めや横一列埋めなど、難易度を上げていく。
最終的には 5 個埋めを行い、埋没者が多くな
ると、いかに難易度が上がるかを体験してもらう。
丸山担当。
最後にスノーマウントの説明、作成デモを行う。
内島担当。
ディスカッション：事前課題の答え合わせ後、オシロスコープにてビーコンの電波干渉を実際の波
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形をみて確認。新しいビーコン、古いビーコンの波形も確認する。
2 日目
午前：搬送、ツェルト梱包、引き上げの際の支点
の作成方法を説明、実践後(内島担当)、前
日の班に分かれ、2 個埋めから捜索訓練を
実施。あわせて模擬遭難者(サポートスタッ
フ)を梱包し、安全地帯まで搬送する訓練も
通して行う。
状況を変更しながら 3 個埋めまで行う。ま
た、マイクロストリップ・サーチの説明も行っ
た。丸山担当。

反省点・総括
机上では、作成した資料を基に説明を行って
いったが、ダラダラ説明していく展開となってしま
い、受講生を退屈させてしまったのではないか。
出来ればＰポイントなどを利用したり、実技で体を
動かす、また、エアポートアプローチ等、ビーコン
捜索における、基本動作の確認などをこの段階
で行っても良かったのではないか。
他、資料の中の応急担架(ストックやスキーを用いたもの)や引き上げなどは、実際場面から考える
と、非現実的で浮いている印象がある。過去の事例で実際に使われたことがあるか等、調査の上、
内容を再検討する必要がある。
実技では、要綱の順番を変更し、初日にビーコン捜索の説明、実技を通し、理解を深めた上、 2
日目に搬送、梱包、搬送の際の支点の作成の説明、実技を行った上、通しての訓練を行った。
全体的に講習がスムーズにかつ、分かりやすくなった印象があり、概ね時間通りに進行したので
はないかと思われる。
反省点としては、メンタルマップの説明・実践が十分ではなかったこと、プロービング (スポットプ
ロービング)の説明が難しく、受講生に理解してもらうことに難渋したことが挙げられる。
また、ビーコンを埋めている間や訓練している間、受講生の待ち時間が長かった印象がある。2
班に分かれたのであれば、もう一斑が埋めるのを手伝ってもらったり、もっと積極的に総評に参加し
てもらっても良かったかのではないかと思われる。
内島 有副 記
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