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Ⅰ　はじめに

アウトドアのシーズン前には海，山，川の

各種活動団体，消防，日本赤十字等による積

極的な救助訓練や救急法の講習会が各地域で

開催されているものの，毎年，多くの犠牲者

が後を絶たない状況である。

近年のショッキングなニュースとして，神

奈川県山北町の玄倉川での大惨事が記憶に新

しい。この事故では，キャンプをしていた大

人12人，子ども６人が中州に取り残され，救

助活動の最中に濁流に呑まれて13人が死亡し

た。また，救助活動の様子がほぼリアルタイ

ムで報道されていたこともあり，日本中に大

きな衝撃を与えた。

これらの事故を防止するためには，河川に

関する基礎知識の習得やリバーレスキューの

方法を体験することが必要と考えられる。

そこで，福山平成大学ではアメリカに本部

を置くリバーレスキューの民間団体レスキュ

ー３のプログラムを参考に，リバーレスキュ

ーの方法である急流漂流安全姿勢，ライブベ

イトによるコンタクトレスキューおよび浅瀬

横断などを取り入れた野外活動実習を実施し

たので報告する。

Ⅱ　プログラムの概要

１　目　的

本プログラムの目的は，リバーレスキュー

を通じて川に親しみ，川について理解を深め

るとともに川での安全知識を身につけること

であった。
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２　活動場所

実習に参加する教員2名で下見を行い警察

所，消防所，病院の位置を確認し安全に実習

が行えると判断し以下の場所を選定した。

ライフジャケットの理解を主目的として行

ったスノーケリングは，地形的に波の影響を

受けない平穏な場所である島根県三隅町の田

ノ浦海岸で行った。

リバーレスキューは初心者でも安全に実習

ができる島根県日原町（高津川）で行った。

３　参加者

（1）学生

本学３年生10名，４年生１名の11名（男

子８名，女子３名）全員初心者であった。

（2）スタッフ

ドクター１名，指導教員３名，支援教員

３名，地元支援者１名の８名で全日程に同

行した。

指導教員はレスキュー３のトレーニング

を積みプログラムの指導を担う存在であ

る。

支援教員は指導教員の補助的な役割（上

流の監視，下流のバックアップ）を担う存

在である。

地元支援者の役割は遊漁者とのトラブル

を事前に避けるため先頭を行き学生が流れ

てくることを遊漁者に知らせ実習の協力を

お願いして回る存在である。

４　日程および活動プログラム

表１に野外実習の活動プログラムのタイム

スケジュールと内容を示し，以下，展開され

たプログラムの経過について報告する。５月

24日のガイダンスでは指導教員からプログラ

ムの内容とそれにかかる実習費（15,000円）

について説明を受けた後，班編成を行い各班

でテーマを決め事前学習を行った。

６月７日はライフジャケットのクイックリ

リースの解除方法，川で使用するヘルメット

の特徴やスローロープの特徴について陸上で

実習を行った後，川で遊ぶ子どもの写真を紹

介し，このような場所で起こりうる事故につ

いて話し合い危険予知トレーニングを行っ

た。その後，リバーレスキューの基本原則を

理解するためレスキュー３の提唱する15の絶

対原則について紹介した。この原則は安全か

つ効果的なリバーレスキューを実行するため

の基礎になるため全員が理解するまで説明を

行った。

８月８日には，本実習をCONEリーダー，

RACリーダー養成講座のカリキュラムの一部

として実施していることから認定団体の理

念，指導者認定制度などについて説明を行っ

た後，子ども会のハイキングで水遊びをして

いた児童が深みにはまって水死した民事訴訟

の判例についてどのような責任が問われるか

説明を行った。また，安全チェックについて

ソフト，ハード，ヒューマンの側面から事故

防止策について検討した。河川は公共の水流

及び水面であることを理解するため河川法の

歴史とその目的について説明を行った。ロー

プワークでは３つの結び方を紹介しロープワ

ークが各10秒以内でできるように練習を行っ

た後，陸上でスローロープの投擲方法につい

て練習を行い川での実習にそなえた。大学の

ワゴン車に機材（ライフジャケット20個，ス

ローバック10個，カヌー４艇，救急箱，自動

体外式除細動器デモ用５台）の積み込みを行

った。このうちスノーケル，アクアシューズ

は個人装備とし，カヌー，ラフティングボー

ト，テントについては現地の施設で借用し

た。

バディシステム，チームレスキューを行う

ことから他者との理解を深める目的で８月８

日～11日にかけて２泊３日のキャンプ生活を

行った。
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表１　活動プログラムのタイムスケジュールと内容

日程・時間 内　　容 形式

5月24日

09:00～10:30

6月7日

09:00～09:30

09:30～10:00

10:00～10:30

8月8日

09:00～11:00

11:00～12:00

13:00～14:00

14:00～14:30

14:30～15:30

15:30～16:30

8月9日

8:30

13:30～15:30

17:00～17:30

19:30～20:30

8月10日

08:30～09:00

09:00～09:30

09:30～12:00

13:30～15:30

18:30～20:30

8月11日

08:30～09:30

09:30～10:30

10:30～11:00

12:30

ガイダンス（実習費，プログラム内容，班編成）

装備品の説明（ライフジャケット，ヘルメット，スローロープ）

プログラムの作り方（危険予知トレーニング）

川で起こりうる事故について話し合う

引率の責任者として事前に行うことについて話し合う

引率の責任者として事故後にしなければいけないことについて

話し合う

危険予知トレーニング，リバーレスキューの基本原則

自然体験活動団体の説明（CONEリーダー，RACリーダー認定

制度について）

法的責任（安全管理，保険制度，付随義務）

河川法（河川法の歴史，概要，目的）

ロープワーク（もやい結び，ダブルオーバーハンド，ふた結び）

スローロープの扱い方（陸上での投擲練習）

機材の積み込み

大学発

ライフジャケットの理解　　田ノ浦海岸

テント設営　　シルクウェイにちはら泊

救急法（自動体外式除細動器の理解，止血法，CPR）

ふりかえり

急流漂流安全姿勢のとり方（フット・エントラップメントの理解）

スローロープ・レスキューの実践

カヌーを使って水理現象，フェリーアングルを理解する

カヌーツーリングをしながら危険箇所の把握を行う

ふりかえり

ライブベイトによるコンタクトレスキューについて

フォーメーションの浅瀬横断について

テント撤収

ふりかえり

実習終了

講義

実習

実習

講義

講義

講義

講義

実習

実習

実習　

実習

実習

実習

実習

実習

実習

実習

実習

実習
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Ⅲ　プログラムの内容

１　ライフジャケットの有効性

バディシステムについて説明を行った後，

ライフジャケットを装着し自分の体が浮くこ

との理解ができてから隊列を組み，遠泳を行

った。（写真１）

指導，救助体制は学生を挟むように隊列の

前後に指導教員が泳ぎ，カヌー２艇にドクタ

ー，支援教員が乗り込み監視を行った。

２　急流漂流安全姿勢

水面下の障害物につま先が挟まれた状態を

フット・エントラップメントと呼んでいる。

（図１）このような状況にならないために急

流域で仰向けに浮かび足は下流，頭は上流に

ポジションをとり，水面下の障害物につま先

が挟まれないように両つま先と膝を水面上に

出し下流を注視しながら流される方法を学習

しセルフレスキューについて理解を深めた。

（写真２）

救助体制は上流部から物が流されてこない

か監視する支援教員１名，下流で救助する支

援教員２名で行った。

３　スローバック・レスキューの実践

20mのスローバックを使用し要救助者と救

助者に分かれて実際に救助を行った。

救助者は足元の踏ん張りが効く位置に移動

し，急流漂流安全姿勢をとりながら流れる要

救助者にスローロープを投げ救助する方法を

20秒以内に２回正確に当てる能力を身につけ

るまで繰り返し行った。（図２）

その時の救助体制は，上流部から物が流さ

れてこないか監視する支援教員１名，ロープ

に掴まることのできない要救助者を下流で救

助する支援教員２名の救助体制で行った。

写真１　ライフジャケットの有効性について
体感

図１　フット・エントラップメントの状態

【http://www.go-lands.com/canoe/safety/rescue/swim/swim.html1)より転写】

写真２　急流漂流安全姿勢のとり方
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４　水理現象，フェリーアングルの理解

カヌーを使って水理現象，フェリーアング

ルの理解を行った。はじめに，カヌーの基本

的な操作であるフォワードストローク，リバ

ースストローク，スウィープストローク，ド

ローストロークをマスターした後，水理現象

であるエディ，エディーライン，クッション

を見つけ実際にカヌーをその水理現象の生じ

る水域へ進めることでどのような影響を及ぼ

すか理解を深めた。（写真３）

次に，カヌーのバウを流れに対して上流側

斜め45°程度（フェリーアングル）に保ちな

がら川を横切る技術練習を行った。

指導教員３名が技術指導にあたった。救助

体制は上流部から物が流されてこないか監視

する支援教員１名，下流で救助する支援教員

２名で行った。

５　危険箇所の把握

カヌーツーリングを行いながらストレー

ナ，橋脚，テトラなどの川に点在する危険箇

所の把握を行うとともに近くで確認すること

で理解を深めた。川から景色を見るといった

非日常を体験することで，違った側面から川

を知ることができた。（写真４）

指導体制は学生を挟むように指導教官が隊

列の前後でカヌーを漕いだ。ラフティングボ

ートにドクター，支援教員が乗り込み監視と

救助体制をとり，陸上では地元支援者が上流

からカヌーツーリングの一団が来ることにつ

いて遊漁者に対し理解を求めて回った。

図２　スローロープ・レスキューの一連の動作

【http://plaza.harmonix.ne.jp/~hb-srt/seminar/seminar7/seminar7.html2)より転写】

写真３　水理現象，フェリーアングルの理解 写真４　危険箇所の把握



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年170

６　ライブベイトによるコンタクトレスキュー

コンタクトレスキューとは，救助者全員で

要救助者を救助できない場合や要救助者が自

分自身で泳ぐことができない場合に用いる危

険度の高い救助方法であることを説明した

後，指導教員がどのように行うか見本を示し

た。方法は，救助者のライフジャケットのク

イックリリースベルトに付いている後部のＯ

リングにロープを結び付け要救助者のもとへ

泳いで行く。この時，ロープが岩などの障害

物に引っかからないように，もう一人の救助

者はロープを送る。この救助方法をライブベ

イトによるコンタクトレスキューと呼んでい

る。（写真５）

救助体制は上流部から物が流されてこない

か監視する支援教員１名，下流で救助する支

援教員２名で行った。

７　フォーメーションの浅瀬横断

中洲に取り残された要救助者を救助する場

合には，ある程度の救助者がいれば浅瀬横断

が有効である。ただし，水深，流速，川底の

地形，人数を考慮する必要がある。

フォーメーション（縦列法，ピラミッド法，

トライアングル法）の浅瀬横断を行うことで動

水圧が分散されることを体験した。（写真６）

フォーメーションが崩れ流された場合は，

フット・エントラップメントに気をつけて急

流漂流安全姿勢をとるように理解させること

が重要である。

救助体制は上流部から物が流されてこない

か監視する支援教員１名，下流で救助する支

援教員２名で行った。

Ⅳ　まとめと今後の課題

実習の目的である「川に親しみ」「川につ

いて理解を深める」「川での安全知識を身に

つける」に対応した学生の反応と成果及び今

後の課題について述べたい。

まず「川に親しみ」に関しては，島根県の

高津川で実施したため透明度も高く自然を十

分感じられたと思われ，学生が「川の見方が

変わった」「自然の怖さと奥深さを感じた」

といった感想を述べている。リバーレスキュ

ーを通して自然の美しさや非日常を体験する

ことで，違った側面から川を知ることができ

たのではないだろうか。一方で増水時の代替

えプログラムについて十分検討する必要があ

ろう。

次に「川について理解を深める」に関して

は三面張りの河川工事の進んでいない高津川

で実施したため変化に富んだ水理現象をカヌ

ーに乗って体験することができたと思われ

る。学生が「自然に足を踏み入れたら人間は

無力だと感じた」といった感想を述べている。

リバーレスキューを通して川の流れを読み，

写真５　ライブベイトによるコンタクトレス
キュー

写真６　フォーメーションによる浅瀬横断
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川底がどのような状態になっているのかを知

ることができたのではないだろうか。今後，

プログラムを展開していく中で川のグレード

についても検討する必要があろう。

最後に「川での安全知識を身につける」に

関しては，レスキュー３のプログラム内容を

参考に行ったため充実したプログラムが提供

できたと思われる。学生が「安全に自然界で

遊ぶためにはこの様な実習は必要だと思う」

「子供を川に連れて行くときにはスローバッ

クぐらいは用意したほうがいいと思った」

「チームレスキューでは仲間を信じないと怪

我につながる不安があり仲間をとにかく信用

しながら行動した」「泳ぎに自信がなかった

けど皆がカバーしてくれた」といった感想を

述べている。リバーレスキューを通して仲間

との信頼感，協調性を養うことができたので

はないだろうか。今後，バックアップ方法に

ついて検討を重ねたい。

今回，行ったプログラムは時間，道具の制

約を比較的受けずに行えるレスキュー方法を

採用した。今後は，ゴムボートを使った２ポ

イントテザード・ロープ・システム（ゴムボ

ートの両弦にロープを括り両岸から操作する

方法）などの難易度の高いリバーレスキュー

にも挑戦したい。

Ⅴ　おわりに

台風シーズンにもかかわらず，天候に恵ま

れ時間通りにプログラムを展開することがで

き，大きな怪我もなく無事に実習を終了する

ことができた。

学生の感想からも野外活動実習の成果を感

じることができた。今回の実習を通し，リバ

ーレスキューのプログラム展開は野外活動実

習において可能であり，学生にとっても貴重

な経験と成り得ることが確認された。しかし，

今後の課題も明らかになったことから，来年

度へ向け問題点を検討し，より研磨されたプ

ログラムにしていきたいと思う。
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