
ビブ 
ＮＯ  加盟 

団体名 スキー連盟 氏名  得点  ＮＯ 
01 

2011年度 SAJ公認スキーパトロール検定理論試験問題 

 
 
問１ 公認スキーパトロール検定種目を記入しなさい。 

10 点（1 点×10） 
（2011 年度オフィシャルブックＰ274 検定基準と実施内容） 

■ 基礎技術  ① プルークボーゲン 
   ② シュテムターン 
   ③ パラレルターン 
   ④ 片開きプルーク 
   ⑤ フリー滑降 
 ■ 搬送技術 ① 浅まわり操作 
   ② 深まわり操作 
   ③ 真下切り換え操作 
 ■ 室内実技 ① ロープ操法 
   ② 救急法実技（三角巾） 
 
問 ２ 以下の文章を完成させなさい。 

10 点（1 点×10） 
（教程安全編Ｐ82-97） 

（１） 傷病者の観察で、意識障害、気道閉塞、（ 呼吸停止 ）、心停止、大出血などは、発見しだい、

直ちに手当しないと生命に関わります。 
（２） 一度に多数の傷病者が発生した場合、傷病者の緊急度、重症度によって傷病者を選別し、処置の

優先度を決定することを（ トリアージ ）という。 
（３） 骨折の局所症状は、疼痛、機能障害、（ 変形 ）、軋轢音、異常可動性、皮下出血などである。 
（４） ＲＩＣＥＳ処置とは、Ｒ：全身と局所の安静、Ｉ：冷却、Ｃ：圧迫、Ｅ：挙上、Ｓ：（固定 ）

のことである。         
（５） ＢＬＳとは、Ｂａｓｉｃ Ｌｉｆｅ ｓｕｐｐｏｒｔのことで、日本語では（一次救命処置 ）

と言われ非医療従事者である救助者が実施する呼吸と循環をサポートする一連の処置です。 
（６） ＣＰＲの手順は、心肺停止の傷病者に対して換気の前にまず（胸骨圧迫 ）を開始します。 
（７） 2 分以内に心肺蘇生が開始された場合の救命率は 90％程度ですが、4 分では（５０ ）％、5 分

では 25％程度になります。 
（８） 頸髄での損傷は、（四肢 ）麻痺に、胸髄レベル以下での損傷では、（対 ）麻痺を生じます。 
（９） 前腕骨骨折の多くは、撓骨遠位端骨折で通常コーレス骨折と呼ばれていて、骨折部の変形は 

（ディーナーフォーク ）状変形と呼ばれる独特の変形を呈している。 
 
 
問 ３ スノースポーツの安全の原則について（    ）内に適当な語句を記入しなさい。 

   10 点（１点×10） 
教程安全編Ｐ8（スキースポーツの安全の原則抜粋） 

スノースポーツは、冬の（ 自然環境の ）中で行なわれる（ スポーツ ）ですから、基本的に

天候や（ 雪 ）の状態、地形、他人の動向など、常に（ 変化 ）する状況を（ 適切 ）に判断

しながら、いかに（ 安全 ）に（ 行動 ）するかということが大切なのです。スキーやスノーボ

ードのおもしろさのひとつに、（ スピード ）と（ スリル ）が挙げられます。しかし、先の見通

しもないもないチャレンジは（ 無謀 ）というものです。 
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問 ４ 次の文は搬送スキー技術についてである。（    ）内にあてはまる語句を記入しなさい。 

10 点（2 点×5） 
教程安全編Ｐ50～51 

（１） プルークポジションでのスキー操作は、両スキーの開きだし（ 角度 ）を調節することによ

り制動しやすく、（ たやすく ）回転することができる。 
（２） 片開きプルークとは、（ プルークポジション ）から、いずれか一方のスキーの 

（ 迎え角（開きだし）  ）を（ 大きく ）してスピードコントロールする技術である。 
 
問 ５ バックカントリーについて、（     ）内にあてはまる語句を記入しなさい。 

10 点（1 点×１０） 
教程安全編Ｐ121-130 

（１） 複数の（ 人工衛星 ）からの電波を利用したナビゲーションシステムを（ＧＰＳ ）という。 
（２） 2 万 5 千分の 1 図では、標高（ 10 ）m ごとに主曲線が引かれています。 

実際には 25m で 10m の高さになる。したがって（ 傾斜 ）は約 22 ﾟである。 
（３） 稜線の風（ 下側に ）張り出す雪のひさしを（ 雪庇 ）という。 
（４） 雪崩の分類について、わが国では日本雪氷学会による分類法を用いています。この分類では、 

（ 発生形態 ）に着目して、大きく（ 表層雪崩 ）、（ 全層雪崩 ）、（ 氷雪崩 ）の 3
つに分けています。 

 

問 ６ FIS のルールは、世界共通のスキー場における安全マナーですが、 

１～５の行動規範を記入しなさい。 

10 点（2 点×5） 
教程安全編Ｐ151 

（１） 他者の尊重 
（２） スピードとスキーのコントロール 
（３） 滑走ルートの選択 
（４） 追い越し 
（５） 合流と滑走再開 
（６） ピステでの停止 
（７） 徒歩での登り降り 
（８） シグナル（標識）やマーキングの遵守 
（９） 援助 
（１０）身元の確認 

 
問 ７ スキーパトロールに求められる安全対策に関する文章で「 」を埋めなさい。また、日本に初

めてスキーの指導を行った人物は誰か、昨年でスキー発祥何年になるか記入しなさい。 

10 点（2 点×5） 
2011 オフィシャルブックＰ112 

 事故原因の多くは、「 衝突の危険に気づくのが遅すぎてスピードコントロールができなかった 」 
 安全対策上設置されたネット・マット・ロープは「  その先に危険が存在している  」 

ことを伝えるための表示です。 
 スキー場の安全管理の要点は「  危険の手前で滑走者に存在を気づかせ回避させる  」 

ことが最も重要である。 
 
人物名、日本でスキー発祥何年 

● レルヒ少佐（テオドール・エードラー・ファン・レルヒ） 100 年 
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問 ８ スキーパトロールとしてこれだけはマスターしておきたいロープワークの基本があるが、 

主にどんな目的に適しているか簡単に説明せよ。 

10 点（2 点×10）  
教程安全編Ｐ56 （おおむね要点をつかんでいればよしとする） 

腰掛結び 身体の脇や尻部に通して腰をかける、救助現場に使用 

二重もやい 輪を一本ずつ使用した二点確保、輪を長くして救助作業にロープにぶらさがり、カ

ラビナを通す支点が確保できる 

もやい結び 引っ張っても輪の大きさが変化しにくく、曳行ロープの末端を結び手を通して使用 

ちょう結び ロープの中間に輪を作り、物を吊るしたり登坂で使用する 

本結び ロープ同士を繋ぐ基本的結び、三角巾などの結び方、解き方に使用 
 
問 ９ 以下の文章を完成させなさい。 

10 点（1 点×10） 
教程安全編 Ｐ70-80 

（１） 関節に外力が加わって、関節を構成する骨の位置関係が正常でないものを（脱臼 ）と呼ぶ。 
（２） 脳は頭蓋骨に包まれていますが、外側から（ 硬膜 ）、くも膜、軟膜の 3 層に包まれています。 
（３） くも膜と軟膜の間は（ くも膜下腔 ）と呼ばれていて、脳脊髄液で満たされている。 
（４） 骨格筋は、筋線維に横紋がみられて、主に骨格に分布して体重の（ 30 ）％を含めます。 
（５） 大腿前面には、膝関節を伸展し、股関節を（ 屈曲 ）する大腿伸筋群である（ 大腿四頭筋 ）

があります。 
（６） 下腿後面には下腿屈筋群があり、腓腹筋と（ ヒラメ ）筋とを合わせて下腿三頭筋と呼び、合

流して（ アキレス腱 ）となって踵骨についている。 
（７） 血液循環には大きく２つの循環系があり（ 肺 ）循環と体循環があります。 
（８） 人間の全血液量は体重の（ ８ ）％程度と言われている。 
 
問１０ Ｓ－Ｂ－Ｂシステムとはなんですか。初心者にもわかりやすく説明せよ。 

10 点 
教程安全編Ｐ34（おおむね要点をつかんでいれば良しとする） 

S-B-B システムとは 
 
アルペン用のスキー板・バインディング・ブーツのそれぞれの構成部品を見ることによって、

そのトータルで安全を確保しようするものです。アルペンスキーでは、それぞれの構成部品で

あるスキー板・バインディング・ブーツが三位一体となって最終的にその性能を発揮する。 


