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2013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） 
（2013 年度オフィシャルブック規約・規程抜粋 p.60 検定基準と実施内容） 

(1)スキー実技テスト 
①基礎種目テスト（ プルークボーゲン ）（ 横滑り ）（ 片開きプルーク  ） 

（ パラレルターン  ）（ フリー滑降   ） 
②搬送種目テスト（ 浅まわり搬送   ）（ 大回り搬送  ）（ 真下搬送 ） 

(2)理論テスト 
(3)（ ロープ操法テスト        ） 
(4)（ 救急法実技、または救急法テスト ） 

 
 
問 ２ スキーパトロールの使命について、（    ）を適当な語句で埋めなさい。 

   10 点（1 点×10） 
スキー指導と検定 2013 p.160 

スキーパトロールの使命は、スノースポーツを楽しむすべての人々に、高品質の（ 安全・安心なサ

ービス ）を提供することです。また、スキー場の（ マイスター ）としてすべてのスキーヤーから

（ 信頼 ）される存在となるために、スキーパトロールに必要な（ 知識 ）と（ 技術 ）に加え、

（ ホスピタリティ ）、（ 弛まぬ向上心 ）、スキーパトロール同士の（ 強い連帯感 ）、 
（ リーダーシップ ）、（ 責任感 ）を兼ね備えることが望まれます。 
 
 
問 ３ スノースポーツの安全の原則について（    ）を適当な語句で埋めなさい。 

   10 点（1 点×10） 
教程安全編 p.8 

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。 
 
 
問 ４ Ｓ－Ｂ－Ｂシステムに関する文章である。（   ）を適当な語句で埋めなさい。 

10 点（1 点×10） 
教程安全編 p.34 

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･ブーツのそれぞれを（ 構成部品 ）

と見ることによって、その（ トータルで ）安全を確保しようとするものです。 

(1) （ スキー板 ）と（ バインディング ）を確実に固定すること 

(2) （ ブーツ ）と（ バインディング ）が確実に固定されること 

(3) （ バインディング ）がそれぞれの（ トルク値 ）に応じて適正に解放すること。 

(4) スキーヤーの（ 特性 ）に応じたバインディングの適正な（ 解放値 ）の選択方法に大別さ

れ、詳細に規定されています。 
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問 ５ 次の文は雪上事故現場の特徴に関する文章である。（  ）を適当な語句で埋めなさい。 

10点（1点×10） 

(日本スキー教程安全編 p.43) 

(1) （ 雪上 ）である 

(2) （ 斜面 ）である 

(3) （ 気象変化 ）が早い 

(4) （ 二次事故 ）の危険にさらされている 

(5) （ 道具 ）を身につけている 

(6) 衣類が厚く、（ 露出部分 ） が少ない 

(7) （ 活動エネルギー ）が大きい 

(8) （ 搬送 ）のための（ 人 ）と（ 道具 ）が必要 

 

問 ６ 事故現況報告書に記入すべき内容である。(   )を適当な語句で埋めなさい。 

10 点（1 点×10） 
(日本スキー教程安全編 p.47) 

 日時 ( 発生 時刻)（ 通報 時刻）（ 到着 時刻）（ 収容 時刻)（引き渡し時刻） 

 天候・雪質 

 事故者の( 氏名 、電話番号 、住所 、年齢 、性別 ) 

 けがの（ 種類と部位 ） 

 受傷原因（事故時の状況を詳しく記入） 

 事故現場の測量（目印になる物体を図に示し、位置関係を明確に） 

 写真撮影（ 測量基点 ）（ シュプール ）をマーキングして二方向から遠景を入れて撮影 

 滑走方向、スピード 

 （ 酒臭 ）の有無 

 （ スキーバインディングの解放値 ） 
 担当パトロール氏名 

 

問 ７ 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×5）  
教程安全編 p.57-63（おおむね要点をつかんでいればよしとする） 

8 の字結び 
結び目の形が数字の「8」に似ていることから、この呼び方がついたようです。大きくしっかりと

したコブを作ることができることや、「止め結び」に比較して解きやすく片手でも簡単に結ぶこと

ができますが、片方の端末がフリーでなくては結ぶことができません。 

ふたえつな

ぎ 

材質の違うロープや太さの違うロープを繋ぎ合わせるのに適しています。径の異なるロープを繋

ぐときは、太いロープに細いロープをからみ合わせるのが有効であり、メインザイルに補助ザイ

ルを繋いで使用するなど用途は広いが、端末の長さに余裕をもって残すことが大切です。 

巻き結び 
根の固定された杭や、スキー場内のポールなど、ロープの輪を上から通せる場合に使用し、スピ

ーディーに結ぶことが可能です。看板や立ち木など上下から輪が通らない場合、端末を巻きつけ

て、からみロープに通す方法が利用されます。 

二重８の字

結び 

ロープを二つ折りにした状態で、8の字結び（エイト・ノット）にする結びです。結び目が二重

の 8の字となることから、このように呼ばれます。非常にほどけにくく、登山においてはハーネ

スとロープを結びつけたり，ロープ中間に作った輪にハーネスを連結し滑落防止を図る場合など，

安全性が重視される場面でよく使われます。略して「ダブル・エイト・ノット」、単に「8の字結

び」などと呼ぶこともあります。簡単に結束でき，誤った結束は見てすぐ分かる利点があります

が，強い力が加わった場合は解きにくくなる欠点があります。 

コイル巻き

胴もやい 

短めのロープや、長いロープの端末を胴に巻きつけて初めに作っておいた輪に通し、もやいの形

を作る特異なもやい結びです。コイル状に巻きつけることにより、胴部にかかる負担を少なくし、

結び目が縮まないので、シットハーネスの代用として利用できます。 

 



ビブ 
ＮＯ  加盟 

団体名 スキー連盟 氏名  得点  ＮＯ 
3/3 

2013年度 SAJ公認スキーパトロール検定理論試験問題 

 
 
問 ８ 身体の機能と構造に関する文章である。(   )を適当な語句で埋めなさい。 

10 点（1 点×10） 
教程安全編 p.70-80 

(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 ９ 雪上救急法に関する文章である。(   )を適当な語句で埋めなさい。 

10 点（1 点×10） 
（教程安全編 p.82-97） 

(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 １０ バックカントリーの 3種の神器について説明しなさい。 

10 点（10 点×1） 
教程安全編 p.112 

 
 バックカントリースキー、スノーボードでは、雪崩に埋まった遭難者の捜索に使用する「雪崩ビー

コン」と、埋没している遭難者を発見する「プローブ（ゾンデ棒）」、それに遭難者を掘り起こすとき

に使用するシャベルを必携の装備として「バックカントリー３種の神器」と呼んでいます。これらの

使用法については、機会を見つけて雪崩対策訓練などの講習を受けて、確実に使用できるようにして

おく必要があります。ビーコンには、アナログとデジタルがあり、周波数は世界共通だが、機種によ

り操作性、電波の受信範囲が異なる。シャベルは携帯性、堅牢性、機能性を考慮して選択する。 


