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―
野営章を取るには

一

].楽 しいキャンプ (野営)をするには、大自然の

中で生活する技術を身につけることが第一である。

そ才1に は、食べること、寝ること、出すことの3

要件が、どんなキャンプ地でもその環境に合わせて

行えることが重要であるが、その上に創意工夫によ

つて、快適な生洒を営むように心掛けることが大切

である。

2.スカウトにとつて、野営章はます第一に取得し

なければならない基本的な技能章であり、基礎から

マスターしてしだいに高度なものへと、経験を積ん

でいくことが望まれる。このガイ ドブックや、その

ほかの参考書で勉強しながら、実際に技能を自分で

体験して身につけてもらいたい。      '

3.野営章課目を勉強するのには、次の方法をとる

ことを勧める。

① 課目の内容をよく読んで、マスターする課目を



理解しよう。

② キャンプについて、スカウト八ンドブックやキ

ャンプ関係の本から十分な知識を得よう。

③ よいキャンプ体験をするために、なるべくたく

さんの経験をしよう。

④ 研究して納得できない点は、リーダーや先輩の

スカウトにどんどん聞くようにしよう。

⑤ 野営章研究ノートを作つて、研究したことや実

際にやつてみたことなどを記録しよう。

4。 この課目以外にも、キャンプをするうえで大切

な技術がいくつもある。例えば、 ドームテントの扱

い方や撤営の技術などであるが、この野営章課目以

外のキャンプ技術についても興味を持つて、キャン

プならまかせてほしいというような、エキスパート

に成長してくれることを願つている。



「
―
― 炊事章を有すること。

キャンプで一番重要な、食べる技術が必要なので、炊事章を

先にとることが条件になつてしヽる。つまり、野営草をとる前に

炊事章の課目内容ができなければならないとしヽう意味である。

もし、まだ君がとつていないならば、同時に勉強を進めてい

こう。

入団以来通算10夜以上のキャンプ (3,自以上

のキャンプに2回参加したことを含む)に参加
していること。

スカウトになつてから毎年参加したキャンプ日数を合計して

みる。キャンプをよく実施する隊ならば、 1年間で達成できる

だろう。

ここで大事なことは、必す実施記録をとっておくことである。

記録は君の実績を証明する

ものだし、反省材料ともな

る大切なものである。

従つて、スカウ ト手帳な

どに記録したのち、右のよ

うな表を作るとよい。

キャンプ実施記録  華駐IB年 ]月禁宅合計25泊
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3
キャンプ地を選ぶときの基本的な条件と自然環

境を保護するための注意点を説明できること。

キヤンプの目的や期間、人数や規模によってキャンフ地選定

の基準が変わつてくるのは当然である。しかし、ここで |よ ボー

イ隊の班キャンプとかベンチャー隊の隊キャンプなどを想定し

て、基本的な条件を勉強しよう。

近年、だんだん野山や山林に、キャンプ地が得にくくなつて

きている。また、飲料用の水を得るための自然のわき水や、き

イ孔しヽな谷川も少なくなつてきている。

しかし、その反面で交通の便が良くなつたり、持ち運びのた

めの、適当な容器が手に入りやすくなつたことから、水の持ち

運びによる炊事も可能になつてきて、必すしもその場で飲料水

が得られなくても、キャンプ地として利用できるようになつて

きている。

さらに、自然保護の面から、野山での焚き火が制限さ才lてき

たので、薪が付近で得られるか、得られないかは、必すしもキ

ャンプ地の必要条件とはならない。そして、薪にかわる携帯燃

料や携帯コンロの利用によつて、小規模のキャンプなら十分に

炊事の火は得らイlる ようになつてきている。      .
そのような、I見代の事情を考えながら、ここでは、一般的に

キャンプ地を選ぶときの基本的な条件を勉強しておしヽて、良い

キャンプ地を選べるようにしよう。

フ



★キヤンプ地の基本的条件とは

① 良質の水が近く,〕 ら`得られること。

② 樹木があつて、薪が拾えるか、近くで買えること。

③ 地形がゆるやかで、排水がよしヽこと。

① 日当たりがよく、しかも強風が直接当たらないこと。

⑤ なるべく新鮮な食料が、付近で得られること。

⑥ 有害声よ昆虫や、動植物の被害を受けなしヽところ。

⑦ 一般の人の出入りがあまりない、静かな場所であること。

③ ゲームや作業をするのに都合のよしヽ広場や、安全な水浴場

があること。

③ 交通や、物資の輸送になるべく便利なところ。 (おもに、

長期キャンプの場合)

などがあげられるが、lよ じめにも述べたように、その時のキャ

ンプの目的に適した場所かどうかとしヽう点が、重要な条件であ

る。

☆自然環境を保護するための注意点

「地球にやさしい野外生活をするために」

1.事前に計画と準備をする

0 目的地につしヽてよく調べ、事前の準備をする。

● 参加者の技量に見合つた計画を立てる。

● 目的地までの移動時間に余裕をもつ。

● 小さな火、少ないゴミですむように献立と調理器具を正

夫する。

● 自然への影響を考え、少人数のグループで訪れる。
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2.地表や植生に悪い影響を与えないよう努める

0 八イキングで|よ コースをむやみにはずれて、地表を荒ら

さない。

● キャンプでは、そこにすむ生物、地形に配慮する。

● 小川や湖から50m以上離れてキャンプをするなど、水

源地を汚さないようにする。

● よいキャンプサイト|よ作るものでなく、見つけるものだ

ということを知るとともに、キャンプサイトにむやみに

手を加えない。

3.適切なゴミ 。汚水処理をする

0 自分たちの持ち込んだものは自分たちで持ち帰る。

● キャンプ場では指示されたゴミ処理を行う。

● トイレはキャンプサイトや水源地から50m以上離し、

使用後|よ土をかける。

● 洗剤の使用は極力ひかえ、使用する場合|よ無添加石鹸を

使用する。そのためにも献立を工夫する。

● 汚水はゴミをすくしヽ、指定された場所に捨てるか、広範

囲によく。

● 帰る前にもう一度、キャンプサイトを確認する。

4.自然を大切にし、来たときの状態にする     ・

● 自然を大切にし、そのままにする。

● キャンプサイトを去るときは、来たときと同じ状態に戻す。
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5.火の扱いには細心の注意をはらう

0 末による自然への影響を最小限にとどめるようにする。

● たき火の薪は、燃えかすを残さないように、必要な量を

見極めて燃やす。

● 完全に消火したことを確認してから去る。

6.野生生物の命を大切にする

0 野生生物を驚かさない。

● 野生生物にlよむやみに近づかなしヽ。距離をおいて観察す

る。

● エサを与えない。また、食料をしつかり保管する。

7,他の人々に画己慮する

0 他の八イカー、キャンパーの邪魔をしない。

● みんなが静かに自然を楽しめるよう酉己慮する。

10



4
代表的なテントを3種類以上張り、特徴、用

途、理想的な配置が説明できること。

テントの種類は基本的に分類すれば、形で分ける方法と、支

柱の本数で分ける方法とがある。

また、季節的に夏用テント、冬用テント、利用面からの分類

として、固定キャンプ用テント、移動キャンプ用テントに分け

ることができる。いすれにせよ、キャンプの目的によつて異な

り、張り方にも相違がある。

いくつかの例を示すので、それを参考にしてさらに深く研究

するとよしヽだろう。参考書を見たり工夫して自分でテントを作

つてみるとおもしろい。

家型テント(ウ ォール型テント) 屋根型テント

数人用。屋根のすそに壁をつけたぶんだ

け中が広く、居住性もよい。長期固定キャ

ンフなどに適している。

構造が簡単なので、組立ても楽である。

2～3人の短期キャンプや、移動キヤンプ

に適しているが居住性はやや劣る。

11



片屋根型テント ドームテント

雨天の出入りが楽で、かまども屋根の下

に作れる。倉庫や配給用テントとしても

利用できる。

かまばこ型テント

数人用で収容力がある。骨組みが丸く由

げらイlるようになつており、対風性にも

すぐれている。登山隊の基地などに利用

されることが多い。

1枚のシー トだけで作るもので、雨や露

をしのぐだけの簡単なテントだが、工夫

次第でいろいろな形にすることができる。

2～3人用で軽便なものが多い。居住性

にも対風性にもすぐれている。残り網の

必要がないものは、ベグを打てない岩場

にも立てられる。

タープテント ティーピー

集会用テント(マーキー)

鉄やジュラルミンのポールで骨組みされ、

多人数の集会や食堂などにも利用できる。

強風の時には、張り網が必要。

アメリカの平原に住むネイティブアメリ

カンが、移動式の家として使用した円錐

形のテント。上部に「煙出し」があり、

中で火をたくことができる。

12



ここで、テントの素材について研究しておこう。

現在主に使われている、ポリエステル、ナイロン、ビニロン

の3つについて、従来使われていた「綿Jと比較してみよう。

ポリエステル ナ イ ロ ン ビ ニ ロ ン 綿

強

　

さ

繊維の中で最

も強いものの

一つ

繊維の中で最

も強いものの

一つ

綿と同じくら

いの強さ

重
さ
（比
重
）

138 114 1.30 1.52

吸
湿
性

少ない。
ぬれても伸び
縮みせすすぐ
乾く

少ない。

ぬイモても早く

乾く

合成繊維の中

で最大の吸湿

性

多  い

カ
ビ

・
虫

害を受けない 害を受けない 害を受けない 害を受ける

薬

　

品

強  い 強  い
酸、アルカリ

に〕螢しヽ
B5    い

熱
（軟
化
点
）

238℃
;

240℃

180℃
220℃

∫

230℃

275℃以上

で燃える

そ
の
他

長時間日光に
さらしても強
さが変わらな
い

海水にもおか

されない

綿に似た風合

い

]3



理想的なキャンプサイトは、理想的な地形や風向きなどの条

件がそろつていることを想定して描くのであるが、実際のキャ

ンプ地でそのまま利用できることはますないので、実際には理

想的なキャンプサイトと|よどんなものか、ということを常に考

えながら、その場所で最高のキャンプができるように努力する

のである。

ここでは、長期キャンプを想定して、次のような施設を配置

した平面図を描いてみよう。

O居住用テント             ○工具置き場

O倉庫用テント             Oご み処理場

O炊事場 (かまど、調理台、水置き場、  O便 所

食料庫、食器棚、薪置き場、汚水穴)   O物 干し場

O食堂                 o洗 面場

など

★立案上の注意

○方位、風向き、できれば地形や縮尺も記入する。

○炊事場の配置は、調理する動きが機能的で無駄がないこと。

Oごみ焼き場と便所|よ風下に作る。

O自然の地形、樹木などを想定して、それを上手に利用すると

おもしろしヽ。                 .
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キャンプサイト配置図

伊」]

物干場

食堂フライ

炊
事
場

世印

殿 N
帝″

風向き一

例2
常

倉庫テント

薪
炊事場 ―

洗面所 トイレ

風向き

/ O

君の創造力で、素晴らしいキャンプサイトの配置図を描いて

1承 ししヽ。

テントを正しく張り、昼と夜、晴天と雨天、強風

時に応じた綱の張り方ならびに支柱、ソドクロ

ス、換気窓、扉の取り扱いができること。

また、ドームテントの理想的な張り方について

説明できること。

ます、どのようなテントかということを考えておかなけ才1ば

ならなしヽが、ボーイ隊の 1こ班 (フ～8人)用のフライつきウ

ォールテント (家型テント)の正しい取り扱いが、求められて

いると考えてよいだろう。              1
テントには、こうして立てなければならない、という規則|よ

ないが、雨にも風にも強く、短時間できちつと立てられて、し

かも居住性がよしヽという張り方があれば、それが最高で「正し

しヽ張り方」ということになる。それ|よ、素晴らししヽテントを作

ろうと努力した設計者の心をくみ取ることにもなるのである。

一度条件の良い平坦な場所で、正しく張イ1る方法でテントを

5
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立てて、これをマスターしよう。そうすれば、条件の悪い中で

もこれを応用して、きちつとしたテントが張れるようになるだ

ろう。それは、激しい風雨の中であるかもしれないし、傾斜

地にテントを張らなければならなしヽ場合かもしれない。

どのような場合にも、テントの原則を身につけていて、正

しくテントが張れるように訓練しておこう。

1.テン ト缶部の名称をしつかり覚えよう。

取型テント                      出入口にポーチ(フード)の
つくテントもある。

親綱 (ペグ)

メインローフ)

角偶

衛
ベク

操

高
さ
（Ｈ

(ランナー)

自在

だ
(Vレ)

難

フライを使う場合

ペグ

慎木(リッジポール)

＼
刺 後

ストームライン (耐風緊 )

ウ
オ
ー
ル

フライ

16



2.家型テントの立て方順序

① 場所を選定し、平坦になるまで

整地する。石などは除去する。特に

大きな草の根は、夜中に水をD汲い上

げて、グランドシートや床を水でぬら

すから、掘り起こすこと。

(掘り起こした草の根は、自然保護

のために、撒営の時は元の場所に

戻せるよう水をやつて、生かしてお

こう。)

② いつも吹いている風向きと、

テン トの出入日との関係を考慮に

いれてグラン ドシー トを防水面を

下にして敷き、テン トの四隅の位

置をきめる。グラン ドシー トが専

用のものでないときは、テン トの

底面に合わせなければならないか

ら、テン トの入口を確実に閉め、

四隅が直角になるように位置をきめ

る。

③ ペグを打つて四隅をとめる。

① 四隅がきまつたら、それをも

とにして、親綱用、角綱用のペグ

をそれぞれ打ち、□―プをかける。

③ ペグにかけた親綱の長さは、

支柱の約 15倍、2本の回―プの開

きの間隔は、底辺において支柱の

長さと同じにする。

⑥ 支柱をつなざ、支柱の先端を

テン トの棟にある

'鳥

目穴にさしこ

み、親綱をかけて立てる。

(ます、出入日の支柱を立て、次

にうしろ側の支柱を立てる。)

② 角綱の長さと、ペグの位置を

調整する。ペグの位置と角綱の方

向は、テン トの屋根の対角線の延

長である。ペグの位置が遠いと裾

があがり、近すぎイlばたるんでし

まうので、適当に調整する。

③ 両側の角網を張る。ペグの位

置は、屋根の傾斜の延長上である。

腰綱は、屋根がたるまない程度の

1フ

支柱の長さと同じ



強さとし、あまり強く引かない。

③ 角綱と腰綱のペグは一直線上

にあるようにする。そうしないと、

ある□―プや、屋根のある部分に

のみ負担がかかりすぎることにな

り、ひいてはテントをよわめるこ

とになる。

⑩ ウォールの裾をピンでとめ、

ソ ドクロスをグランドシー トの下

にいれる。

3.フライつき家型テントの立て方

① 場所の選定と整地。

② グラン ドシー トをひろげ、支

柱と四隅の位置をきめる。

③ 四隅のペグを打つ。

① 四隅をもとにして、親綱用、

角綱用、フライの角網用のペグを

そイ1ぞイl打つ。それに綱をわЧする。

③ 2本の支柱をテントの棟の支柱

の穴に通し、棟木かけをつけ、棟

木と支柱の頭部とを連結させる。

⑥ フライをひろげ、棟の)鳥目に

支柱の頭部を通し、耐風索をこれ

にかけ、2本の支柱を同時に立て

る。

② 支柱が垂直になるように耐風

索の長さを調整し、テントの角綱

とペグを調整する。

③ フライの屋根をのばし、その

角綱をベグにかける。

③ 腰綱のペグを打ち、綱をかけ

る。すそをピンでとめる。

4.フラインー トから張る手順

雨が降つている時には、フライ

ンー トを先に張り、その下でテン

ト本体を張り上げるとよい。構造

上フライシー トを先に張れないテ

ン トは、テント本体をリッジポー

ルからつつているリボンテープを

着脱式に改造すれば、雨の日の設

営や撤営ははすい心ヽんと楽になる。

野外活動研究家の山田邦夫氏が行

つた改造と張り方を紹介しよう。

フライシートつきテントの断面図

指導者テントの断面図
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適興左からナスカンと

ロープロ環、 1lmmザ
イルで作つたコフ

下図を参照

ナスカン

カウヒッチで引つ14ける

1lwnザイル

本体テープを折り
コプをはさ0

カウヒッチ ポ_ル

カウヒッチ
ひばりの顔

ひとえつぎても

本鱈びでも

よい。

① テン トを張る場所の中央に□

―プを張つて、日印にする。

② その□―プを中心にフライン

ートのペグを打つ位置を決める。こ

の場合、普段ペグを打つ基準とな

るグラン ドシー トが広げらイlてい

ないので、ベグを打つ位置がわか

らないと思うかも知れないが、指

導者テン トの断面図をみイ1ば、フ

ライシー トの傾斜角は40°～45判こ

なつているから、支柱をそのまま物

差しがわりに使うことができる。

③ 支柱とリッジポールを組んで

置き、その上にフライシー トをか

ぶせる。

① フライシートの腰網をペグに

かける。

③ 一気に上げ、フライシートを

張る。

⑥ テント全体をリッジポールに

取りつけて張る。(フラインートの

腰網はテントによつては等間隔と

は限らないので、リッジポールに

ビニールテープなどで印をつけて

おくとよい。)
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リッジポールに口環を組む

いつきに上げる

完 成

その上からフライを張る

ナスカンを回環に掛ける

雨の日は本体をぬらさすにたためる

＼

5,フラインートのペグを打つ位置

① フライのペグを打つ位置を決

めるときは、ます張り綱をD環テ

ープが伸びている方向に正しく引

くこと。そのまま□―プを引きフ

ライ全体を見渡して、さらに本体

とフライの間隔を考えてシワの少

ない位置ぞ探す。

② このときに気をつけなければ

ならないのは、フライシー トの端

20



がテン ト本体の腰綱のペグの真上

に掛からないようにすること。とい

うのは、テン トのペグの所に雨水

で湾を掘るような結果になつてし

まうん`らだ。 (図 1・ 2)

図 1

、1′ ♭

く 1ヽ′ /
、Vち

D環テープ

′

′

′

′

ヽ`′/′ ヽヽタ

D環テープの伸びている方向に引く

ヽヽ 1′
、、fr′ 、ヽf′

シワができない位置を捜す

① 次に両側のペグを見くらべ、

全部打ちおわつたあとペグが一直

線になるようにする。こうすると

見た目に美しいだけでなく、フライ

のシワが少なくなり、より調整 し

やすくなる。

③ 一度に一直線上にペグを打ち

6

テントのペグが

近すぎフライの

端に掛かつてし

よう

図2

おもいきつて

テントのペグを

後にもつてくる

③ 張り綱をしつかり地面まで延

ばした位置が、ベグを打つ場所で

ある。高い位置でロープを引き、

そのままヘグを打つとペグを本打

ちしたときに低くなりすぎて、き

れいにはることができない。
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込むときは□―プを使つて張ると

きれいに張ることができる。四隅

のペグを打つたらその間に□―プ

を張り、その□―プとD環テープ

の伸びている方向の交点がペグを

打つ位置だ。これでシワが出るこ

となく簡単にフライシー トを張る

ことができる。

⑥ 耐風索 (あおり止め)を張る

ペグの位置。「あおり止め」は、正

面わ`ら吹いてくる風でフライシー

トがあおられるのを防ぐためのも

図4

―直線にペグを打つには 図3

―t電線にペグ

を打つに1よ

ローフとD環テープの伸びている

方向の交点がベグを打つ位置

のでフライシー トの四隅に軽く接

するように張るのがよい。ペグの

位置は当然その延長線上となる。

←

D環テーフ

6.テント本体・張り網のペグの位

置とすそピンの関係について

家型テントの立て方のところで、

腰網を張る位置の基本は「屋根の

傾斜の延長上」とナびっている。

(右図参照)

A

X

〉
―
１
１
１
１
，
―
Ｉ
Ｉ

B    E    C
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そこで張り網のペグの位置は図5

のA―Dの延長上のE点 ということ

になるはすだが、実際には、Eの位

置にペグを打つてテントをピンと

張ることは地面の状態によつては

困難なことがあり、たるみを生じ

てしまう。その場合の対策の例と

してE点よりも外側のC点にまでペ

グの位置を変更する方法がある。

この場合、A・ D・ Cで張ると、A
,D,Cは 一直線になろうとするた

め、Bのビンには上向きの力 (D・

X)が働く (図 6)。 この力とピン

がすそをとめる力がつり合うため

にはBのピンが正しく打たれなけれ

ばならず、Bの力が弱ければ、ピン

が浮いてしまいテン トにすきまが

図6

X

PZ

B

できてしまう。 (この意味からす

そピンをさしこむときは、テント

の張り綱をゆるめ、ピンをきちん

と打つてから張り綱を張らなけれ

ばナびらない。)

A

フ.ペグの打ち方

①  「仮打ち式」と「本打ち式」

ペグを打つのに「仮打ち式」と

「本打ち式」の2つがありどちらも

一長一短がある。仮打ちは、おお

よその場所に打つので早くできる

が、後で打ち直さなけイ1ばならな

い。打ち直すとすると、はじめに

打つた位置は土がゆるくなるので

三度と打てないことが多く、そば

に打とうと思つたら石があつて結

局はじめに打つた場所が一番よか

つたということもある。

本打ちは、場所をしつわ`り決め

て打たなければならないので時間

はかかるが、一度ですむことにな

る。

雨の日、晴れの日、土質、状況

などに応じて本打ちか、仮打ちか

を決めるようにしよう。

② ペグを打つ角度

ペグは張り綱によつてA方向 (図
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フ)に強く引かれるので、ちょうど

テコの原理でCが支点、Bが力点、

Dが作用点となる。張り綱から掛か

る力はDで受けることになる。

45° 程に傾斜をつけるともろく、

ペグが浮き上がつてしまうことが

あるので、60° 前後で深目に打ち

込んだ方がよい。

③ ペグを打ち込む深さ

ペグは頭の所までしつかりと打ち

込むのが原則だ。 (ただし張り網が

土などに触れなしヽ深さ)

① 30cm以上の長いペグは、し

ゃがみこんで打つよりも、立った

姿勢で腰を曲げて片手でペグを支

え、もう一方の手で八ンマーを持

ち、片足でペグを押さえて打つ。

こうするとペグの角度が安定し、

重い八ンマーも使いやすい。

⑤ めんどうだわ`らと腰綱をかけ

たままペグを打つてはならない。

□―プを切つたりすることがある

ので、必すペグを打ち終わつてか

ら□―プを掛けるように習慣づけ

よう。

⑥ 腰綱の先がアイスプライスに

なつているテントは、そのままペ

グに推卜けてもよいが、撒営のとき

に雨が降つていたり、雨あがりで

ベクを打つ角皮

B

45° 60'前後

まだ乾いていないときは綿□―プ

は縮み、ペグからはすしにくかっ

たり、はすれないこともあるので、

図のようにしてペグに掛けておこ

う。

ヽ :``

ヽヽ if′

、ヽ 1/′

ヽ`
`″

図7

C
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8.ペグの補強と代用

① おもに、支柱の張り綱を長く

伸ばすことができないときや、砂

地などでペグの力が弱いときは、緊

張保持といつて普通のペグと長い

ペグを組み合わせて補強する方法

がある。

ペグに無理な力が力llわ ると、そ

この上が浮き上がって抜けてしま

うので、その弱点をカパーするた

めに、長いペグを使い、その上部

をさらに別のベグで固定してしま

うのである。

図のように、40cmは 地中に打

ち込む必要のあるサイトだつたら、

60cmほ どの長いペグを地上部分

を十分に残して打ち込む。そのペ

グのうしろ40cmほ どのところに、

ふつうの長さのペグを打ち、別の

□―プでペグの上部どうしを固定

する。

環銀保持

図8

図9

60m
40on
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② 緊張保持の方法

図 10

このときにいつきにlaめてロープを一環にしてください。

図12

このときもいつきに締めて一索にします。

図14

図16 ふた結び

図 11

図 13

図15 ふた結び

図 17
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③ 緊張保持ほど強力ではないが、

ふつうの長さのペグだけでも強度

を増すことができる。

次図のように、 トー トラインヒ

ッチやランナーでできたループの

中に、輪にした□―プを通す。

その輪の両端を図のように2つの

ペグに控Hする。つまり1本の国―プ

にか

')｀

る力を2つに振り分けてしま

うのである。

土質が柔らかく、ペグが浮き上

がつて抜けそうになるような場合

には、張り綱をこのような方法で

補強しよう。

図18

図19

④ ペグを打つ位置が石ころだら

けでペグが思うように打てナびいと

きは、あたりにおちている石や丸

太などを利用しよう。

丸太や石にふた結びでしつかり

と結びつけ、反対に上の方に トー

トラインヒッチなどでランナーを

作るとよい。

9,なぜテン トにしわがあつては

いけないか。

次の図のようにテントにしわが

あると、雨が降つてきたときその

シワにそつて雨が流れる。

フライシー トははつ水性 (撥水

/ /
/

/

2フ



性一通気性)防水なので、長時間雨

が降るとそのシワにそつて雨が漏

つてくるのだ。だからフライシー

卜はもちろん内側のテント本体も

いつもシワができないように、き

れいに張つていなければならない。

はつ水性防水

シリコンオイルを用い、その水をはじく性質を利用して生地の通気性

を生かしたまま防水する方法。

軽くて通気性もあるためテン ト本体に用いられる防水だが、完全に布

地の目をつ心ヽしているわけではないので、新品でも長い時間強い雨にう

たれたり、長い時P日弓使用しているとはつ水性能が低下し、雨が漏れやす

くなるので、時々防水をかけなくてはならない。

なお、防水の方法にはこのほかに、コーティング (密封性)防水があ

るが、これは樹脂で完全に布地の目をつぶしてしまう防水方法で、最近

の大型テントのグランドシー トの地面に接する面や、ソ ドクロスなどに

施されているビニールのようなものがこイモである。

10,排水浦を掘る

たとえ 1'自2日のキャンプであつ

ても運悪くその夜に大雨にみまわ

れることもある。絶え間なく降り

しきる雨が地面に落ち、傾斜の強

いキャンフサイ トでは斜面の上か

ら流れてくる雨水が、テン ト内に

進入するのを防ぐように、テン ト

内外に工夫をしなければならない。

① 水はけの良い土地の場合

溝を掘つて水を地中に染み込ま

せる。水はけの良い土地の利点は

これが簡単にできることだ。水は

けが悪い土地では溝に水がたまつ

てしまうので、この方法では用を

なさない。

深さや幅はテン トの大きさ、水

はけによつても違うが、深さは20

cm～ 25cm、 幅 1 5cm～ 20cmもあ

れば十分だ。(こ の幅と深さで雨水

が染み込ますにたまるなら、その

土地は水はけが悪い土質というこ

とになる。)

テン トに対して内側が垂直、外

側を斜めに切り込んだ直角三角形

に掘る。■の形の良い点は、水が

染み込むときテン トの外側の方が

表面積が大きくそれだけ多く雨水
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が染み込んでいくことだ。

それと同時に掘りやすいことが

あげられる。なるべく雑草の根を

つけた上のブロックとして取り出

し、それをサイ トの端の日陰に並

べておいて、1日 に1回軽く水をあ

たえる。雑草は大変丈夫なので、

少しぐらい根が切られてもすぐに

元のように元気になつて、撤営の

ときにはそのまま浦に戻すことが

できる。

また、そのほダ)｀ に溝を掘つたと

きに出た土は、テン トの内側の方

に置くようにする。

内側 外側

中

外側の方に多く雨が梁力込みます。

雨が強く降るとサイ ト内には大

なり小なり雨水の流れができ、そ

れらの流れが表面の上砂をさらつ

て行く。雑革は表面の上砂が流れ

ていくのを防いでくれるので、サ

イ ト内の雑草は活動に不自由なも

のは刈り取つてしまつてもかまわ

ないが、いたすらに根こそぎ抜い

てしまうのは感心しない。

溝の目的はフラインー トから流

れ落ちる雨水を受けると同時に斜

面上部から流イ1て くる水を防ぐこ

とである。

平坦なサイ ト、あるいはわすか

な傾斜の所で、流れてくる雨水の

心配のないときは、テントの側面

に2本の溝を作るとよい。

② 傾斜が強い場合

やむをえす傾斜の強い所でテン

トを張るときは溝の配置も形も大

分かわつてくる。この場合は上か

ら流イ1て くる雨水や、染み込んで

下に流れる水からテン ト内を守る

ためには溝は次図のように掘り、

フライシー トの端より少し内側に、

深く掘つたうえ、水があふれ出し

てもテン トには影響のないだけの

溝の長さが必要となる。

6

フライシートの少し内側に掘る
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フラインート

溝の両端はそのまま下方へ伸ば

し、水が下へ流イ1るようにする。

これは土質によつて、染み込みや

すいようだつたり、上部の斜面の

距離がそイ1ほ ど長いようでナびけれ

ば短くしてもかまわないが、清の

すそは外向きに掘つておくように

する。

③ 水はけの悪い土地の場合

水が染み込みにくい土質、さら

にます絶対に染み込んでいかない

粘土、赤土のキャンプサイ トでは

浦を掘つても水は土中に染み込ま

す、たまつてしまい効果がないの

で、そのようなサイ トでは清をl屈

らすに土手を作る。

溝を掘ることにくらべると、土

手を作るほうが手間がかかり、今

までこの方法はあまり利用されて

いないが、日本のように□―ム土

の多い国土では大変に有効な手段

だ。

図1の位置に図2のように作る。

図 1

フラインートの少し内側に作る。

`lcm～
致痢

図2

輸 ～6cm

表面を削り取る。

作る位置に草が生えていたりす

ると、そこから雨水が染み込んで

くるので、表画を削り取つて上を

もる。水の染み込みにくい粘土質

の上は適当に水分を心、くませると

ベタベタして土手を作りやすくな

る。作つたときにちょうど水分を

含んでいた赤土や粘土も天気が良

ければ報時間で乾燥し、ヒビがは

いつたり、くすれてきてしまう。

夕方、日が落ちる前に必す点検し

６

　

１

６

１

・

―

・
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乾燥していたら手で水を軽く加え

るようにしよう。

① 傾斜地でしかも水はけが悪い

土地での防水、防湿対策には、雨

水を排除するための溝と土手をそ

の場その場に応じて組み合わせる

ことが大切である。もし溝の中や、

土手の内側に水がたまつたり、入

りこんでしまつたら、傾斜の強い

サイ トの場合は水ぬきを作つて水

が流れ出るようにする。

平坦なサイ トやゆるい傾斜地な

ら、面倒でもスコップやシャベル

などを利用して雨水をかき出すよ

うにする。以前は水はけの悪い土

地では、溝にたまつた水は1か所に

穴を深く掘つて、そこに雨水をた

めるようにしていた。しかしその

穴は水の落とし穴のようになつて

しまうので、キャンプ場を有効に

使用しなければならなしヽ現代では、

あまり行われていなしヽ。キャンプ

サイ トに掘る穴や、溝の深さは必

要最小限であることがのぞましい。

図 1

「氷めきJを作り

流し出す

ぷ
図2

以前はミツにたまつた水は

穴は掘つて流しこんだ

]Л .テントの張り網を調節する

テントは一度張り終わつたあと、

その時々の状況に応じて張り綱を

ゆるめたり、しめなおしたりする

必要がある。それは□―プの性質

によつて、湿気でのびたり縮んだ

りすることや、風のあおりでテン

トがゆらいだりしなしヽようにする

ためである。

以前はテン トが綿で作られてい

たため、消灯前の点検の注意とし

て、「必ずテントの張り綱をゆるめ

て寝るように」といわれていた。

それは夜露を吸つた綿のテン トが

縮み、夜の間にペグや張り綱に無

理な力を力llえ 、ペグが浮いてしま

つたり、ひどいときにはテン トが

裂けてしまつたりしたからだ。
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しかし、これは綿製のテン トで

あつたからで、ビニロンなどの化

学繊維が主流になつている現在で

は、少し事情が異なる。

図 1 テント布地のの【デ実験

75

素:オ 長さ 参 考

ナイロン 1 5mm (注 )水分に
より伸びる

ビニロン Omm

綿 2 2mm (注 )水分に
より縮0

おもり300g

このように、綿と異なリビニ□

ンは湿度による伸び縮みがほとん

どなく、またナイロンはぬれるこ

とによつて逆に伸びる。

さうに、テントの伸び縮みは張

り綱の素材によっても考えなけれ

ばならない。

◆日、テントの張り網の素材は

ナイロンかクレモナがほとんどで

ある。ナイロンはだれもがよく矢[l

つているが、クレモナというのは

商品名で、正しくはポリピニルア

ルコールという名前をもつており、

別名をビニロンという。つまリク

レモナ=ビニロンなので、伸び縮

みしないはすだが、実験の結果は

次の表のようにぬれることによつ

て綿以上に縮んでしまつている。

品  名 太さ 水にめらすと

クレモナ(ビニロン) 2mm 6mm協む

ナイロン 2mm 5mm伸びる

綿

4mm 5mm協む

imm 5mm協む

麻ヒモ 2mm 5mm縮む

(野外活動研究家 山田邦夫氏による)

5cm

12.就寝前の張り網の調整

テン ト本体がビニロンで、張り

綱がクレモナという組み合わせの

場合は、完全に強く張つてから少

しゆるめる。耐風索 (あおり止め)

などの長い張り網は、さらにもう少

しゆるめる。

このような張り綱のゆるみ具合

は、指で弾いてみて、その振幅で

判断する。

吟

ギターの弦のように 長幅で張り
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本体がナイロンで張り綱がビニ

ロンのテン トでは、張り綱はでき

るだけ強く張つておくようにする。

夜露にぬれて、ビニロンロープが

縮んでもナイロンの本体の伸びの

方が多いからだ。

13.強風時の張り網の調整

強い風によつてテン トがあおら

れるから、張り綱はあおりを受け

ないように強く張らなくてはなら

ない。特に台風を受けたような場

合は、風がいろいろの方向から吹

いてくるので、すべての□―プを

点検しておく必要がある。

その時の風に対して張り綱の強

度が不足するとおもわれる場合は、

もう1本の□―プを使つて補強す

る。またあおり止めのないテン ト

なら、臨時のあおり止め□―プを

張らなければナびらない場合もある。

この時張り綱を強めることと同

時に必要なことは、張り綱を支え

るベグを補強することで、もしも

浮き上がつていたり、弱みが見つ

かったときは緊張保持の方法や、

長めのペグに打ち変えたり、ペグ

を2つ打つて補強する方法 (25～

2フページ参照)などを応用しなけ

ればならない。

ロープの素材の見分け方

回―プの素材によつて湿気を受けたときに、縮むか、伸びるかは、す

でに説明してきたとおりでよく理解できたとおもう。ここで、綿とナイ

ロン、それにクレモナの□―プの区別について、勉強しておこう。

ナイロンとクレモナは見た目も手ざわりも大変違う。ナイロンは光沢

があり滑りがよいが、クレモナは綿によく似た手ざわりで心ヽわふわして

いる。綿とクレモナの見分け方は、□―プの端を燃やし、チリチリと燃

え上がれば綿、溶けて丸くなればクレモナだ。

なお、強風時の張り綱の補強などには、荒縄など■す分役にたつので、

その時々に応じて利用するとよい。
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Л4.支柱を正しく立てる

支柱は文字通りのテン トの支え

となる柱であるから、正しくテン

トを張るうえでの目安となるもの

である。適正な長さと、傾斜に対

して垂直に支柱を立てることによ

つて、テントが正しく張れるので

ある。

① 支柱はテン トの張られる傾斜

に対して垂直に張る。

傾斜に対して垂直に張らないと、

片方のウォールがあいてしまつた

り、たるんでしわがよってしまう。

支柱が傾斜に対して真つ直ぐに立

つているかどうかを、もう一人の

スカウ トに離イ1た所からみてもら

つて修正しよう。

② そのテン トの設計によつては

支柱が少し長く作られているもの

もある。そのような場合には支柱

をその分だけ土の中に埋め込む必

要がある。

③ その逆に支柱がテン トの重み

や、張り綱の影響によつて沈みこ

んでしまうことを防ぐ目的で、柔

らかい土質の場合は支柱の下に、

平らな石などをおいて支柱の固定

をはからねばならないこともある。

15.ソ ドクロスの取り扱い

ソドクロスは、地面からの湿気、

雨水などを防ぐためにテン トウォ

ールにつけられているもので、コ

ーティング防水が施されているの

が普通である。地面からの湿気を

防ぐ目的で、グランドシー トの下

に敷き込んで結び合わせるように

なる。

司6.換気窓の取り扱い

テン トの窓は一体どんな時に、

どのように使うのか。単なる飾り

か、明かり取りの窓なのか。実際

の使用方法には、疑間点もないわ

けではない。しかし、定員いつば

いにスカウ トが入つて寝ている夜

のテン トの中は、人いきイ1でムッ

としていて酸素も十分でなさそう

なことがよくある。
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夏用の6～ 8人用テントには上の

方にベンチエレベーターがあいて

いるものもあるが、冬の寒い時は

別として定員しヽつばいに寝る時は、

換気窓

換気窓を開けて新鮮な空気を入れ

るようにしよう。

なお、テン トをたたむ時は、窓

を閉じてからたたむようにしよう。

ベンテレーター

1フ・ 扉の取り扱い

① 夜寝る時に、テン トの扉を閉

めて寝るのはあたりまえのことだ

が、山や高原ではたとえ夏であつ

ても、夜は冷えて、テン ト内は多

かれ少なかれみんなの吐き出す息

や、体温によつて湿められた空気

中の水蒸気が「結露」とナcに つてテ

ン トの内側につく。また、地面か

らの湿気もあがつてくるので、日

中のテン ト内の乾燥はとても大切

な作業なのである。

そこでキャンプの期間中は毎日、

大雨でも降らナびいかざり、扉を開

けてテン ト内を乾燥させよう。(も

ちろん、扉を開けると同時に、ウ

ォールもあげ、グラン ドシー トを

外へ出して乾燥させ、キャンプ地

の条件がよければ、テン ト内の地

面を掘り起こして風を通しておく

ようにするとよい。)

天気がよければ、テン トはすぐ

に乾燥する。年後の活動がキヤン

プサイ ト内であれば、扉を開け、

ウォールもあげたままにしておこ

う。

S立

彰 ”
輔常

i》π
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プログラムが行われる場合は、テ

ン トのウォールを下ろし、扉を閉

めておく。サイ トからはなれる時

は、どんなに晴れていても、突然

の雨などに見舞われたらどうなる

かを考えて、備えをしておこう。

③ テントを閉じる。

気温は年後1時～3時をピークに

徐々に下がりはじめる。特に時計

を見なくても、そイ1以上の乾燥は

望めないと判断したときには、扉

を閉じよう。

//′ /
//∵

/
/

、、ぃ l′′

18.ドーム型テントの張り方

ドームの形にぬいあげられた布

を、ポール (支柱)を曲げたときの

反発力で張るテント。

① 張り上げてから移動すること

もでき、軽量でコンパクト。

②
・

底が防水され本体と一体とな

つているので、雨水が入りこます、

テントのまわりに側溝をほる必要

がない。

③ 一人用などの少人数用のもの

から、ボーイスカウト日本連盟の

スカウトショップで売つているス

カウトテントやエコテントのよう

な多人数用のものまで豊富な種類

がある。

④ 張り方はタイプによつてちが

うが、比較的簡単。

⑤ 気密性に優れているために、

野外での室内保温によい。反面、

酸欠を起こさないように、換気に

は十分注意する。

⑥ 自立式のものが多く、ペグと

ロープで固定しなくても、自立す

る。しかし、強風にあおられると

軽量のために舞い上がるので、固

定のためのペグ打ちが必要。
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ポールスリープ
ポールを通すためのガイド

《ネ,レ

ポール

フロント
ドアパネル

ボトム
テントの床部分  張り網

グロメット
クロスポーザレを
うけて固定する

ドームテントの張り方 (ス リープタイプ)

①

前室
フライシート

テントを雨から守る

ベンテレーター
換気用の穴

ウォール
テントのかベ

ベグ
ボトムや張り綱を地面に国
定するための杭。その緊材、
形状ナょど地面の状況に適し
た使い分けが必要

②

ポールをスリープに通す。

ポールをたわませ、テントを立ち上げる。片手
でスリープをたぐりよせるようにしながら、ポ
ールを引つ張る。片手でグロメット部をもつて
ひつI」こりながらポールをセット。

/

①③

ポールをセット。

ポールの片側先端をグロメットに入れる。

3フ



⑤

位置を決めて、移動する。

⑥

ペグを打つて固定する。ペグはグロメットのテ

ープにつしヽたループに入れて打つ。ボトムの

張りと各辺の張りを確認しながら、図のような

番号順にペグを打つ。

③

6
木、竹などの材料を用い、正しい結び方を用いてキヤン

プ生活に必要な用具や設備3種以上を製作すること。

快適なキャンプをするために|よ、自らの創意工夫をキャンプ

サイ トしヽつばしヽに展開することである。そイ1に |よ 結索法を確実

なものにして、ナイフや工具を正しく使用できるとしヽう、いわ

ゆる基礎技術を身につけてしヽることが大切だ。

こまかな注意点を2、 3あげておこう。

1 野営工作物を作る木や竹などの材料、特にその太さや大き

さにより、使用する□―プ、ひも、荒縄、針金などを適宜

に選択する。

2 かまどなどで、熱が伝わる位置に|よ、安全を考えワイヤー

(16～ 20番線ぐらい)を使うとよしヽだろう。

3.野営工作物を作る場合、麻ひもがよく使用さイ1る。麻ひも|よ 、

心、つう束ねたり、巻き玉にして売られてしヽるが、束のまま使

うよりも適当な長さに切つておいて使つた方が便利だ。
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自分が両手を伸ばした長さ|よ、大体自分の身長と同じ位

の長さのことが多しヽが、音の長さの単位で両手を軽く伸

ばした長さを一尋 (ひとひろ約 1.8m)といい、簡単に計

れて都合が良い。材料の木や竹の太さなどに応じて、麻

ひもを切つておいて使うとよい。

工作物によつて、もちろん結索の仕方|よ異なるが、多くの

場合ねじ結びまたは、心、た結びで|よ じまり、まき結びで終

わらせる。

材料の本や竹などの資材も、最近では無尽蔵に得られるわ

けではなく、キャンプによつて|よとても貴重である。むや

みに切り刻むようなことのないように、有効な利用を心推ト

けるようにしよう。

キャンプ生活で|よ時間がたつのが特に早い。必要かつ便利

で、安全な工作物を、手早く作るように作業を進めよう。

それに|よ、作り始める前にそれを設置する場所や、使しヽ方

などを考えて、よく計画を立ててから作業を開始しよう。

キャンプクラフトの例

4.

5。

6

薪置き場 炊事用シエルター
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8́の字しばり

三角食卓

割り竹

門

調理台

こ

',袋

汚氷穴

調理台

薪置き場

四角食卓

水置き場

食器棚 13、 さん

コッフと皿

なべ、
フライアくン
など
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調理合
(コンロ用 )

洗面所

ち
ま
　
，

一ユ
か ど

は
さ
み
し
ば
り

十文字しばり

大床は膝の高さ
角

かまど+調理台

ビニール バイプ

洗たく,(サミ

′

ビニール バイフ

水

洗い場

流 し

食卓鉾
　
　
　
　
　
杉一
勲吻 髪 宅

、、ヽ V′ノ/′
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炊事場の例 ①
薪創り場

汚水穴 木

ヽ

　

当

ふきん

あらいおけ _!yt

コップとall

オよベ フライプくン
など

】
　
鮭

、、、rt

水

(ふたをしておく)

/
風

t摯顎当琴けェ

彰

,炊事場の例 ④  こんな台所はいかが? Ａ

ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

６

食器戸棚

食器戸棚

土と石で作った2連かまど

と日理台

流し

水タンク

くす入れ

(焚団連盟発行  ・
The Scout・ 196131]号 から)

42



フ
キャンプの衛生について、次の各項にわけて

説明ができること。

].湿気の防止と乾燥作業の必要性とその方法

(1)湿気の防止と乾燥作業の必要性

地面からの湿気、夜露、それにみんなが吐き出す息や体温に

よつて温められた露が、夜の気温低下によつて「結露」となり

テントの内側につくことlよ 、 F課目5』 でも説明したが、これ

|よ雨の降らない夜のことである。雨が降つてしヽる夜は、それだ

けで湿度が高いし、地面も雨水が染み込んでおり、特にグラン

ドシートに接する部分|よ湿気が多くなる。

湿気が身体におよばす悪影響については細かな調査|よないが、

冷えることからくる頭痛、腹痛、便秘、下痢や不眠症などが考

えられる。従つて、キヤンプ生渚では湿気から身を守るように

注意し、テント内はオよるべく通気を良くするために昼間|よ扉を

開け、ウォールを上げておこう。 (よほどの大雨でもない限り、

雨の日もテント内の通気を良くするために実施する。)

また、夜の間に湿気を含んだテント内の物|よ、昼間の乾燥作

業によつて、できるだけ湿気を取り除くことが大切である。

(2)乾燥作業の方法

① グランドシートの乾燥

ますテントの中にある荷物を全部外に出して、 1か所にま

とめて置き、グランドシートを|よすす。

はすしたグランドシー トは、立木などを利用した物干しの
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□―プに掛けて乾燥させる。十分に間隔があり、手でゆすつ

ても簡単にたわむことがない丈夫な幹があれば好都合だ。片

側をねじ結び、反対側をと― トラインヒッチで結び、□―プ

をビンと張る。グラン ドシー トを十分に広げて干せるだけの、

しつかりした物干しを作ろう。

物干しの例 1 物干しの例 2

乾燥しやすいために|よ

★気温が高いこと

★湿度が低いこと

★風があること

の3つの条件が必要だが、湿度は野外では変えることができな

いので、なるべく長い時間国が当たる、風通しの良い場所を

選ぶようにしよう。               '
下草に|よ夜露が残つているので、地面が露出している所の

方が良い。高さt,十分でないと□―プに掛けたシー トのすそ

が地面についてしまう。また、掛け渡したシー トは内側がな

かなか乾きにくいので、30分～ 1日寺間したら裏返しをするよ

うにする。

44



物干しの例 3 O立木を利用するときは、厚めの

布や新聞紙を巻き付けて木を保護

しよう。樹皮というものは意外に

弱く、指でもボロボロとはがイ1る

ほどだ。また、樹木から出る樹液

(松やになど)で□―プが汚れるこ

ともあるから、一石三鳥の効果だ。

O資材がないとき

立木が利用できず、また物干し

を作る資材もないという場合は、

建ててあるテン トのフライシー ト

が十分に乾いてから、その上でグ

ランドシー トなどを干すと良い。

しかし、この方法はテン トに負担

がかかりすぎ、特にリッジポール

のないテントではしない方が良い。

。グランドシー トを干すと同時に

寝袋も干すので、物干しは2つ以上

必要だ。適当な木がナびい場合には

丸太や竹材を利用して物干しをつ

くろう。

O大型のテン トのグラン ドシー ト

は、2つに折つてもlm以上あるし、

地面から30cmは離しておく必要が

ある。また、ロープはどんなに強

く張つても中央部で20cmは たるん

でしまうので、支柱に使う資材は

18mは必要となる。

。グランドシー トは重量があり、

特に地面に接する面が樹脂でコー

ティングされているようなシー ト

は非常に重く、張り網に大きな力

が加わるので、補強する必要があ

る。

② 曇りの日の乾燥

空が曇つているからといつて乾燥作業ができないわけで|よ
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ない。物が乾くのには、湿度、温度、風の3つが関わり合つ

ているから、その時の条件で、できるだけ効果のある方法を

とろう。特に、地面はグランドシートでおおわれているので

湿気の逃げようがなしヽ。例え、曇りの日でも一度グランドシ

ートをはすしウォールをあげるようにしよう。それに毎朝―

度は荷物を外に出してウォールをあげた方がテント内の整理

もしやすくなるというものだ。

③ 雨の日の乾燥作業

キャンプサイトにマーキーテントか、フライシー トが張つ

てあればテント内の荷物を一度その下に移し、グランドシー

トをはすして扉とウォールを開け、テント内をます掃除しよ

う。もしも、その場所が下の上を掘つてもかまわないような

所なら、テント内の土をたがやしておけば表面の上に風が通

つて、地面の乾燥にlよ とても良い。けイlども、キャンプ地に

よつては地面を保護しておかなければならない場所もあるか

ら、自分で判断できない時|よ リーダーに聞いてからにしよう。

荷物をテントの中に置いたまま

グランドシー トをはずし、支柱に

張られた□―プに掛けて、テント

内の掃除と整頓をする。フライシ

ー トつきで雨が吹き込む心配のな

いテントなら、掃除の後もウォー

ルと扉嘩開けておいた方が通気も

良いし、光が入るので中で作業す

るのにも便利だ。グランドシー ト

。マーキーやフライシートがない
場合
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も掛けたままにしておけば、荷物を取りにテントに出入りする時も、靴や雨

具を脱がすにすむ。個人装備などは中央に寄せておくようにする。

① テント本体の乾燥

グランドシー トをはすしたら、ソドクロスをとめているピ

ンを全部抜く。抜いたビン|よ無くさないように入国の横にま

とめてさしておくと良い。

ウォールはグルグルと巻き上げたくなるが、それでは地面

に接していた最も湿つている部分が一番内側になつてしまい、

乾燥の効果が上がらないので、アコーデオンのようにじゃ腹

に折り、ウォールを上げるためについているひもで、できる

だけゆるくしばつて空気が通り抜けやすいようにする。

出入回の扉も同じようにじゃ腹折りにする。ウォール、扉

などを全部上げることによつて、一番乾燥の必要なグランド

シートの下の地面も乾燥させることができる。

2.便秘と水の飲みすぎの害とその防ぎ方

(1)便秘の害と防ざ方

ここでいう便秘と|よ、いつもの生活に比べてキャンプにきて

からすつと排便がなかつたり、時々あつても便が固くて、量も

少なく、苦痛を伴うものをいう。          '
便秘が長く続いていると、腹が張つて苦しくなり、腹痛、頭

痛、めまい、吐き気、不眠、精神的不安、思考力の低下などで、

活発なキャンフ生活ができなくなつてしまう。
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★原因

慣れないキャンプ生渚に入つたための、環境の変化や食事の

変化などによる一時的な便秘がほとんどである。

人間は朝食、昼食、夕食を間わす、食事をしてから20～30分後

にもっとも強く便意をもよおすのが普通だ。(食後に十分な量

の水分、それも温かいものをとると、特に強まる。)この時にトイ

レにかけこめば、力むことなく便が排出されるが、そのチャン

スにがまんしてしまつたり、何かの仕事があつて トイレに行け

なかつたりすると、出るものも出なくなつてしまうのである。

キャンプ場などではトイレが汚れてしヽたり、八工が飛びまわ

つていたり、扉がうまく閉まらないなどということも多く、精

神的に不安、不‖央になつて、ますます排便したくなくなつてし

まう。悪いことに便が長い間停滞すると、水分の吸収を過度に

受け、便がかたくなつて一層出にくくなつてしまう。

★対策

① 便意があつてもなくても、一日一回いつもの時間をみlよ

からつてトイレに入り、そこの トイレに慣れることと、習慣

どおりの生活を続けることが必要だ。

② 果物のクエン酸やリンゴ酸は、大腸を刺激して腸運動を

たかめるので、果物を多めに食べるようにしよう。

③ 普段の生活にも注意して、排便の時間帯を習慣づけてお

くようにする。

☆実際には、便秘といつても2～3日 ぐう|ヽならそんなに問題

|よないが、4～ 5日以上排便がないと体調をくすしてくる。し
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かし、例え―週間便秘が続いたとしても死ぬようなことはない

ので、神経質にならないことが最も大切だ。

(2)水の飲みすぎの害と、水を飲むときの注意

① 八イキングでも同じだが、野外活動では体を動かすこと

が多いから、汀をかいて体の水分が失われる。特に夏の暑さ

が厳しい時には、体内の水分が体温を調節するために、汗と

なつて体温をうばつて外に出てしまう。これを知らせてくれ

るのがノドの渇きだ。

しかし、ノドが渇いたからといつて、飲みたしヽだけ水を飲ん

でしまうと、後でお腹が痛くなつたリバテたりして、ノドの渇

きよりももつと苦しい思いをすることになつてしまう。

胃には、冷たすぎる、食べすぎる、飲みすぎる、といつた

「過ぎるもの」はすべて禁物で、特に暑さや疲労で体がまい

つているところに水を飲みすぎると、胃をこわして下痢や腹

痛を起こしてしまうのである。

② 水の飲み方

スポーツ選手たちは、よく疲れたときに、 lο/οの食塩水を

飲む。汗|よ水と食塩からなつているので、水だけを補給する

よりすつと早く疲れが回復する。トマトジユースなどもこの

点では、とてもよしヽ飲み物といえる。

ノドが渇いた時は、水をがぶ飲みしなしヽで、一口すつ口に

含んでからゆつくりと飲み込む。また知らない土地での生水

|よ、煮沸してから飲むのが常識だが、一度沸かした麦茶を冷

やして甘さをくわえないで少量飲むのは、食欲をますのに役
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立つ。

③ 清涼飲料水の飲みすぎに注意

清涼飲料水に含まれる栄養素は、ほとんどが糖質で、含有

量は種類やメーカーによって違うが、大体フ～ 100/ο といわ

れる。例えば、サイダーの250ccの缶入りのものの成分 |よ、

水分が231gで、たんばく質と脂質はOg、 糖質|よ23.lgで、

91キロカロリーだ。このように糖質しかなく、その他の栄

養素はほとんど期待できない飲み物の取りすぎ|よ要注意 !清

涼飲料水をたくさん飲むと、それだけで必要なエネルギーの

かなりの部分を損取してしまい、ほかの食べ物が食べられな

くなつてしまう。(サイダーを1本飲むと、茶わん半分のご飯

を食べた時の摂取エネルギーとほぼ等しくなる。)

つまり、清涼飲料水をたくさん飲めば飲むほど栄養のバラ

ンスが取りにくくなり、結局|よ栄養失調ということになる。

★清涼飲料水を飲む場合は、次のことに注意しよう。

O衝動的に飲まない。

Oゆつくり飲む。

O汗をかいた後でもやたらと飲まない。

(以上は、水の場合とまつたく同じ)    を

○習慣的に飲み続けない。

3.日射病の予防法と害虫の駆除法

(1)日射病の予防法

①日射病とは
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強い日ざしのもとで重労働をしたり、長時間歩いたりした

時に起こる症状が日射病だ。頭痛、めまい、吐き気などの症

状からはじまり、重症になると意識を失つて倒れたり、けい

れんを起こすこともある。顔が赤くなり、皮膚は乾燥 してか

さかさ、脈は早く、呼吸もしだいに早くなつてくる。このよ

うに、日射病は頭痛や吐き気を伴つた脱水症状といえる。

② 予防するに|よ

O直射日光のもとでの長時間作業をさけ、なるべく木かげ

やフラインー トの下で作業するようにする。

O暑 しヽ日ざしのもとで、長時間歩しヽたり、作業する時|よ、

日光をさえぎると同時に、汗が蒸発しやすいシャツや帽

子を身につける。

○汀を大量にかきすぎた場合は、体内の水分や塩分がいち

じるしく不足する。水分が足りなくなつた体は自然に水

を要求する。この時|よ 日射病を防ぐ意味からも、体が要

求するだけ水を飲んでも、体に害があるということ|よな

しヽ。「水の飲み方」でもふれたが、 lο/οの食塩水を飲め

ばなおよしヽ。

O適度な休養をとつて、通労を防ぐのも大事だ。 =

(2)害虫の駆除

野外で害虫から被害をこうむらないために、ます害虫や危

険な生物についての知識を持とう。
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① 野外での害虫

O刺す害虫

ミツパチ、キアシナガバチ、キイロスズメバチ、キオビ

ベッコウバチ、ツマグロヨコバイ、マツモムシなど

○血を吸う害虫

ブヨ、ヌカカ、ヒトスジシマカ、ヤマトアブ、ヤマ トダ

ニ、アカツツガムシ、ヤマビルなど

Oかむ害虫

アカムカデ、カバキコマチグモなど

○毒針毛 (どくしんもう)にさわるとか心ヽれる害虫

ドクガ、 ドクガの幼虫、チャクドカの幼虫、マツカレ八

の幼虫、イラガの幼虫など

ヤマトダ三 アカツツガムシ

体民約lmm

ツマクロヨコ′くイ
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○毒のある体液を出す害虫

アオプくアリガタ八ネカクシ、アオカミキリモドキ、マメ

八ンミョウなど

○食品を汚染する害虫

アリ、八工など

② キャンプ生活をするうえで、不愉快なばかりでなく、時

には生命の危険をも引き起こす害虫|よ、以上のように種類

も多く、また発生源が広しヽ範囲におよ応ヽものであつたり、

どこからやって来るのかわからないものもある。

ます、キャンプサイト周囲の草を刈つて、力、ブヨ、八

工、アリ、野ネズミ、毒蛇などがひそむのを防ごう。これ

|よ 「つつがむし病」の予防にもなるのである。(殺虫剤を

まく場合に|よ、体や食品にかからないように注意する。)

○力の駆除

発生源の水たまり、竹やぶの中の切り株を見つけて、殺

虫剤 (スミチオンの乳剤など、害の少なしヽ有機燐剤)で

駆除する。また力の来襲を防ぐには、キク科の植物 (ジ

ュチュウギク、ヨモギ、タンポボなど)の葉でも茎でも

よいから、1日干していぶすとよい。      =
○ブヨの害から身を守る

ブヨは刑嘲||や渓流のほとりで朝夕に活動するが、発生源

を特定することは困難だ。ジメチールフタレー トの入つ

た虫よけを皮膚にぬつて防ぐ。    と
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○アブの防除

森林内や牧場近辺に発生する。気温、湿度ともに高い晴天

の日によく渚動する。追いはらつてもしつこく追つてくる時

は網か帽子で捕獲してしまう。防虫剤をぬつて防除する。

O八チの唇区除

八チは何もしなければわざわざ刺しにくることはないが、

キャンプ場付近に八チの巣があつて知らすに踏みつけてし

まうような心配がある時|よ、やむを得す駆除することもあ

る。八チが活動していない夜、巣ことたいまつで焼いてし

まうか、殺虫剤エアゾールを心、きかけて退治する。八チの

習1生は種類によつて異なるので、キャンプに行く前に図鑑

でよく調べておく。

Oガ対策

ガは夜フラインー トやテントのなかの明かりに向かつて飛

び込んでくる。入つてきたガは、りん粉を散らさないよう

に殺虫剤のエアゾールをふきかけて退治する。水を少し張

つた空き缶にろうそくを立て、青いセロ八ンでおおつた即

製の誘ガ灯を作つておくと、そこに集まつてくれる。

Oアオバアリガタ八ネカクシなどの甲虫対策  `
灯火をしたって、テントの中やフラインー トの下に飛んで

くる。皮膚に止まつたら、たたいたり、つ心ヽしたりしては

いけない。軽く息で吹き飛ばしてから退治する。

Oア リの駆除            .
アリは必すしも害虫ではないが、砂糖や甘い食品にたかっ
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たり、発生の多しヽ場所ではテント内に侵入してくるので駆除す

る。設営前のキャンプサイ トに駆除剤を散布する。また、芝生

や草地などの巣は、もしあれば赤さびの浮いた水をかけると、

すぐよそへ引つ越すといわれる。食品の管理と、食べ残しの始

末をしつかりすることは、ここでも大切だが、砂糖や甘いもの

の容器はゴム輪数本で巻しヽておくと寄りつかない。

4.昼間着た下着を着けたまま床に入らぬ理由

O下着は汀を吸収することによつて、次の発汗をよくし、体温

を一定に保つためになるべく乾きのよいものがよい。キャン

プ生渭で|よ、昼間の渚動で汗をかくことが多い。湿気を含ん

だ下着は、皮膚から体温をうばつて乾こうとするから、体が

冷やされてしまつて、寝冷えをしてお腹をこわしたり、風邪

をひいたりする原因になつてしまう。

O特に、垢や泥で汚れたシャツは、昼間の汀といつしよになつ

て、いつそう夜かく汗の吸収を悪くしてしまうので、昼間着

ていた下着 lよ必す着がえて寝るのが衛生的だ。

O同 じように、発汗をいつもよくするという理由で、昼間かい

た汗はシヤワーにかかるとか、濡れたタオルや手拭しヽでよく

拭き取つて、皮膚を清潔にして寝るようにしよう。

5,寝るテント内に食品を貯えることの有害な理由

○食品は主食糧、野菜や果物、肉類・魚類の腐敗しやすい食料、

調味料などそれぞれに適した方法で保存するが、どんな食品
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でも原則としては、なるべく温度が低い場所で、動物や害虫な

どから守る工夫をして貯蔵しなければならない。

○寝るテント内は、みんなの体温や人いきれで温度や湿度が上

昇して、食品が腐敗しやすくなるから、食品の貯蔵には悪しヽ

条件となる。

○また、食品の甘い香りやにおしヽに寄せられて、害虫がテント

内に侵入してくる心配もあるから、危険防止の意味からも居

住用テント内に食品を貯蔵して|よならない。

6.キャンプサイ トに八工を発生させないための対策

○八工にもいろいろの種類があるが、我々がいちばんよく知つ

ているイエバエやキンバエは、心、ん 。腐敗物・醗酵物などの

汚物や汚水だけでなく、これから食べる食品にまでやつてき

て、それを食べたり卵を産みつけるやつかいな害虫である。

Oキャンプでは便所の清潔と、食品特に残飯や残菜などの汚物

処理が、重要な対策となつてくる。

① 便所を清潔にし、便器の心、たの整備、便槽の消毒 (ク レゾ

ールせつけん液などの消毒薬を散布する)を励行。

② もしも便所を自分たちで上を掘つて作つてもよい場所なら、

土側面のひげ根を確実に切り取ること。また、便の上に土を

しつかりかけて悪臭が出ないようにする。

③ 小便所にも、消毒液を毎日散布する。

① 残飯や残菜は、できれば食事の度に燃やしてしまうか、量

が多かつたり、時間がなかつたりしてそれができない場合lよ、
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不燃物やビニールなどを除いて、上を掘つて埋める。その場

合|よ 、野犬や山の小動物に掘り返されないように、十分深い

穴を掘つて埋めなければならない。

⑤ 穴を掘ることができないキャンプ地でlよ、ビニールなどの

ゴミ袋に入れて持ち帰る
'〕

、`定められた場所まで運んで処分

してもらう。この際も、その度に袋をしつかりと縛つて密封

する必要がある。

⑥ 不燃物の処理

★缶詰の空き缶など～中を水で洗い、つ心ヽして袋に入れる。

☆ジュースなどの空き缶～中を水で洗しヽ、つぶして袋に入れる。

★ジュースなどのガラスびん～中を水で洗つた後空き箱など

に入れる。

⑦ 食料の貯蔵に注意する。

生肉、魚などに|よ、八工が特に寄つてくるからこれらのパッ

クと貯蔵に13〔十分気をつける。なお、パックしてあつたビニ

ール袋などは、すすいで空き缶などといつしょに袋に入れる。

O便所を作る

以前にくらべて、便所を自分たちで作れるキャンプ場lよ ほと

んどないが、セ)しもそのキャンプ場に便所がなく、しかも土

を掘つたり、自分たちで自由に使える場所でキヤンプする場

合には、快適な便所を作つて使用しよう。
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① 位置は、キヤンプサイ トの風

下で、15m以上は離したい。また、

水源にも影響をおよぼさないよう

十分に考えて決める。

② 8人のスカウトが4日 間使用で

きる便所の溝の大きさは、標準で

長さ80cm、 幅20～ 25cm、 深さ

60cm位がよい。

コップ 掘り出した■を

かける。

ひア恨を

切る。

土がくすれ′よいように

足場をつくる。
鰤

25o“、歩

80m

③ 掘つた上の側面から出ている

木のひげ根は、便がかかイ1ばそこ

に八工が寄つてくるから、ナイフ

でしつかり切り落としておこう。

① 掘り出した土は、横に盛り上

げておいて使用する度に便の上に

かけ、十介に覆つてしまう。土の

横に小さなシャベルを置いておく

とよい。

③ 土をかぶせていつて、深さが

30cm位になつたら、埋めもどして

新しい便所を作る。埋めた場所は、

土を少し盛り上げるようにしてお

く。そうすれば日がたてばしまり、

周りの地面と同じ高さになる。

③  トイレットペーパーを滴の近

くにおく。屋根を作らない場合は、

心、たのついた空き缶などに入れて

雨がかからないように正夫しよう。

② 安心して用が足せるように、

自然物や古シー トを利用して目隠

しのかこいを作るとよい。かこい

の下は地面より少し離して、全体

の高さは18m位にする。

③ 手洗い水、タオルは、かこい

の外側に備えつけておき、手洗い

付近が泥沼にならないように排水

をよくする。また、手洗いの水は

いつも点検して不潔にならないよ

うに注意すること。

③ 夜間の照明や灯火で標識を工

夫するとよい。

⑩ 小l環所は大便所と別に作る。

幅30cm× 長さ60cm× 深さ60cm

位の穴を掘り、土に染み込ませる。
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穴の下の方に杉の葉などを敷いて

おけば、におい消しにもなるし、

飛び散らないのでよい。

⑪ 洋式便所

生活習慣の変化により最近は洋式

便所の家庭が増えて来ている。そ

のため和式の便所に不↑買れである

ことも、前述の便秘の原因と考え

られる。そこで簡単な腰かけを作

つて洋式便所にすることもキャン

プを快適に過ごす改善につながる

だろう。

8
夜の野目地における正しい明かりの取り方を

理解していること。

ホワイ トガソリン・灯油 。ガス・乾電池・□―ソクを使用す

るキャンピング灯火を3種類以上使用した経験があり、取り扱

い上の注意事項・特徴 。手入れの方法が説明できること。炊

事用コンロの正しい取り扱いができること。

設営、炊事など忙ししヽ一日が終わり、キャンプの明かりの下

で、仲間たちとのしばしの語らい|よ何事にもかえ難いひととき

である。また、夜間の行動時におしヽても、明かりが不十分では

活動が制限され、安全の面からも好ましくなしヽ。ここでは各種

の照明器具を紹介してその特徴、取り扱い上の注意を記すので

キャンプの目的に合わせて選心ヽことにしよう。
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。ガソリンを使用する灯火

基本構造はキャンプス トーブと同

様で、ポンプにより加圧してマン

トルに点火するものである。取り

扱いは比較的簡単で照度も高く、

ガソリンを燃料とするキャンプス

トーブを使用する場合には燃料を

共用できるという利点がある。し

かし、ガソリンは引火性が高く、

またマン トルやガラス製のホヤは

壊れやすい。

これらの取り扱

い、携行は十分

注意せなばなら

ず、場合によつ

ては予備を持つ

て行くことも必

要だ。

Oガスを使用する灯火

キヤンプス トーブと同じくブタン

がスのボンベを使用してマン トル

に点文するもので、

ガソリンにとヒベて

加圧の手間も不要

なので取り扱いが

簡単である。しか

し、ボンベ ]本当

たりの燃焼時間が

短いので、長期の

場合には予備のボンベを多量に持

ち歩かなくてはならナ(「 い。ホヤや

マン トルの取り扱いはガソリン使

用のものと同様である。

O灯油を使用する灯火

昔ながらのランフ形式が多い。加

圧式ではないので照度はいく心ヽん

落ちるが、構造が簡単で音もなく、

また燃料使用量が

少ないので 1回の

給油で長時間使用

ができる。但し、

燃焼時にススが出

るので時々ホヤを

掃除しナびければな

らない。

Oローツク

古くから利用さイ1て いる明かりの

原点に近いものだが、風に弱しヽこ

とと、裸で使うと火事の危険があ

るので必ずランタン等の機器を使

用し、安定した場所で使うことが

大切だ。しかし携帯に手間がいら

ず、針金などで簡単な□―ツク立

てが作れるので、非常の場合など

便利なものだ。
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以上は燃焼によつて明かりを得るものなので、テン ト内での使

用は火事や酸欠のおそれがあり危険である。

O乾電池を使用する灯火

電池を使用するものの主流はやは

り懐中電灯であろう。懐中電灯は

大きなものから小さなものまで種

類も多く、用途に応じて選ぶと良

しヽだろうが、電池はすぐに消耗し

てしまうので予備を持たねばなら

ないが、電池の大きさを共通にし

て予備電池を共用するのも一つの

方法だ。固定の照明としての蛍光

灯や両手が使えるヘッドランプ式

なども便利ナびものだし、火事の危

険も無しヽのでテント内での使用に

も支障はない。

明かり|よ 人を勇気づけ、心をなこませるものだ。ここでセ)う

一つ大切な明かりを忘れてはしヽけ声よい。月や星の明かりは自然

が我々に与えてくれる恵みの明かりである。人工の明かりで|よ

見つけられなしヽ新しい発見をしてみよう。

★炊事用コンロの扱いについて

炊事用コンロ (キ ヤンプストーブ)は、軽量ですぐに点火で

き、火力t,安定しており、地表への熱による影響も少ない。し

かし、使いやすしヽ反面、扱しヽを間違えると大変危険だ。炊事用

コンロには、液体、ガス、固形など燃料によちて種類がある。
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〈炊事用コンロを正しく使用する

ために〉

●使用方法に詳ししヽ隊長などの指

導を受け、燃料補綺などの仕方

を習い実演してみる。

●使用する機種の使用説明書を熟

読する。

●液体燃料は専用の容器を使用す

る。

●燃料の補給は火を消してから行

う。また消火直後は高温なので

冷めてから行う。

●燃料、コンロとも別の火に近づ

けない。またコンロ2個以上を接

近させて使用しない。

●換気できなしヽ場所でコンロを使

用しない。テン トの中では絶対

に使用しない。

●安定した平らな場所で使用し、

なべはコンロの大きさに見合つ

たものを使う。

●火をつけたまま離れない。

●空のガスボンペは持ち帰り、住

んでいる地域の自治体の定める

方法で処分する。

名
Ｖ
多

書

9
2泊以上のキャンプに必要な個人携行品を身

につけて、点検を受けること。  `
キャンプに必要な服装、備品や携行品につしヽてはいろいろな

本に出ているので、それを参考にしてほししヽ。
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。ボーイスカウト日本連盟発行の

もの

★「スカウト手帳」

★「スカウト八ンドブック」

★「指導者のためのスカウ ト・

キャンプ」など

O携行品は、キャンプの目的、

場所、季節、気象条件などによ

つて、すいぶん違つてくる。い

くどか経験をつめば、そのキ

ャンプに絶対に必要なもの、

参考書

☆東京電気大学出版部

「キャンピングガイド」(吉田孝俊氏著)

☆東陽出版

「野外生活サパイパル全善」

☆主婦と生活社

「自然と遊ぶための野外雑学読本」

☆主婦と生活社

「自然の中で生き残るためのサパイパ

ル読本」(I藤章興 (編・著)/伊藤幸

司早稲田大学探検部 (監修))

☆主婦と生活社

「初心者からリーダーまですぐに役立

つ野外冒険術」(伊藤昭彦氏)

☆21世紀ブックス

「冒険手帳 火のおこし方から、イカダ

の組み方まで」(谷口尚規著・石川球

太氏画)

あれば便利なもの、使わないもの

などの区別がつくようになる。

O自分の携行品リス トを作つてお

き、そのキヤンプことに出発前

と後にチェックして、忘才1物や、

紛失物がないようにしよう。

O持ち物には、必す名前を書いて

おくこと。

Oザックヘの正しい収納と背負い

方もできなければならない。

☆福音館彗店

「自然図鑑 動物・植物を知るために」

(さとうち藍氏支・松岡達英氏イ会)

☆スカウト誌 '83年7月 ～'87年 12月

「野外生活の知識」(野外活動研究家

山田邦夫氏)

☆スカウト誌「技能章をとろう」シリーズ

「野営章」(武井重利氏)

☆ボーイスカウト大阪連盟

「ボーイスカウト・ポケットブツク」

☆ボーイスカウト日本連盟

「指導者のためのスカウト・キャンプ」
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移動キャンプについて

固定キャンプと異なり、衣食住一式を自分で背負つて行動す

るので、自分の行動の目的、行動範囲、目的地の状況に合わせ

て装備を検討する必要がある。

移動そのものが目的である場合を除しヽて、通常はその間、何

かしらの目的を持つて行動することが多いので、そのための装

備とのパランスを考えて準備しよう。

◎装備選定の要件

Oなるべく軽いもの。

O設営、炊事に必要以上の手間がかからないもの。

Oパッキングしやすいもの。

そして、行動の目的を達成するためには、計画を立てること

も必要となる。最初から万全の計画をねらうことは難しいが、

回を重ねることでより良しヽ結果が得られるだろう。

移動キャンプは、君たちがこれまで培つて来た技能を応用す

る良い機会だ。
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◆おわりに◆

スカウト活動のいちばんの楽しみは、やはリキャンプをする

ことだろう。その楽しいキャンプを、より快適に過こすための

技術を身につけた証しが、野営章の取得という形で認められる。

しかし野営章の取得は、山の登り始めの様なものであると考

えてもらいたい。技術というものに終点は無く、回を重ねるこ

とに改善点は出てくるものだ。

野営章を取得した後も、評価と反省を通じてより快適なキャ

ンプを目指して鍛練を続けてもらいたい。
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地区
ボ ー イ
ベンチャー

第  団 スカウト隊 級

氏名

野 営 章 考 査 票

考査細目のすべてに合格したことを証明します。

年   月   日
    技能章考査員             印

考 査 細 目 考 査 方 法 考査合格年月日 認印

1 炊事章を有すること。 炊事章の握示

2

入団以来通算10夜以上のキャンフ (3泊以上のキ
ャンフに2回参加したことを含む)に参加している
こと。

報告書の提出

3
キャンブ地を選ぷときの基本的な条件と自然環境を
保護するための注意点を説明できること。

日述または記述

4
代表的なテントを3種類以上張り、特徴、用途、理
想的な配田が説明できること。 実演と日述

5

テントを正しく張り、昼と夜、晴天と雨天、強風時
に応した網の張り方ならびに支柱、ンドクロス、換
気窓、扉の取り扱いができること。
また、 ドームテントの理想的な張り方について観明
できること。

実演

6
木、竹′よどの材料を用い、正しい結び方を用いてキ
ヤンフ生活に必要ケよ用具や設備3種以上を製作する
こと。

実演または

報告書の提出

7

キヤンフの衛生について、次の各頂にわけて説明が
できること。

(1)湿気の防止と乾燥作業の必要性とその方法
(2)便秘と水の飲みすぎの害とその防ぎ方
(3)日射病の予防と害虫の駆除法
(4)昼間潜た下着を着けたまま床に入らめ理由
(5)寝るテント内に食品を貯えることの有害な理由
(6)キャンフサイHこ八工を発生させないための対策

回述また1よ記述

8

夜の野営地における正しい明かりの取り方を理解し
ていること。また、ホワイトガソリン 灯油・ガス
乾電池 ローソクを使用するキャンピング灯文を

3種類以上使用した経験があり、取り扱い上の注意
事項 特徴 '手入れの方法が説明できること。炊事
用コンロの正しい取り扱いが説明できること。

実演 口述
またはBB述

9
2泊以上のキャンフに必要な個人携行品を身につけ
て、点検を受けること。

実演または記述
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