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野営章を取るには

].楽 しいキ ャンプ

一

(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。

2

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。
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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
孔しヽ
イ
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。
lて き
さ らに、自然保護の面か ら、野山での焚き火が制限さ才

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
lる よ うにな つてきている。
炊事の火 は得 らイ

.

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
て、良い
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
べ
キ ャンプ地 を選 るよ うに しよ う。

フ

★キヤンプ地の基本的条件とは
ら得られること。
① 良質の水が近く ｀
つて、
② 樹木があ
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。
よ昆虫や、動植物の被害を受けなしヽ
⑥ 有害声
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 コースをむやみにはずれて、地表を荒 ら
￨よ

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。
、指定された場所に捨てるか、広範
● 汚水は ゴミをすくしヽ
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。

来たときと同じ状態に戻す。
● キャンプサイトを去るときは、
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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

●

エ サを与えない。また、食 料を しつか り保管する。

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。
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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
だろう。参考書を見たり工夫 して自分でテン トを作
するとよしヽ
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

構造が簡単なので 、組立ても楽である。

け中が広く、
居住性もよい。長期固定キャ

2〜 3人 の短期キャンプや、移動キヤンプ

ンフなどに適している。

に適 しているが居住性はやや劣る。
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ドームテン ト

片屋根型テン ト
雨天の出入 りが楽で、かまども屋根の下

2〜 3人 用で軽便なものが多い。居住性

に作れる。倉庫や配給用テン トと しても

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

利用できる。

にも立てられる。

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。

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。

タープテン ト

ティー ピー

1枚 のシー トだけで作るもので、雨や露

アメリカの平原に住むネイティブアメリ

を しの ぐだけの簡単なテン トだが、工夫

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。

次第でいろいろな形にすることができる。
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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。

ナ イ ロ ン

ビ ニ ロ ン

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

138

114

1.30

少ない。
ぬれても伸び
縮みせすすぐ
乾く

少ない。
ても早 く
ぬイモ
乾く

合成繊維の中
で最大の吸湿
性

害を受けない

害を受けない

害を受けない

綿

強

ポリエステル

さ

比重︶
重さ ︵

1.52

吸湿性

多

い

カビ ・虫

害を受ける

薬
品

い

強

強

酸、アルカリ
に〕
螢しヽ

い

熱︵
軟化点 ︶

220℃

238℃
;

180℃

∫

230℃

240℃

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

]3

綿に似た風合
い

B5

い

275℃ 以上
で燃える

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

o洗

O食 堂

干 し場
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
例2

伊」]
常

物 干場

倉 庫 テント
薪

炊
事
食堂 フライ 場

炊 事場 ―

世印

/

殿

洗 面所 トイレ

O
風向き

N

帝″

風 向 き一

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
ヽ
1承 しし
。

5

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。

1ば
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
が、ボーイ隊の 1こ 班 (フ 〜 8人 )用 の フライつきウ
な らなしヽ

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

1

いると考えてよいだろう。

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
テン トを作
張 り方」 ということになる。それ ￨よ 、素晴 らししヽ
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

15

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。
操

高さ ︵
Ｈ

親綱 (ペ グ)

メインローフ)

自在

角偶

(ラ ンナー)

衛

ベク

だ

(Vレ )

難
ペグ

フライを使う場合
慎木(リ ッジポール)
＼
刺

後

ストームライン (耐 風緊 )

ウオール
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フライ

2.家 型テン トの立て方順序

⑥

テン トの棟 にある

場所を選定し、平坦になるまで

①

支柱をつなざ、支柱の 先端 を

整地する。石などは除去する。特 に

目穴にさ しこ

'鳥
み、親綱をかけて立てる。

(ま す、出入日の支柱 を立 て、次

夜中に水をD汲 い上
大きな草の根は、
げて、グランドシートや床を水でぬら

にうしろ側の支柱を立てる。)

(掘 り起 こした草の根 は、自然保護

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

すから、
掘り起こすこと。

②

のために、
撒営の時は元の場所に

向は、テン トの屋根の対角線の延

生かしてお
戻せるよう水をやつて、

長である。ペ グの位置が遠 いと裾

こう。)

lば たるんで し
があが り、近すぎイ
まうので、適当に調整する。

いつも吹いている風向きと、

②

両側の角網 を張 る。ペ グの位

テン トの 出入 日との 関係 を考慮 に

③

いれてグラン ドシー トを防水面 を

置は、屋根の傾斜の延長上である。

下 に して敷き、テン トの四隅の位

腰綱 は、屋根がたるまない程度の

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。
支 柱 の 長 さと同じ

1フ

り、ひいてはテ ン トをよわめ るこ

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

とになる。

にあるようにする。そ うしないと、

⑩

ウ ォールの裾 をピンで とめ、

ある □― プや、屋根 のある部分 に

ソ ドクロスを グラン ドシー トの下

の み負担 がかか りすぎる ことにな

にいれる。

3.フ ライつき家型テントの立て方

⑥

フライをひろげ、棟の)鳥 目に

①

場所の選定と整地。

支柱の頭部を通 し、耐風索をこれ

②

グラン ドシー トをひろげ、支

にかけ、2本 の支柱を同時に立て
る。

柱と四隅の位置をきめる。
③

四隅のペ グを打つ。

②

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

索の長さを調整 し、テン トの角綱
とペグを調整する。

1ぞ イ
l打 つ。それに綱をわЧ
する。
そイ

③

支柱が垂直になるように耐風

フライの屋根をのば し、その

の穴 に通 し、棟木 かけをつけ、棟

角綱をベグにかける。
③ 腰綱のペ グを打ち、綱をかけ

木と支柱の頭部とを連結させる。

る。すそをピンでとめる。

4.フ ラインー トから張る手順

野 外 活 動 研 究 家 の 山田 邦夫 氏 が行

③

2本 の支柱をテン トの棟の支柱

雨が降 つている 時 には、フライ

つた改造 と張 り方を紹介 しよ う。

ンー トを先に張 り、その下でテ ン

フライシー トつきテントの断面図

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
んと楽になる。
営や撤営ははすい心ヽ

指導者テントの断面図
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ナスカン

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

カウヒッチで引つ14け る

下図を参照

カウヒッチ
カウヒッチ
ひばりの顔

1lwnザ イル
本体テープを折り
コプをはさ0

①

テ ン トを張る場所の中央に □

③

ひとえつぎても
本鱈びでも
よい。

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

―プを張 つて、日印にする。
②

ポ̲ル

ぶせる。

その □― プを中心 にフライン

フライシー トの腰網をペ グに

ー トのペ グを打つ位置を決める。 こ

①

の場合 、普段 ペ グを打つ基準とな

かける。

るグラン ドシー トが広 げ らイlて い

③

ないの で、ベ グを打 つ位置がわか

張る。

らないと思 うかも知れな いが、指

⑥

1ば 、フ
導者テ ン トの断面図をみイ

取 りつけて張る。(フ ラインー トの

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

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

差 しがわ りに使 うことができる。

ビニールテープなどで印をつけて

一気に上げ、フライシー トを
テン ト全体をリッジポール に

おくとよい。)
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リッジポールに口環を組む

その上からフライを張る

いつきに上げる

ナスカンを回環に掛ける

＼
完

雨の日は本体をぬらさすにたためる

成

5,フ ラインートのペ グを打つ位置
①

ライ全体 を見渡 して、さ らに本体

フライのペ グを打つ位置を決

とフライの間隔を考えてシワの少

める ときは、ます張 り綱 を D環 テ

ない位置ぞ探す。

ー プが伸 びている方向に正 しく引

②

くこと。その まま□―プを引きフ

な らないのは、 フライシー トの端

20

この ときに気をつけなければ

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
らだ。 (図 1・ 2)
まうん｀

、1′ ♭

くヽ1′ /

、Vち

D環 テープ
図

6

1

テントのペグが
近すぎフライの
端に掛かつてし
よう

′

′

′
′

ヽ
ヽ
タ

′
/′
ヽ｀

D環 テープの伸びている方向に引く
図2
おもいきつて
テントのペグを
後にもつてくる

ヽヽ1′

、、fr′

、ヽf′

シワができない位置を捜す

次 に両側のペ グを見 くらべ 、

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

①

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

線 になるよ うにする。 こうすると

ち したときに低くな りすぎて、き

の シワが少な くな り、よ り調整 し

③

全部打ちおわ つたあ とペ グが一直
見た目に美 しいだけでなく、フライ
やすくなる。

れいにはることができない。

③

21

一度 に一直線上 にペ グを打 ち

込む ときは□― プを使 つて張ると

図3

―直線にペ グを打つには

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

―t電 線にペ グ
を打つに1よ

D環 テー フ

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

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

ことができる。
耐風索 (あ お り止め )を 張 る
ペ グの位置。「あお り止め」 は、正

の でフライシー トの四隅 に軽 く接

ら吹いて くる風 で フライシー
面 わ｀

位置は当然その延長線上となる。

⑥

するよ うに張るのがよい。ペ グの

トがあお られるのを 防 ぐための も
図4

6.テ ン ト本体・張 り網のペ グの位

A
﹀︱ １ １ １１︐ ︱ Ｉ Ｉ

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。

X

(右 図参照)

B
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E

C

そこで張 り網のペ グの位置は図5

図6

A

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

X

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・

PZ

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

X)が 働 く (図 6)。

B

(D・

できて しまう。 (こ の意味からす

この力 と ピン

がすそをとめ る力がつ り合 うため

そピンをさ しこむときは、テン ト

にはBの ピンが正 しく打たれなけれ

の張 り綱をゆるめ、ピンをきちん

ばな らず、Bの 力が弱ければ、ピン

と打つてから張 り綱を張 らなけれ

が浮いて しまいテン トにすき まが

ばナ
びらない。)

フ.ペ グの打ち方

局 は じめ に打 つた場所 が一番よか

①

「仮打ち式」 と「本打ち式 」

つたということもある。

ペ グを打つの に「仮打ち式」 と

り決め
本打ちは、場所 を しつわ｀

「本打ち式」の2つ があ りどちらも

て打たなければな らないので時間

一 長 一 短がある。仮打ちは、おお

はかかるが、一度ですむ ことにな

よその場所 に打つので早 くできる

る。

1ば な らな
が、後 で打ち直さなけイ

雨の 日、晴れの 日、土質、状況

い。打ち直す とすると、は じめに

な どに応 じて本打ちか、仮打ちか

打 つた位置 は土がゆる くなるので

を決めるようにしよう。

三 度 と打てないことが多 く、そば

②

ペ グを打つ角度
ペ グは張 り綱によつてA方 向 (図

に打 と うと思 つた ら石があ つて結
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図7

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、

ベ クを打つ角皮

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°

B

程に傾斜をつけるともろく、

60'前 後

45°

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

C

ペ グを打ち込む深さ
ペ グは頭の所まで しつかりと打ち

まだ乾 いていないときは綿 □―プ

込むのが原則だ。 (た だ し張り網が

は縮み 、ペ グか らはす しに くか っ

土などに触れなしヽ
深さ)

た り、はすれないこともあるので、

①

30cm以 上の長いペ グは、 し

図のよ うに して ペ グに掛けて おこ

ゃがみ こんで打 つよ りも、立 った

う。

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

ヽ｀:̀

グに推卜
けてもよいが、撒営のとき

ヽヽif′

、ヽ1/′
ヽ｀
̀″

に雨が降 つていた り、雨あが りで
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8.ペ グの補強と代用
①

図8

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
環銀保持

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

図9

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、

60m

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。

25

40on

② 緊張保持の方法

図 10

図 11

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 13

図 12
この ときもい つきに締めて一索に します。

図 15

図 14

図 16

図 17

ふた結び

26

ふた結び

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。
図 19

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

④

けでペ グが思 うように打て ナ
びいと

る力を2つ に振 り分けて しま

にか

ペ グを打 つ位置が石 ころだ ら

きは、あた りにおちている石 や丸

うのである。
')｀

土質が柔 らか く、ペ グが浮き上

太などを利用 しよう。

が つて抜 けそ うになるよ うな場合

丸太 や石 にふた結 びで しつか り

には、張 り綱 をこの ような方法 で

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

補強 しよ う。

作るとよい。

図 18

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

卜はもち ろん内側のテ ン ト本体も

が降るとその シワにそ つて 雨が漏

いつもシワができない ように、き

つて くるのだ。だか らフライシー

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

て しまうので、 この方法では用を

たとえ 1'自 2日 のキ ャンプであ つ

なさない。

ても運悪 くその夜 に大雨 にみまわ

深 さや幅 はテン トの大きさ、水

れることもある。絶え 間な く降 り

はけによ つても違 うが、深さは20

しきる雨が地面 に落ち、傾斜の 強

cm〜 25cm、 幅 1 5cm〜 20cmも あ

いキ ャンフサイ トでは斜面の上か

れば十分だ。(こ の幅 と深さで雨水

ら流れて くる雨水が、テン ト内に

が染み込 ますにたまるな ら、その

進 入するのを防 ぐよ うに、テン ト

土地は水 はけが悪い土質 とい うこ

内外に工夫を しなければな らない。

とになる。)

①

水はけの良い土地の場合

テン トに対 して内側 が垂直 、外

溝 を掘 つて水を地中 に染み込 ま

側を斜め に切 り込んだ直角三角形

せる。水 はけの良い土地の 利点は

に掘 る。 ■ の形の良い点は、水が

これが簡単 にできることだ。水は

染み込む ときテン トの外側の方が

けが悪い土地では溝 に水 がたまつ

表面積 が大き くそれだけ多 く雨水
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雨 が強 く降る とサイ ト内 には大

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

な り小な り雨水の流れがで き、そ

あげ られる。なるべ く雑草の根 を

れ らの流れが表面の上砂を さ らつ

つけた上の ブロ ックと して取 り出

て行 く。雑革 は表面の上砂 が流れ

し、それ をサイ トの端の 日陰に並

てい くの を防いで くれるの で、サ

べておいて、 1日 に 1回 軽く水をあ

イ ト内の雑草 は活動に不 自由なも

たえる。雑草 は大変丈夫なので、

の は刈 り取 つて しまつてもかまわ

少 しぐらい根が切 られてもす ぐに

ないが、いたす らに根 こそ ぎ抜い

元の よ うに元気 にな つて、撤営の

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

ときにはその まま浦 に戻す ことが

れ落 ちる雨水 を受けると同時に斜

できる。
また 、その ほダ に溝を掘 つた と

1て くる水を防 ぐこ
面上部か ら流イ

)｀

きに出た土は、テン トの内側の方

とである。
平坦なサイ ト、あるいはわすか

に置 くようにする。

な傾斜の所で、流れて くる雨水の

外側

内側

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

中

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

外側の方に多く雨が梁力込みます。

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、

6

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。
フライシー トの少 し内側に掘る
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６

図 1の 位置に図2の ように作る。

フラインー ト
１

図

1

６
１
・
︱
・

溝の両端はそのまま下方 へ 伸ば
1る よ うにする。
し、水が下 へ 流イ

これは土質によ つて、染み込みや

フラインー トの少 し内側に作る。

すいよ うだ つた り、上部の斜面の
びけれ
距離がそイ1ほ ど長いよ うで ナ

̀lcm〜

致痢

図2

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
輸 〜6cm

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
表面を削り取る。

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

作 る位置 に草が生えていた りす

浦 を掘 つても水 は土中 に染み込ま

ると、そ こか ら雨水が染み込んで

す 、たま つて しまい効果 がないの

くるので、表画 を削 り取 つて上を

で 、そのよ うなサイ トでは清 をl屈

もる。水の染み込み に くい粘土質

らすに土手を作る。

くませると
の上 は適当に水分 を心、

溝を掘る ことに くらべ る と、土

ベ タベ タ して土手 を作 りやす くな

手 を作るほ うが手間がかか り、今

る。作 つた ときにち ょうど水分 を

まで この方法はあま り利用されて

含んでいた赤土や粘土 も天気が良

いないが、 日本の よ うに □―ム土

ければ報時間で乾燥し、ヒビがは

の多い国土では大変 に有効な手段

いつた り、くすれてきて しまう。

だ。

夕方、日が落ちる前に必す点検 し
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乾燥 していた ら手で水を軽 く加え

しま うので、キ ャンプ場 を有効 に

るように しよう。

現代では、
使用 しなければならなしヽ

傾斜地で しかも水はけが悪い

。キ ャンプ
あ ま り行われていなしヽ

土地での防水 、防湿対策 には、雨

サイ トに掘る穴や、溝の深 さは必

水 を排除するための溝と土手 をそ

要最小限であることがのぞましい。

①

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、

図

1

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
「氷めきJを 作り
流し出す

が流れ出るようにする。

ぷ

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

図2

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
以前はミツにたまつた水は
穴は掘 つて流 しこんだ

穴は水の落 と し穴の よ うにな つて

]Л

.テ ン トの張 り網を調節する

以前 はテ ン トが綿で作 られてい

テン トは一度張 り終わつたあと、

たため、消灯前の点検の注意 と し

その時々の状況 に応 じて張 り綱 を

て、「必ずテン トの張 り綱をゆるめ

ゆるめた り、 しめなお した りする

て寝るように」といわれていた。

必要があ る。それは □―プの性 質

それは夜露 を吸 つた綿のテ ン トが

によ つて、湿 気での びた り縮んだ

縮み 、夜の間 にペ グや張 り綱 に無

りする ことや、風のあお りでテン

理な力を力llえ 、ペ グが浮いて しま

よ うにする
トがゆ らいだ りしなしヽ

つた り、ひどいときにはテ ン トが

ためである。

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

◆ 日、テ ン トの張 り網の素材は

あ つたか らで、 ビニ ロンな どの化

ナ イ ロンか ク レモナがほとん どで

学繊維が主流にな つている現在で

あ る。ナイロンはだれもがよ く矢
[l

は、少 し事情が異なる。

つているが、ク レモナ とい うのは

図

商品名で、正 しくはポ リピニルア

テン ト布地のの 【
デ
実験

1

素

5cm

:オ

長さ

ナイロン

1 5mm

ビニロン

Omm

綿

2 2mm

参

ル コールとい う名前をもつており、

考

(注 )水 分に

別名 を ビニロンとい う。 つ ま リク

より伸びる

レモナ =ビ ニロ ンなので、伸 び縮

75
(注 )水 分に

み しないはすだが、実験の結果は

より縮0

次の表のよ うにぬれる ことによ つ
おもり300g

て綿以上に縮んで しまつている。

このよ うに、綿 と異な リビニ □
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

4mm

5mm協 む

imm

5mm協 む

品

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

名

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

綿

2mm

麻ヒモ

ばならない。

5mm縮 む

(野 外活動研究家

山田邦夫氏による )

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

吟

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。
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ギターの弦のように

長幅で張 り

弾く

くあいを見る

本体 がナイロンで張 り綱が ビニ

夜露にぬれて、 ビニ ロンロープが

ロンの テ ン トでは、張 り綱はでき

縮んで もナイロンの本体の伸びの

るだけ強 く張 つておくようにする。

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

な ら、臨時のあお り止め □―プを

れるか ら、張 り綱はあお りを受 け

びらない場合もある。
張 らなければナ

ないよ うに強 く張 らな くてはな ら

この 時張 り綱を強める ことと同

ない。特 に台風 を受けたよ うな場

時に必要 な ことは、張 り綱 を支 え

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

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、

点検 してお く必要がある。

長めの ペ グに打ち変えた り、ペ グ

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、

を2つ 打 つて補強する方法 (25〜

も う 1本 の □― プを使 つて補 強す

2フ ペ ージ参照 )な どを応用 しなけ

る。 またあお り止めのないテ ン ト

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
わふわ して
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
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

②

ある。

支柱が少 し長 く作 られているもの

①

支柱 はテン トの張 られる傾斜

その テン トの設計 によ つては

もある。そのよ うな場合 には支柱

に対 して垂直に張る。

をその分 だけ土の中に埋め込む必

傾斜に対 して垂直に張らないと、

要がある。

片方の ウ ォールがあいて しま つた

③

り、たるんでしわがよって しまう。

や、張 り綱の影響 によ つて 沈みこ

支柱 が傾斜 に対 して真 つ直 ぐに立

んで しまうことを防 ぐ目的 で、柔

つているかど うかを、も う一 人の

らかい土質の場合 は支柱の下 に、

スカウ トに離イ1た 所 か らみても ら

平 らな石な どをおいて支柱の固定

つて修正 しよう。

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

が普通 である。地面か らの湿気を

その逆 に支柱 がテ ン トの重み

ソ ドクロスは、地面からの湿気、

防 ぐ目的で、 グラン ドシー トの下

雨水 などを防 ぐため にテン トウ ォ

に敷 き込んで結 び合わせるよ うに

ール につけ られているもので、 コ

なる。

ーテ ィング防水が施 されているの
司6.換 気窓の取 り扱い

けではない。 しか し、定員い つば

テ ン トの窓は一体 どんな 時 に、

い にスカウ トが入 つて 寝ている夜

どの よ うに使 うのか。単なる飾 り

の テ ン トの中は、人いきイ
1で ム ッ

か、明 か り取 りの窓 なのか。実際

と していて酸素も十分でな さそ う

の使用方法 には、疑 間点もないわ

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

換気窓 を開けて新鮮な空気 を入 れ

方 にベ ンチエ レベ ー ターがあいて

るようにしよう。

いるもの もあ るが、冬の寒い時は

なお、テン トをたたむ時は、窓

つばいに寝る時は、
別として定員しヽ

を閉 じてからたたむようにしよう。

換気窓

ベンテレーター

1フ・

外 へ 出 して乾燥 させ 、キ ャンプ地

扉の取 り扱い

夜寝る時に 、テン トの扉 を閉

の条件がよければ、テン ト内の地

めて寝 るの はあた りまえの ことだ

面 を掘 り起 こ して風 を通 してお く

が、山や高原ではたとえ夏であ つ

ようにするとよい。)

①

ても、夜 は冷 えて、テ ン ト内は多

天気 がよければ、テン トはす ぐ

かれ少なかれみんなの吐き出す息

に乾燥 する。年後の活動がキ ヤン

や、体温 によ つて湿め られた空気

プサイ ト内であれば、扉 を開け、

cに つてテ
中の水蒸気が 「結露」 とナ

ウ ォールもあげたままに してお こ

ン トの内側 につ く。また 、地面 か

う。

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、
びいかざ り、扉 を開
大雨でも降 らナ

S立
彰

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

②
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輔

けてテン ト内を乾燥させよう。(も

常

i》 π

キ ャンプサイ ト以外で作業や

プログラムが行われる場合 は、テ

を見なくても、そイ
1以 上の乾燥は

ン トの ウ ォールを下 ろ し、扉を閉

望めないと判断 したときには、扉

めてお く。サイ トか らはなれる時

を閉 じよう。

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

、ぃ l′′
、

18.ド ーム型テン トの張り方

な多人数用の もの まで豊富な種類

ドームの形にぬいあげられた布

がある。

を、ポール (支 柱 )を 曲げたときの

④

反発力で張るテン ト。
①

張 り方 はタイプによ つてちが

うが、比較的簡単。

張 り上げてから移動すること

⑤

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

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

つているので、雨水が入りこます、

は十分注意する。

テン トのまわ りに側溝をほる必要

⑥

がない。

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

一人用などの少人数用のもの

る。 しか し、強風 にあお られると

から、ボーイスカウ ト日本連盟の

軽量のため に舞い上がるので、固

スカウ トショップで売つているス

定のためのペ グ打ちが必要。

③

カウ トテン トやエコテン トのよう
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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

フライシート
前室

フロント
ドアパネル

ボトム

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

/

テントの床部分

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、
ょど地面の状況に適し
形状ナ
た使い分けが必要

張り網

グロメット
レを
クロスポーザ
うけて固定する

ドームテン トの張 り方 (ス リープタイプ)
②

①

ポールをスリープに通す。

ポールをセット。
③

①

ポールの片側先端をグロメットに入れる。 ポールをたわませ、
テントを立ち上げる。片手

ポ
でスリープをたぐりよせるようにしながら、
ールを引つ張る。片手でグロメット部をもつて
ひつ こ
りながらポールをセット。
I」

3フ

⑤

⑥
③

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。

正しい結び方を用いてキヤン
木、
竹などの材料を用い、
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
に展開することである。そイ1に ￨よ 結索法を確実
サイ トしヽつばしヽ
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
ることが大切だ。
ゆる基礎技術を身 につけてしヽ
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
だろ う。
(16〜 20番 線 ぐらい )を 使 うとよしヽ

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

、

つ う束ねた り、巻き玉 にして売 られてしヽ
心、
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。

38

自分が両手を伸 ば した長さ ￨よ 、大体 自分の身長と同 じ位
が、音の長さの単位で両手を軽 く伸
の長さの ことが多しヽ
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。
4.

工作物によつて、もちろん結索の仕方 ￨よ 異なるが、多くの
た結びで￨よ じまり、まき結びで終
場合ね じ結びまたは、心、
わらせる。

5。

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。

6

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。
方
それに￨よ 、作 り始める前にそれを設置する場所や、使しヽ
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

炊事用シエルター

薪置き場

39

8の 字 しば り
´

三角食卓

薪置き場

割 り竹

四角食卓

門

調理台

水置き場

こ
',袋

汚氷穴

調理台

食器棚

13、

さん

コッフと皿

なべ、
く
フライア
ン
など
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かまど +調 理台

調理合
(コ ンロ用 )

洗面所
ビニール バイプ
洗 た く,(サ ミ
′

は さ み しば り

ちま
一
ユか
ど

ビニール バイフ

︐

水

洗い 場
流し

十文字 しば り
大床は膝の高さ
角

鉾
食卓

杉
一
/′
、ヽV′ノ
、

勲吻

髪

宅
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炊事場の例 ①
薪 創 り場
木

汚水穴
ヽ
当

ふきん

̲!yt

あらいおけ
コップとall

︼ 鮭

オ
よベ フライプ
く
ン
など

rt
、、、

当
琴けェ
t摯 顎

水
(ふ たをしておく)

風

彰

④

Ａ ａ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ６

,炊 事場の例

/

こんな台所はいかが?

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
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・

The Scout・

196131]号

か ら)

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
ヽ
る夜は、それだ
￨よ 雨の降 らない夜のことである。雨が降 つてし
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
よるべ く通気を良くするために昼間 ￨よ 扉を
注意 し、テン ト内はオ
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。
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物干 しの例

O立 木を利用 す るときは、厚めの

3

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
1る
弱 く、指でもボ ロボロとはがイ

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
。グラ ン ドシー トを干す と同時 に

立木が利用 できず、また物干 し

寝袋も干すので、物干 しは2つ 以上

を作 る資材もないとい う場合 は、

びい場合 には
必要だ。適当な木が ナ

建 ててあ るテ ン トの フライシー ト

丸太や竹材 を利用 して物干 しを つ

が十分に乾いてか ら、その上でグ

くろう。

ラ ン ドシー トな どを干 すと良 い。

O大 型のテン トの グラン ドシー ト

しか し、 この方法はテン トに負担

は、2つ に折つても lm以 上あるし、

が かか りすぎ 、特 に リッジポール

地面か ら30cmは 離 してお く必要が

のないテン トでは しない方が良い。

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

。マーキーやフライシー トがない
場合

るのにも便利だ。グラン ドシー ト
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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。

4フ

★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。
だけ水を飲ん
しかし、ノ ドが渇いたからといつて、飲みたしヽ
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。
で、一口すつ 口に
ノ ドが渇いた時は、水をがぶ飲み しなしヽ
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

○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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を

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
た り、作業する時￨よ 、
日ざ しのもとで、長時間歩しヽ
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

アオ

く
ツマクロヨコ′
イ

'(ア
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リガタ八ネカクシ

○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
ものであつた り、
も多 く、また発生源が広しヽ
範囲におよ応ヽ
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。
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と

○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
てお くと寄 りつかない。
の容器はゴム輪数本で巻しヽ

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
でよ く
た汗はシ ヤワー にかかるとか、濡れたタオルや手拭 しヽ
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。

たの整備、便槽の消毒 (ク レゾ
① 便所を清潔にし、便器の心、
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
、定め られた場所まで運んで処分
ゴミ袋 に入れて持ち帰る ｀
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
して袋に入れる。
★缶詰の空き缶など〜中を水で洗い、つ心ヽ
ヽ
〜
つぶして袋に入れる。
☆ジュースなどの空き缶 中を水で洗し、
★ 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 十分気をつける。なお、パ ックしてあ つたビニ
13〔

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。

5フ

①

位置は、キ ヤンプサ イ トの風

周 りの地面と同 じ高さになる。
トイ レッ トペ ーパーを滴の近

下で、 15m以 上は離 したい。また、

③

水源にも影響をおよ ぼさないよ う

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

十分に考えて決める。
②

8人 のスカウ トが4日 間使用で

雨がかからないように正夫 しよう。
安心 して用が足せるよ うに、

きる便所の溝の大 きさは、標準で

②

長さ80cm、 幅 20〜 25cm、 深 さ

自然物や古 シー トを利用 して 目隠

60cm位 がよい。

しのか こいを作 るとよい。か こい

コップ

の下 は地面よ り少 し離 して、全体

掘り出した■を
かける。

の高さは 18m位 にする。

ひ ア恨を
切る。
土がくすれ′
よいように
足場をつくる。
鰤

80m
25o

③

、
歩

掘 つた上の側面 か ら出ている

1ば そ こ
木の ひげ根 は、便 がかかイ
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。

③

手洗い水、タオル は、か こい

掘 り出 した土 は、横 に盛 り上

の外側 に備えつけておき、手洗い

げておいて使用する度 に便の上 に

付近が泥沼 にな らないよ うに排水

かけ、十介 に覆 つて しま う。土の

をよ くする。また、手洗いの水は

横 に小 さな シャベ ル を置いてお く

いつも点検 して不潔 にな らないよ

①

とよい。
③

うに注意すること。

土をかぶせてい つて、深 さが

③

夜 間の照明や灯火で標識を工

30cm位 になつたら、埋めもどして

夫するとよい。

新 しい便所を作る。埋めた場所は、

⑩

土を少 し盛 り上 げるよ うに してお

幅30cm× 長さ60cm× 深さ60cm

く。そ うすれば日がたてば しまり、

位の穴を掘 り、土に染み込ませる。
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小 l環 所は大便所 と別 に作る。

穴の下の方 に杉の葉などを敷 いて

のため和式の便所 に不↑
買れ である

おけば、におい消 しにもなる し、

ことも、前述の便秘の原因 と考え

飛び散 らないのでよい。

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。

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

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。
一日が終わ り、キ ャンプの明か りの下
設営、炊事など忙 ししヽ
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
ても、明かりが不十分では
である。また、夜間の行動時 におしヽ
。ここでは各種
活動が制限 され、安全の面からも好ましくなしヽ
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
ことにしよう。
キ ャンプの目的に合わせて選心ヽ
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。ガソリンを使用する灯火

場合 には予備の ボ ンベ を多量 に持

基本構造はキ ャンプス トー ブと同

ち歩かな くてはな らナ
(「 い。ホヤや

様で、ポンプによ り加圧 してマ ン

マン トルの取 り扱 いは ガソ リン使

トル に点火 するものであ る。取 り

用のものと同様である。

扱いは比較的簡単 で照度 も高 く、

O灯 油を使用する灯火

ガソ リンを燃料とするキ ャンプス

昔なが らの ランフ形式 が多い。加

トーブを使用する場合 には燃料を

圧式ではないの で照度 はい く心ヽ
ん

共用できる とい う利点がある。 し

落ちるが、構造が簡単で音もなく、

か し、ガソ リンは引火性 が高 く、

また燃料使用量が

またマ ン トルやガラス製の ホヤは

少ないので 1回 の

壊れやすい。

給油で長時間使用

これ らの取 り扱

ができる。但 し、

い、携行は十分

燃焼時にススが出

注意せなばなら

るので時々ホヤを

ず、場合によつ

びければな
掃除 しナ

ては予備を持つ

らない。

て行 くことも必

Oロ ーツク

要だ。

1て いる明か りの
古 くか ら利用 さイ

Oガ スを使用する灯火

原点 に近いものだ が、風 に弱 しヽ
こ

キ ヤンプス トーブと同 じくブタン

とと、裸で使 うと火事の危険があ

がスの ボンベ を使用 してマン トル

るの で必ずランタ ン等の機器 を使

に点文するもので、

用 し、安定 した場所で使 うことが

ガソリンにと
ヒベて

大切だ。 しか し携帯 に手間がい ら

加圧の手間も不要

ず、針金などで簡単な □― ツク立

なので取 り扱いが

てが作れるので、非常の場合など

簡単である。 しか

便利なものだ。

し、ボンベ ]本 当
たりの燃焼時間が
短いので、長期の
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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
のでテ ン ト内での使用 に
険も無 しヽ
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
よい。月や星の明か りは 自然
け声
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
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
炊事用 コンロ

(キ

を間違えると大変危険だ。炊事用
か し、使いやすしヽ
反面、扱 しヽ
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

●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

ために〉
●使用方法 に詳 ししヽ
隊長などの指

たものを使 う。

導 を受 け、燃料補綺 などの仕方

●火をつけたまま離れない。

を習い実演 してみる。

●空の ガスボンペ は持 ち帰 り、住

●使用する機種の使用説明書 を熟

んでいる地域の 自治 体の定める

読する。

方法で処分する。

●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。

書

●燃料 、コンロとも別の火 に近づ

名Ｖ 多

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。

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

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。

もの

O自 分の携行品 リス トを作 つてお

★「スカウ ト手帳」

き、そのキ ヤンプことに出発前

★「スカウ ト八ン ドブック」
★ 「指 導者のための スカ ウ ト・

1物 や、
と後にチェックして、忘才

紛失物がないように しよ う。

キ ャンプ」など

O持 ち物 には、必す名前 を書いて

O携 行品は、キャンプの目的、
場所、季節、気象条件な どによ

お くこと。

Oザ ックヘ の正 しい収納 と背負 い

つて、すいぶん違 つてくる。い

方もできなけれ ばな らない。

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
☆福音館彗店
「自然図鑑 動物・植物を知るために」
会)
(さ とうち藍氏支・松岡達英氏イ
☆スカウト誌 '83年 7月 〜'87年 12月

☆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」

「野外生活の知識」(野 外活動研究家

☆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))

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」

☆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)
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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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野
地区

第

考

団

査

章 考 査

営

氏名

ボー イ
ベンチャー スカウト隊
細

票

級

考査方法

目

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
日述 また は記述
保護するための注意点を説明できること。

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

1

考査合格年月日

認印

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。
7

(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。

9

2泊 以上のキャンフに必要な個人携行品を身につけ
実演 また は記述
て、点検を受けること。

実演 口述
またはBB述

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
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