
 ２００８マルチ＆レスキュー訓練報告

日程・場所
マルチ訓練　　：６／１４　三つ峠屏風岩

レスキュー訓練：６／１５　　同上

参加者
飯田久枝(14日のみ)、石原里志、伊藤康太、大杉剛久(14日AM帰宅）、岡部淳、岡村孝行、小島希世、小玉
健彦、嶋津敦子、杉山弥、辰巳曜一郎、田中裕之(14日のみ)、鉄砲克比古、内藤茂木、中島節子、野々口友
子、野村美弥子、村瀬みゆき、村山日出夫(15日AM帰宅)

マルチ実践
パーティ分けと登攀ルートは下記の通り

　　　　

①杉山(弥)―辰己―野村 草溝ルート／中央カンテ(×２)
②石原―伊藤―鉄砲 中央カンテ／地蔵ルート右／クーロワール／大根おろし

　 （中央カンテ以外は石原―伊藤の 2名）
③岡村―村瀬―村山 一般ルート中央～T字クラック～15クラック／一般ルート右～クーロワール
④岡部―嶋津 中央カンテ／観音右～第一クラック～NO16クラック
⑤小島―中島（節） 中央カンテ／一般ルート～クーロワール～権兵衛チムニー

⑥小玉―内藤 中央カンテ／／都岳連ルート～T字クラック／地蔵ルート右
＊飯田―田中―野々口 田中氏のもと、確保・懸垂の練習
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参加者コメント

石原里志

　25年前、同年代の会員が増えたとき、岩登りができ
た。なんであっても気を使う相手と登攀はしたくなかっ

た。それが今、わが身となっている。「窓際会員」を実

感した岩講習であった。おじさんはナーバス。って書

くとさらに嫌われ、悪循環するのだなぁ。と、いじけて

いてもしょうがない。アタシは攻撃優先の 70年まえの
どこかの軍隊みたいである。それでも以前は防御など

の記事を読み、イメージ訓練をしたにはした。新しい

本を買って読んでみます。編集に追われているとは

いえ、やはり岩への想いが少ないんだなぁ。「周囲の

モチベーションについていけず、勝手に窓際へ近づ

いた会員」が正しい表現。

　で、今の気持ち。ついさっき、コウタさんのメールで

「小川山では、グレードに関係なく、楽しく登ります」

「また、いつも真剣です」とあり、泣いたカラスがもう笑っ

た、です。

　実行役員の方々、お世話になりました。

岡部淳

　マルチ訓練:マルチピッチっぽいマルチピッチは初

めてだったり、高所恐怖症気味なところが有るために、

緊張や恐怖を感じる反面、景色や高いところに居る

気持ちのよさも感じられた。

　プロテクションを取るのが下手だったり時間がかかっ

たり、ビレイ点での作業の遅さなどなど、課題が残る。

登る技術に関しても、クラックやチムニーなど、あまり

登ったことの無いタイプの部分は、非常に手ご

わく感じられたが、楽しめた。

　ナチュラルプロテクションを含めた、クラック登攀の

技術を身につけたいと思った。

　レスキュー訓練:こういった訓練を行える機会は非常

に貴重だと思うので、とても良い体験が出来た。今後

も忘れないうちに、再度訓練したい。プレのレスキュー

訓練に参加させていただいたおかげもあり、おさらい

効果もあったために、非常に理解は進んだと思う。

レスキュー訓練
班分けは下記の通り。訓練内容はレジメ参照。

Ａ班／　小島・岡部・岡村・杉山・中島

Ｂ班／　伊藤・小玉・嶋津・野村・村山・野々口

Ｃ班／　石原・辰巳・鉄砲・内藤・村瀬

レジメ(当会HPの会員向けページ参照)に沿って下記の内容を、班ごとに全員が行う。

● 懸垂→仮固定→フリクションノットによる登り返し→仮固定→懸垂

● 振り分けシステムによる介助懸垂（＋背負い懸垂）

● 救助者 2名による負傷者の降ろし（ディスタンスブレーキ）

● セカンドレスキュー

●

● この後に、リーダーレスキューとライジングシステムを行う予定だったが、時間切れ

● のため省略。
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岡村孝之

　久しぶりに岩登りをさせてもらいました。

　若い人を中心に、意欲満々の空気を感じました。こ

れまでの「中堅」とか「ベテラン」とかを突き抜けた感じ

でしたね。新しい、さわやかな風が吹いているようで、

もう君たちに任せるよ、と考えるのがいいでしょうね。

　初日は、村瀬さんのリードで、マルチを楽しみ、二

日目のレスキューはものすごく重い岡部くんを担ぐこ

ともできたので、いざという時にはまだ働けるかなあ。

　私も、まあまあ登れるのだと分かって、今年のシー

ズン中に本番をやりたいな、と少し燃えてきました。若

い人のリードで、おじさんがついて行くと言っても、邪

険にしないでね。

小玉健彦

　思えば、1年前のレスキュー訓練、入会こそしてい

ませんでしたが、これがぶなの会として初の山行でし

た。そこで初めて 8の字結びを覚え、初めてATCを
使い、初めてビレーをした。リードの墜落を停めるのも

もちろん初めて。指導してくれた堕ち役の内藤さん、

ありがとうございます。

　それから 1年間。沢に行って、雪山に行って、ジム

に通って。ようやくここにまでたどり着くことができまし

た。この日初めてダブルロープのつるべを経験しまし

た。

　今回、初めての作業でも戸惑いが無かったのは、こ

れまで覚えてきた技術の組み合わせでほとんど対処

できたから。ちょっと自信が付きました。あと足りない

のは、登攀力、支点工作そしてなにより経験。合宿に

むけて磨いていきます。

小島希世

　クライミングを始めて、4年近くたつが、レスキュー訓

練を受けたのは初めてでした。事前に書籍等で予習

していったものの、実際やるのとは大違い。今回は時

間の都合で、登り返し、ロワーダウン補助、セカンドの

救出方法（墜落者の固定、自己脱出、介助懸垂）の

実践練習だったが、頭で分かっていたつもりでも、

いざその場になると、手順を間違えたり、スリングの長

さの調整に時間を取られたりするなど、なかなか思う

ように進められませんでした。（岡部君、重すぎで

す。。。）実際の事故に直面したらと考えると、本当に

ゾッとしました。

　岩をやるなら、登攀技術だけでなく、レスキュー

技術も高める必要性を感じ、また事故を起さぬよう、

危険の認知・回避能力を高めなければと思いました。

企画して頂いたリーダー部に感謝致します。来年は

お手伝いできるように、頑張ります。

嶋津敦子

　今回のレスキュー訓練は、５月末に都岳連の講習を

受け、６月初めにプレレスキュー訓練をしたので、大

分自分で考えて行動できる様になったと思います。 

又実際皆で、何回もやってみると、もっと良いやり方

なんかが見えてきたりして良かったと思う。　出来なかっ

たメニューもあったが、それも含め忘れないように、年

間を通して学んで行きたいと思います。　次回の時は、

基礎とステップアップコースみたいに分けられると良

いですかね！

杉山弥

　非常に濃い密度で練習できたと思う。ただし自分は、

都岳連のレスキュー講習、L部によるプレ訓練をへて

今回の三つ峠に臨んだわけで、今期３回目のレス

キュー訓練です。それなのに、当日マゴマゴしてしま

うことがあったので、他の参加者は消化不良を起こし

たのでは？

　１日だとやることが限られるので２日連続か、シリー

ズ物にして３～４ヶ月に１回、内容をすこしづつ変えな

がらやってもいいかも。

　介助懸垂で降ろした後は、搬送したり応急処置をし

なければならないわけで、その練習もいつかやりたい。

ヘリを呼ぶ際の合図なども。心肺蘇生の練習までは

難しいか？

　ちなみに、心肺蘇生や三角巾による応急手当ては

消防署で受講できます。１日潰しますが、資料代込み

で２５００円くらいなので、受講をお勧めします。（わた

しは２月に受けました）

辰己曜一郎

　今回は広沢寺に続く生涯２度目のマルチピッチクラ

イミングでしたが、パートナーにも恵まれまして、心か

ら楽しく攀じらせて頂きました。中央カンテではリード

中にルートを間違えボルトが全くない所をランナウトし

焦りもしましたが、外の岩の気持ちよさを満喫しました。

カムをセットするなんてことまで経験させて頂きました。

　一方で、インクノットでセルフビレイを取ってビレイ解

除と声を掛け、ダブルロープを引き上げ、準備完了と

声を掛け、セカンドのロープを引き上げる、とい
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うマルチの一連の基本動作への習熟にはまだまだ場

数が必要であることも痛感しました。本当に楽しかっ

たのですが、また三つ峠に行きたいかと言われると悩

むところがあります。そうです、目と耳を集中的に攻め

てくるあまりにも多くの虫たちには本当に参ってしまい

ました。翌日、あんなにまぶたが腫れるとは思いませ

んでしたが、すぐに治ったのでよかったです。

　レスキューの方も、大切な練習だなということはよく

わかりました。いかにも実際に発生しそうなシチュエー

ションが容易に想像され、「そんな時どうする？」となっ

た時に、自分が持っている装備ということも含めて、ま

だまだ人に頼るのが前提になっていることを思い知ら

されもしました。今回学んだことを来年まで覚えている

のは至難の業なので、できるだけ場数を踏んで、応

用として色々な経験を積んでいけたらと思いました。

ご迷惑はお掛けしないで済んだかなとは思っていま

すが、リーダーの内藤さん始め、連れて行っていただ

いた皆様には深く感謝しています。

田中裕之　　初日初心者トレ顛末記

　参加者は大杉剛久さん、飯田久枝さん、野々口友

子さんの３人だったが、小屋前の丘にテントを張り終

えたところで、東京消防庁一大事が勃発し大杉さん

が職場に呼び戻されてしまった。栗駒大地震救援体

制のためだが、不案内の三つ峠登山道、河口湖まで

を、ひとりでどうやって下ったのだろうか。なお、この

地震では、３月に訪れた耕英地区の「岩魚の館」も壊

滅的な被害に見舞われた。その惨状と地震後の辛苦

は、仙台の佐野さんが刻々とレポートしてくれている。

再建のお手伝いには、ザックを背負って秋田側から

栗駒を越えて行くことになるのだろうか。

　練習は、左フェイスの「亀」の下、第１バンドまでの階

段状で行うことにする。第一課は、ハーネスの着け方、

安全環付カラビナの種類と使い方、ロープとハーネス

の連結、スリングによるセルフビレイの方法（いつでも

どこでもセルフビレイ）、装備各部の名称など。ここで

は、ビレイループ周りに注意喚起した。環付ビナの装

着状態の確認、スリングやロープの着脱手順などだ。

８の字結び２種の習得にはちょいと時間がかかった。

　このあと、第１バンドまでフォローの方法で登っても

らい、スリングでセルフビレイ、下降器の装着、懸垂支

点のテスト、エイト環による懸垂下降という手順を繰り

返し練習した。アンカーの設置方法は割愛、バックアッ

プは上からの確保。最初は悲鳴のような喚声を発して

いたが、割と早めにカタチになってくれた。ボルトやハー

ケン、スリングなどへのカラビナの掛け方だが、ここで

は定型（かぶせて廻す）を身に付けるよう強調した。

　その後、設置されたカラビナへの片手でのクロー

ブヒッチ（インクノット）を地面でやってもらったが、な

ぜか飯田さんは一回でクリア。知恵の輪得意？　ただ、

結び方だけを単にやるのは、どうもリアリティに欠ける。

懸垂練習でのセルフは環付にスリングを掛けるだけ

にしたが、これをクローブヒッチにして練習すればよ

かったかもしれない。フリクションノットもひとつ覚えて

もらおうと思っていたが、何に使うのか説明するのもホ

ネなので、後日ということにした。

　さて、ビレイの練習もと欲張っていたが、こちらもジ

ムでの課題にして、登ってみようと水を向ける。飯田さ

ん固辞。他のメンバーに張ってもらったトップロープ

で野々口さんが「一般ルート」の出口までを挑戦。「リー

ダーズピッチ」を登るオバサン（労山の某会）の「この

声ストレスなのよねえ」という不届き千万不愉快極まり

ない発言を圧する悲鳴とともに登り切ったが、ビレイし

ながら狼狽えてしまい、Ｓになりきれない自分を知る。

降りてきた野々口さんは、ホントに泣いていました。

５月の剱といい、最近「両手に花」づいているけど、い

やあ、今回は正真正銘の花だったわ……。

中島節子

　忘れていたことがあまりにも多くて、参加してよかっ

たと心底思いました。私の力では「ピュー」のロック解

除が出来ないことが判明したので、その対策を個人

的にこれから考えたいと思います。セカンドレスキュー

や今回はやらなかったけれどリーダーレスキューは手

順が複雑で根本的なことを理解していないと呑み込

めない。バリエーションをやる以上避けて通れぬ課題

です。

村瀬みゆき

　マルチトレについて　：みんな来る三つ峠なので、ホー

ルドがみがかれていて、全体的に丸くなっていたので、

おっかなかった。　けっこう混んでて、不用意にロー

プを置いて、ビレーしてる人に怒られた！　もっと登り

たかったけど、疲れてしまって早々に降りました。
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内藤茂木　　総括

 　今回は準備段階からいろいろと考えてしまった。マ

ルチ練習とレスキュー訓練を連日で行うというのは去

年と同じなのだが、

　レスキューの内容については五里霧中だった。リー

ダー部主催でシキリは内藤ということは決まっていた

のだが、当会には岩場レスキューで講師を務められ

る人はいない。（現場に継続して携わり、見よう見まね・

本でヨミマシタ程度のものではなく、新しい技術で、適

切な判断を下せる、それなりの実施経験を持つ人 と

いう意味での講師のことである。）

　最初は外部のガイドを講師として迎えようかと思って

いたが、ガイドによって教え方や技術が全然ちがうよ

うだし、出張講習代もバカ高い！それなら、こちらが

スタンダードな講習会に参加し、付け刃かもしれない

が、そこで見たこと・練習したことを会員の方に伝える 

ということにした。

　具体的には、内藤と、弥さん、嶋津さんで都岳連の

講習会（平日夜 2回の机上講習＋実施訓練 2日間）

を受講し、その内容をプレレスキュー訓練として反芻

し、今回のレスキュー訓練に至った。

　全部のメニューを消化しないまま終わってしまった

ので、続きを秋にでもやろうかな、と思っている。年に

4回くらいはどうだろうか・・・・。リーダーレスキューや

セカンドレスキューは、いわば「秘奥義」のようなもの

で、実際にやばいルートで当事者になれば、多分出

来ないだろう。だけどパーツの一つ一つの仮固定や

ロック解除、振り分け救助などは充分練習の価値があ

るので、年 4回というのは多い頻度では無いと思う。

マルチに関しては、こちらが一方的にパーティ分けし

たので、この人と組みたい、とか、こいつはたいしたこ

とないのにエラそうで嫌だ とか,この人は臭いので同

じテラスに立ちたくない　とか、それぞれ思惑などあっ

たかもしれないが（そんなの無いか）無視した形になっ

てしまった。

　天気ももってくれたし、事故も無く、会員同士の親睦

という意味でも充実の 2日間だったと思う。参加者の

皆様、お疲れ様でした＆ありがとうございました。
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