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教材としてのバックカントリー・スキー・ツアー体験の
可能性

―�異なるクロスカントリー・スキー・ツアー体験における比較調査�―

濱　谷　弘　志

北海道教育大学岩見沢校　自然体験活動研究室

The�potential�of�the�backcountry�skiing�tour�experience�
as�a�teaching�material

―�The�comparative�survey�of�the�different�cross�country�skiing�tour�experience�―�

HAMATANI�Hiroshi

Department�of�nature�experience�activity,�Iwamizawa�Campus,�Hokkaido�University�of�Education

概　要

　本研究はバックカントリーで行われたクロスカントリー・スキー・ツアー体験について，教
材としての可能性を探ることを目的とした。調査はバックカントリーにて，異なる条件設定，
運営方法で行われた大学雪上実習でのクロスカントリー・スキー・ツアー参加者に対して，
マーケティング調査で利用されるMeans-End�Analysis（ME分析）を用いて行なわれた。ツ
アー体験中のどのような機会（要因）が，どのような体験として認知され，結果どのような価
値（効果）をもたらすのかについてラダリング調査を行い，体験が参加者に及ぼす効果とその
要因の関係性を調べた。その後，体験のねらいや設定によってもたらされる効果の違いについ
て比較をするため，体験をパラメータとした分析を行った。その結果，クロスカントリー・ス
キー・ツアー体験は単なるスポーツとしての「達成」だけではなく，体験の設定条件，運営方
法により，「自然のすばらしさを認識する体験」による「自然」という効果に強く繋がること
が明らかとなり，教材としての可能性が示唆された。

１．研究の背景

　バックカントリーとは，スキー場のゲレンデの
ように圧雪されていない天然の雪山の斜面1)とさ

れており，そこで行われるスキーはバックカント
リー・スキーと呼ばれている。
　筆者は以前の研究2)において，大学の雪上実習
で行われたバックカントリーでのクロスカント
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リー・スキー・ツアー体験による効果とその要因
の関係性を明らかにした。その結果，最も強い関
係性として「ゴール着」が，「仲間を感じる体験」
と認知され，「達成」という効果，また，「自己成
長体験」と認知され，「達成」という効果に繋が
ることが明らかとなった。
　そのような結果になる要因として，調査対象と
なったクロスカントリー・スキー・ツアーには制
限時間が設けられ，班ごとに目標時間を決めゴー
ルするというような設定となっていたことと，調
査対象者がスポーツについて学び，日常的にス
ポーツに関わる大学生が主であったことから，設
定時間に対しての達成意識や競争意識により，
ゴール時の達成感が出やすいものとなっていたこ
とが考えられる。
　しかしながら，クロスカントリー・スキーは単
なる競争や競技スポーツとしての側面だけではな
く，前田3)によると，「『歩くスキー」とは『自然』
のフィールドを前提としたスキーの実施形態，す
なわち『対自然スポーツ』である」とし，また，
フィンランドのクロスカントリー・スキー文化を
取り上げ，「『対自然スポーツ』『自己発見の文化』
として，フィンランド人の人々が持ち得ているよ
うな自然への感性，高い精神性を養い」と述べて
いる。
　このような点から，クロスカントリー・ス
キー・ツアー体験には，自然体験活動としての多
様な教育効果が期待され，特に自然に触れ感じる
ことで，自然環境に対する意識や認識に関する効
果が期待されると考えられる。
　張本ら4)によると，スノーシューハイキングで
は，「自然現象や地形に変化が見られるような場
所においては，多様な表情の自然が心を刺激する
ものと考えられる」とされており，活動の設定，
特にゆったりと自然を感じる時間の余裕を持たす
ことが鍵になると考えられる。
　田中5)は野外活動の教材化について，同じ活動
であってもねらいや運営方法の違いにより教育効
果に違いが出ることを述べている。
　これらのことから，本研究では大学の授業とし

て行われた異なる条件設定・運営方法でのクロス
カントリー・スキー・ツアー体験の比較により，
効果と要因の関係性にどのような違いが見られる
かを明らかにすることとし，クロスカントリー・
スキー・ツアー体験の教材としての可能性につい
て探ることを目的とした。そのため，大学授業の
雪上実習でクロスカントリー・スキー・ツアーを
行っている２つの大学で調査を行うこととした。

２�．研究方法

２．１．調査対象者

　調査対象者は，S大学授業「野外活動Ⅲ指導法」
を受講し，雪上実習に参加した２～４年生76名と
北海道教育大学岩見沢校（以下岩見沢校）アウト
ドア・ライフコースの集中授業「冬のフィールド
経験」を受講した１･２生12名，同時に開講して
いた授業「野外環境教育指導法Ⅱ」を受講した3
年生3名の計91名とした。
　性別については，S大学が男性46名，女性30名，
岩見沢校は男性が8名，女性が7名で，計男性54
名，女性37名であった。

２．２．Ｓ大学授業・雪上実習の概要

　S大学授業「野外活動Ⅲ指導法」は，S大学健
康科学部健康スポーツ科学科２年生後期開講の選
択必修科目であり，雪上活動に関する15回の講義
と5泊6日での雪上実習で行われた。授業の目標
は，「授業時間内で冬期雪上活動の事前学習（含
む準備）と5泊6日の学外実習で構成する。特に
学外実習では，日常生活から離れた大自然の中で，
バックカントリー・スキーや雪上生活体験などの
活動を通じて，
１）雪山という自然環境を理解する
２）雪上体験の基礎的な知識と技術を学ぶ
3）�青少年教育施設を利用する中で社会教育の学
習を行う

４）�授業に関わる多くの人々と交流することで自
己を拡げる

ことを目的に，実施するこれらの活動を通じて，
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雪上でのリスクマネジメント能力，冬の自然理解，
自己・他者理解の向上が行える」とされていた。
　雪上実習は平成28年２月27日（土）から3月3
日（木）まで5泊6日の日程で，新潟県妙高市に
ある国立妙高青少年自然の家にて行われた。6日
間のスケジュールの概要を表１に示す。
　実習中は3日目の選択活動を除き，一班6～7
人から成る12班での班単位で活動を行い，3日目
の夜は班で製作したイグルーで宿泊した。それ以
外の日は施設内での宿泊であった。

　クロスカントリー・スキー・ツアーは実習の5
日目に行われた。ツアーは班単位で国立妙高青少
年自然の家を出発し，地図とコンパスを使い，指
定された施設外にある「ゴルフ場入り口」「坪岳池」
「ボウボ岩」を経由し出発地点に戻るコースであっ
た。ツアーコースは，途中上り，下り，車道の横
断，沢の横断，昼食（弁当）時間などが含まれ，
コースの総距離は約5.6km，累積の上りは約
1,019m，累積の下りは約1,032m，活動時間は約
6時間52分（いずれも著者が実踏した際に使用し
たアプリYAMAPのデータによる）であった。

２．３�．岩見沢校授業・雪上実習の概要

　岩見沢校の授業「冬のフィールド経験」は，ア
ウトドア・ライフコース１年生必修の授業であ
り，平成29年3月２日（金）～5日（月）の3泊
４日で，上川郡美瑛町にある国立大雪青少年交流

の家において，集中授業として行われた。授業の
目標として下記のことが挙げられていた。
①�北海道の積雪地の特徴を活かした冬季野外活動
の実践を通して，冬の自然環境を経験し理解する
②�スノーシューやクロスカントリー・スキー，雪洞
作り，雪上宿泊，雪上野外炊事などを経験し，活
動の理論や実践方法，安全管理方法を取得する
　授業のスケジュール概要を表２に示す。

　クロスカントリー・スキー・ツアーは，２日目
の朝から午後にかけて行われた。この活動のねら
いとして，「冬の野外（自然）の自然を味あわせる」
「冬の野外での食事の方法について学ばせる」が
挙げられ，ツアーは施設から徒歩20分程にある，
十勝岳火山砂防情報センターの施設を起点に，そ
の周辺の森，模範牧場などを経由した距離約２
kmの区間で行われた（著者が実踏した際に使用
したアプリYAMAPのデータによる）。このエリ
アはエゾマツ，トドマツ，ダケカンバなどの森が
拡がっており，模範牧場の平原を除いて，ツアー
の殆どは森の中を通り抜けるものであった。ツ
アーは，１・２年生12名を3グループに分け，そ
れぞれのグループにガイド役として3年生１名が
引率をして行われた。また，昼食については，ツ
アー中に森の中で野外炊事を行った

２．４．調査方法

　クロスカントリー・スキー・ツアー中のどの活
動場面が，どのような体験と認知され，どのよう
な効果につながったかという関係性を調べるた

１日目午前　移動（バスで大学より現地）
　　　午後　�開講式，施設散策（XCスキー・かん

じき）
２日目午前　XCスキー練習・散策
　　　午後　雪上生活・空間づくり
3日目終日　雪上レク　雪上生活・空間づくり
　　　　夜　雪上宿泊
４日目午前　雪上宿泊終了　片付　ふりかえり
　　　午後　選択活動　　S祭準備
5日目終日　XCスキー・ツアー　
　　　　夜　S祭（スノー・シアター）
6日目午前　撤収・片付　閉講式
　　　午後　移動（バスで現地より大学）

１日目午前　移動（バスで大学より現地）
　　　午後　�開講式，スノーシュー・ツアー
� 施設泊
２日目午前　XCスキー・ツアー・野外炊事
　　　午後　�XCスキー・ツアー・雪上レクリエー

ション� 施設泊
3日目午前　雪洞づくり
　　　午後　雪洞づくり� 雪洞泊
４日目午前　雪洞泊終了　片付　ふりかえり
　　　午後　移動（バスで現地より大学）

表１　S大学雪上実習スケジュール概要

表２　岩見沢校授業スケジュール概要
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め，ラダリング調査を行った。調査は，著者が作
成した調査用紙を用いて質問紙調査を行った。質
問内容は以下の通りであった。
　調査項目１「今回のXCスキー・ツアーを通じ
て感じた気持ちは何ですか」に対して，「達成」「満
足」「充電」「自信」「つながり」「自然」「平和」「感
謝」「その他（　　）」から回答を一つ選択。
　調査項目２「その気持を一番強く感じたのはど
の活動場面ですか」に対して，「スキーでの登り」
「沢渡り」「スキーでの下り」「休憩中」「昼食時」
「ゴールに到着」「その他（　　）」から回答を一
つ選択。
　調査項目3「その活動場面は，あなたにとって
どのような体験でしたか」に対して，「集中した
体験」「自分に向き合う体験」「仲間を感じる体験」
「自己成長体験」「美しさに触れる体験」「自然の
すばらしさを認識する体験」「環境保全を考える

体験」から回答を一つ選択とした。
　調査はクロスカントリー・スキー・ツアー終了
後に行った。なお，回答は一人につき２回以上求
め，回答後その場で回収した。

２．５．分析方法

　 デ ー タ の 分 析 に は， 3E（Experiential�
Education�Evaluation）フォーム6)を用いた。得
られたデータ入力により，ヒエラルキカルバ
リューマップ（HVM）を作成し，効果と要因の
関係性を視覚的に視ることを可能とした。
　S大学と岩見沢校での体験を比較するため，そ
れぞれの体験グループをパラメータとし「効果」
「体験認知」「活動場面」との関連の強さを明ら
かにするため，χ二乗検定を行った。

図１　クロスカントリー・スキー・ツアーHVM（cut�off�level=0）
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３�．結　果

　今回の調査では153件の有効回答が得られた。
回答データの分析は3Eフォームを用い，クロス
カントリー・スキー・ツアー中のどの活動場面
（機会）がどのような体験として認知され，どの
ような効果に繋がったのかについて分析を行っ
た。全回答を元に作成したHVMを図１に，より
強い関係性を見るため，カットオフレベルを5に
統制したHVMを図２示す。
　S大学と岩見沢校での体験ごとに，より強い関
係性を見るためカットオフレベルを5に統制した
HVMを図3･４に示す。
　岩見沢校での体験で，最も強い効果は「自然」
であり，「スキーでの下り」という機会が「自然
のすばらしさを認識する体験」と認知され繋がっ
たものであった。同じく「自然」は「スキーでの

登り」が「自然のすばらしさを認識する体験」と
認知され繋がってもいた。
　次にS大学と岩見沢校での体験を比較するた
め，体験別をパラメータとして，「活動場面」「体
験の認知」「効果」とのχ二乗検定を行った結果，
「 活 動 場 面 」 に つ い て １ ％ 水 準 で 有 意�
（χ2=44.69）が認められた。残差分析の結果，「ス
キーでの下り（残差=4.43）」「ゴールに到着（残
差=-4.49）」に有意差が見られた。「体験の認知」
については，１％水準で有意（χ2=17.34）が認
められた。
　残差分析の結果，「美しさに触れる体験（残�
差=2.28）」「自然の素晴らしさを認識する体験（残
差=2.02）」「仲間を感じる体験（残差=-2.85）」に
有意差が見られた
　また，「効果」については１％水準で有意�
（χ2=27.68）が認められた。残差分析の結果，「自

図２　クロスカントリー・スキー・ツアーHVM　（cut�off�level=5）
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図３　S大学　HVM（cut�off�level=5）

図４　岩見沢校HVM（cut�off�level=5）
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然（残差=2.24）」「満足（残差=2.19）」「達成（残
差=-4.49）」に有意差が見られた。

４�．考　察

　検定の結果について，岩見沢校での体験では，
3年生がガイド役となり，意図的に自然に関心を
向けるようなインタープリテーションを行なった
り，ガイドが時間管理をすることで，参加者が時
間を気にせずゆったりと自然を感じる余裕が生ま
れる運営となっていた。このような状況設定によ
り，「スキーでの下り」でどっぷりと自然に浸り，
普段とは違った非日常体験がもたらされたと考え
られ，S大学より「美しさに触れる体験」「自然
の素晴らしさを認識する体験」が「自然」に繋が
る関係性が生まれやすいものとなっていたと考え
られる。
　また3グループに分かれての活動となったが，
競争するような設定条件ではなく，お互いのグ
ループが見える距離，ほぼ同じエリアで活動を
行った。そのため，達成意識や競争心が芽生えに
くかったと考えられる。
　このようなことから，岩見沢校の体験では，S
大学の体験に比べ，特に「スキーでの下り」の場
面において，「自然のすばらしさを認識する体験」
と認知され，「自然」という効果に強く繋がった
と考えられる。
　また，岩見沢校の体験がS大学の体験に比べ，
「ゴールに到着」「仲間を感じる体験」「達成」が
有意に低い結果となっており，これらも体験の設
定条件や運営方法の影響だと考えられる。
　これらのことから，クロスカントリー・スキー
は単なるスポーツとしての教材だけではなく，設
定条件や運営次第で「自然」について学びを得る
機会となりうることが明らかとなった。

５．まとめ

　本研究は，バックカントリー・スキー・ツアー
体験が体験のねらいや設定条件などにより，その

効果と要因の関係にどのような違いが生まれるか
を明らかにし，教材としての可能性を探ることを
目的とした。大学生の雪上実習で行われた２つの
異なる条件設定・運営方法でのクロスカント
リー・スキー・ツアー体験で調査を行い，比較・
検討を行った。その結果，単なるスポーツとして
の「達成」だけではなく，体験の設定条件，運営
方法により，「自然のすばらしさを認識する体験」
による「自然」という効果に強く繋がることが明
らかとなった。
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