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はじめに

トムラウシを他山の石として

トムラウシ山遭難事故調査特別委員会

座長 節田重節

古から「カムイミンタラーー神々の遊ぶ庭Jと して崇められ、愛されてきた大雪山系の名峰・

トムラウシ山において、日本の登山史上未曽有の大量遭難が起こった。悠久の北の大地に答える

山々を巡り、高嶺の花々を愛でながら辿る、楽しかるべき山旅が一転、悲劇と化してしまったこ

とは、真に傷ましい限りで、我々山を愛する仲間としても、謹んで哀悼の意を表するものである。

この夏山遭難史上かつてない悲惨な事故は、なぜ起こったのか。その尊い犠牲によって生まれ

た経験から、我々登山者は何を学ぶべきなのか……。日本の近代登山の歴史はおよそ百年。その

間に幾多の悲劇があり、その都度、傷みとともに我々は何かを学んできたはずである。しかるに、

時代が移り、人が変わるごとに悲劇は繰り返されてきた。それでもなお、その負の連鎖を断ち切

るために、我々は何を学び、どう対処すべきなのだろうか。

そのような背景の下、次項の「トムラウシ山遭難事故調査特別委員会設置経緯と経過Jにある

とおり、「事故の調査・検証を通じ、同種の遭難事故再発防止に寄与するとともに、登山の安全

対策を提言する」ために本委員会は設置されたものである。1980年前後から、日本の社会の高

齢化とともに山で中高年の姿が目立ってきた。とみにこの10年 ほどは、中高年からの登山入門者、

いわゆる「ビギナー組」を中心に、ツアー登山という新しい登山形態で山を楽しむ人々が多くなっ

てきている。しかし、ツアー登山といえども一般の登山と同じく、そのフイールドは美しいが厳

しく、恐ろしい自然が相手である。安全に楽しむためには、自ずと知恵が必要であり、守るべき

ルールがある。特にそれは危機的状況においてこそ、よリシビアでなければならない。もちろん、

組織にしても、個人にしても然りである。そして、「山登りの実力」とはピンチにおいてこそ発

揮されるべき力である。その力とは何か。我々登山者は、 トムラウシを「他山の石」として、そ

こから多くを学ばなければならない。

1955年、世界第 5位の高峰、マカルー (8470m)に 初登頂、しかも全員登頂という快挙を果

たしたフランス隊の隊長、ジャン・フランコは記す。「山は根気強い勤勉さと、沈着と、頑張り

の学校だ」と。それはまた、山という自然に対して「謙虚さを学ぶ学校」でもある。

本特別委員会は、あくまでも普遍的な登山者目線でこの遭難事故を調査・検証し、向後に資す

るため、ここに本報告としてまとめてみた。 トムラウシ山の犠牲者が身をもって教えてくれた、

これらの山の教訓を、我々登山者はしっかりと胸に刻み、常に事故のない、楽しい山歩きを心が

けたいものである。



トムラウシ山遭難事故調査特別委員会

設置経緯と経過

2009年 7月 16日 、北海道 。大雪山系において、10

名の人々が低体温症に起因すると見 られる死亡事故が

発生 した。特に トムラウシ山では、その内 9名 が死亡

するという、夏山シーズンとしては前代未聞の痛まし

い遭難死亡事故となった。

トムラウシ山中における9名 の死亡者のうち 8名 は、

旅行会社アミューズ トラベル株式会社が企画募集した

ツアーの参加者および引率者であ り、この団体の現場

における責任者は、本会会員吉川 寛氏 (本会正会員、

登山ガイ ド資格、本会正会員団体マウンテンツアーガ

イド協会所属)で あった。

社団法人日本山岳ガイ ド協会では、会員の引率する

顧客の重大事故 (死亡事故、重傷事故等々)に 際し、事

故当事者である正会員 (ガイ ド資格者)の所属する正会

員団体長より、事故直後の「事故報告書」およびその

後 3カ 月以内に「詳細報告書」提出を義務付け、将来

の事故再発防止およびガイ ドの教育研修への重要資料

としている。

しかしながら、事故直後にマウンテンッアーガイ ド

協会から「事故報告書」が提出された後、同会より「詳

細報告書」については、事故当事者の一方であること、

同会の力では独自に詳細調査および事故状況の検証が

困難であることを理由にして、本会宛に事故調査およ

び検証の要請がなされた。

本会では、8月 6日 に臨時理事会を招集し、マウンテ

ンツアーガイ ド協会からの要請を検討 し、本件が社会

的な重大事件であること、本会会員が引率責任者であっ

たこと、および低体温症に起因する死亡事故という科

学的な調査・検証も必要であることから、本会が調査 。

検証をする必然があると判断し、①独自に調査・検証
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を行なうこと、②ガイド個人、組織または募集した旅

行会社に不利な事実があっても異議を申し立てないこ

と、③調査 と検証に係る実費諸費用は応分の負担をす

ること、④調査結果およびその発表については本会に

判断を委ねることを条件にして、ガイ ド業、事故関係

者とは利害関係のない第二者で構成する「特別委員会」

の設置を決議した。

特別委員会の正式名称は「 トムラウシ山遭難事故調

査特別委員会」とし、同委員会の目的は、「事故の調査・

検証を通 じ、同種の遭難事故再発防止に寄与するとと

もに、登山の安全対策を提言する」とした。

本会では、特別委員会設置を前提 とし、昨年 8月 25

日より5日 間で、金田正樹医師をリーダーとする4名

の現地調査団を派遣 した。アミューズ トラベル株式会

社の企画日程を辿 り、旭岳からトムラウシ山まで縦走

する2名 と、 トムラウシ温泉よリヒザゴ沼避難小屋を

往復する 2名 の 2班で編成し、遭難事故グループの行

動、事故の事実関係等々を調査した。

特別委員会委員の選任にあたっては、①山岳ガイ ド

を職業としない人物、②登山家として経験豊富な人物、

③有識者または学識経験者、④一部は過去に遭難事故

に係る調査・検証を行なったことがある人物を基準 と

した。

その結果、節田重節、飯田年穂、迫田泰敏、金田正樹、

飯田肇、山本正嘉の各氏に委員就任の要請をし、承諾

を得た。9月 2日 には準備会合を開催し、互選により委

員会座長に節田重節氏を選任 した。また、特別委員会

の必要に応 じ、新たな特別委員の委嘱ができることと

した。

さらに現地調査結果を踏まえ、第 1回特別委員会を



開催するまでに、登山、医学、気象、運動生理学など

に係る各種現地データ、および許容される範囲での関

係者聞き取 り調査を行なうことを決定した。

特別委員会委員の氏名と略歴は以下のとお りである

(順不同敬称略)。

節田重節 登山家、元山と漢谷社取締役編集本部長、

財団法人植村記念財団理事、NPO法人アウトドアライ

フデザイン開発機構会長

飯田年穂 登山家、明治大学政治経済学部教授、元文

部科学省登山研修所大学生リーダー冬山研修会に係る

安全検討会委員 (座長)

迫田泰敏 登山家、元読売新聞社運動部長、元文部科

学省登山研修所大学生リーダー冬山研修会に係る安全

検討会委員

金田正樹 登山家、医師、元文部科学省登山研修所専

門調査委員、NPO法人日本災害人道医療支援会事務局

長

飯田 肇 登山家、立山カルデラ砂防博物館学芸課長、

金沢大学非常勤講師、国立登山研修所運営委員

山本正嘉 登山家、鹿屋体育大学スポーツ トレーニン

グ教育研究センター教授、国立登山研修所専門調査委

員、日本山岳協会医科学委員会常任委員、日本登山医

学会理事

特別委員選任の前後を含めて、各種会議開催の経過

については、下記のように進行した。

2009」手

8月 12日  トムラウシ山遭難事故調査特別委員会設置

のための準備会

8月 20日  トムラウシ山現地調査パーティ派遣のため

の準備会

9月 02日  トムラウシ山現地調査報告および検討会議

9月 13日 一部調査検討および第 1回特別委員会開催

のための準備会

9月 26日  第 1回特別委員会開催

10月 05日  関係者調査結果および新規調査策定のた

めの検討会

10月 19日  第 2回特別委員会開催 事実関係調査・

トムラウシ山遭難事故調査特別委員会設置経緯と経過

検証

11月 03日  第 3回 特別委員会開催 事実関係調査・

検証

11月 11日  第 4回特別委員会開催 事実関係調査・

検証

11月 19日  第 5回特別委員会開催 トムラウシ山遭

難事故調査 中間報告書編集方針検討

11月 25日  中間報告書 編集会議

12月 07日  第 6回特別委員会開催 中間報告書発表

12月 26日  第 7回特別委員会開催 最終報告書検討・

検証

2010年

1月 09日  第 8回特別委員会開催 最終報告書検討・

検証

1月 24日  第 9回特別委員会開催 最終報告書編集

2月 24日  第 10回 特別委員会開催および最終報告書

発表

以上の会議のほかに、10月 05日 東京、10月 06日 仙

台、10月 07日 名古屋、岐阜、10月 21日 広 島、10月

26日 宇部、10月 28日 青森、11月 04日 東京、11月 05

日東京、11月 06日 三島、12月 01日 東京、12月 06日

埼玉、12月 24日 神奈川、12月 28日 茨城など、各方面

の面談調査を行なった。一部を除きそれぞれ複数名の

特別委員を派遣し、生存者全員、ガイド2名、旅行会社、

伊豆ハイキングクラブ等々にインタビューを重ねた。

中間報告書では主に事実関係の把握および検証、最終

報告書では検証と将来の遭難事故再発防止に向けての

提言という課題に向けた作業を進めていった。

また一方では、金田特別委員、山本特別委員、飯田

肇特別委員を中心に各種の科学的な検証作業が行なわ

れた。低体温症などの医学的な側面、疲労および栄養

補給などの生理学的側面、寒さ、雨、風などの気象状

況に伴う方面が主に分析されたが、本 トムラウシ山遭

難事故に関してだけではなく、広 く登山の安全に貢献

できるものという立場での検証がなされた。

以上のような経緯を経て、2月 24日 、最終報告書発

表をもって、本特別委員会は解散することとなった。



遭難事故パーテイ行動概要

新千歳空港

13日寺30`分

旭岳温泉

17日寺00`分

少 し前

広島、名古屋、仙台など各地からのツアー客 (以下、メンバー)が新千歳空港に集合、

バスで旭岳温泉に向かう。バス車中にてリーダー A(61歳 )が挨拶、ガイドB(32歳)も

挨拶 し、今回のコースの概略を説明する。途中、アウトドア用品店とコンビニエンス・

ス トアに立ち寄 り、ガスボンベや行動食の買い足 しをする。

旭岳温泉・白樺荘に到着。旅館にてガイ ド・スタッフ (以下、スタッフ)た ちは トム

ラウシ温泉に送る荷物をッアー客 (以下、メンバー)か ら集め、宅配便で発送する。さ

らに共同装備の仕分けをし、それぞれ荷物を振 り分ける。天気予報は部屋のテレビで確

認、ガイドB(32歳)は、14日 は大文夫だが、15、 16日 は崩れるだろうと予想した。

旭岳温泉

5日寺50`か

姿見駅

6時 30分ごろ

旭岳

9日寺00イか

予定どおりに自樺荘を出発、旭岳ロープウェイで姿見駅に到着。天候はガスがかかっ

ていたが、そんなに寒いという感じではなかった。

体操をして出発。一行はシェルパ D(62歳 )を 含むガイド・スタッフ4人、メンバー

15人の計 19人。旭岳までは風が結構強く、ガスもかかっていたが、 トムラウシ山や白

雲岳、北鎮岳などは見えていた。五、六合日付近の 30分間くらいは、体が持って行か

れるくらいの強い風で、まっすぐ歩きづらかったほど。

山頂近 くから風 も弱まり、予定どおりの時間で旭岳山頂に到着。全員で休憩している

間に、ガイ ドB(32歳 )は 山頂からの下降ルー トの雪渓の状態を偵察。なお、旭岳登頂後、

女性客のひとりが嘔吐。



遭難事故パーテイ行動概要

|||||ず,11111,|||lrllす 11+||||||||||||||||||||||||||||||||||

間宮岳         パーテイの歩 くペースは順調で、間宮岳手前の岩陰で昼食をとる。

白雲岳分岐       さらに縦走を続け、北海岳で南東に折れ、白雲岳分岐に至る。ここでガイド2人が案

内して白雲岳を往復、ガイ ドC(38歳 )と シェルパ D(62歳 )は夕食サービスのため白雲

岳避難小屋 (収容 60人 )に先行する。女性客 H(61歳 )は 白雲岳登頂を断念。

白雲岳避難小屋

14時 30分ごろ

本隊も避難小屋到着。リーダー A(61歳 )と ガイドB(32歳)が管理人に挨拶し、 1階

を使わせてもらうことに。ガイドC(38歳 )は ひたすらお湯を沸かし、夕食と翌日分の

お湯をメンバーに渡す。各自夕食を作り、皆にぎやかに談笑していたが、女性客H(61歳 )

はほとんど食べられず、スープとお茶だけを飲んだ。

夕食後、スタッフ3人で翌日の打ち合わせをする。

18時過ぎには就寝が始まったが、スペースは十分にあり、ゆっくり寝ることができた。

白雲岳避難小屋

5時 00分過ぎ

3時 ごろからごそごそ動 く女性客がいたので、リーダー A(61歳 )が注意。出発準備

をして 5時過ぎに避難小屋を後にする。メンバーから体調が悪いという申し出はなかっ

た。女性客 H(61歳 )は この朝もスープとお茶だけだった模様。

天候は朝から完全な雨。風はなく、体感温度はそれほど低 くはなかった。全員、雨具

の上下を着て出発。

高根ヶ原から忠別岳、五色岳と縦走を続けていったが、雨のため登山道がぬかるんで

いて歩きにくく、大勢が通過するのに時間を食う。体が冷えないように休憩は5分程度

にとどめ、ほとんど立ち休みで進む。

ヒサゴ沼避難小屋

15日寺00`か

化雲平から化雲岳は巻いて直接、ヒサゴ沼避難小屋 (収容 30人 )に 15時少し前到着。

約 10時弱間の行動だった。
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ヒサゴ沼は化雲岳の南、主稜線の東側に位置し、山上湖としては意外に大きな湖で、

その中ほどの湖岸に避難小屋が建つ。

小屋は 2階に静岡の 6人パーテイと夫婦連れがいたので、ツアーー行は 1階を使用す

る (一部、ガイド2人 と女性客 1人は 2階を使用)。

パ ッキングが悪 く、装備の一部を濡 らした人もいた。また、濡れた雨具やスパ ッツ、

手袋、靴下などを吊るした人もいたが、ほとんど乾きはしなかった。

夕食は前日と同じくガイドがお湯を配り、各自持参の食事をとる。女性客 H(61歳 )は、

この日は行動食を少し食べ、夕食は雑炊とクルミパンを半分食べ、紅茶を飲んだ。

一段落したのち、リーダー A(61歳 )と ガイドB(32歳)が翌朝一番で通過する雪渓の

状態をチェックする。

明朝は 3時 45分起床、5時出発を確認して、19時か 20時 ごろにはそれぞれ就寝。なお、

この避難小屋に、翌日、沼ノ原から登って来る自社のツアーのため、10人用と4人用テ

ント1張や炊事用具、燃料などの共同装備をデポする。

ヒサゴ沼避難小屋

5日寺00`か

昨夜来の風雨が強く、朝方もまだ残っていた。リーダー A(61歳 )が、天候の回復具

合や出発直後の雪渓の登 りを考慮して、出発を30分遅らせることを全員に伝える。


