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トムラウシ公園

16時 28分

前 トム平

15時 00分ごろ

15時 54分

トムラウシ分岐を過ぎると緩い下りのトラバース道となり、 トムラウシ公園に続く。

その公園の上部で、男性客 F(61歳)に見守られながら、女性客 K(62歳 )の意識がしだ

いになくなり、続いて女性客 L(69歳 )も 静かになった。

同じく女性客 B(55歳 )と 女性客 0(64歳 )も 衰弱していた。

女性客 B(55歳)が警察に電話をしたが不通。着信記録は残っていた。

女性客 Bは 自分のシュラフを女性客 0(64歳 )に掛けて介抱 していたが、18時 30分

ごろ、冷たくなったので、自力下山を考える。しかし、もうすぐ暗くなって道に迷うこ

とも考えられるので、ここでの初めてのビバークを決意する。意識のなくなった女性客

0のザックからシュラフを出して彼女に掛け直し、翌日早朝からの下山に備えて自分の

シュラフとマットに横たわる (第 3ビバーク地点)。 彼女の高度計で 1850mだ ったとい

うが、 トムラウシ公園の上部 と思われ、女性客 K(62歳 )と 女性客 L(69歳 )の 2人は、

その少し上と推測される。

後方にいた男性客 C(65歳)が追い越していく。

ガイ ドC(38歳 )と 女性客 G(64歳)が前 トム平に到着する。このころには雨も上が り、

風もそんなに吹いてはいなかった。

やがて女性客 G(64歳 )の携帯電話に、ご主人から電話が入る。昼過ぎから1時間お

きに掛けていたようだ。それを聞いたガイドC(38歳 )が、彼女の電話で今ツアー最初
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の 110番通報を依頼する。

やがて男性客 E(64歳)が降りて来て、ガイドC(38歳)に「ザックを下ろして、助か

りたいなら、空身で下山しなさい」と言ったが、ガイドCはハイマツにひっくり返っ

て動かない。女性客 G(64歳 )も 「あなたには子供が 3人 もいるんでしょ。生きて帰ら

んといけんよ。ここで死んではいけんよ」とハッパを掛ける。

ガイドCが「自分はもう動けないので、2人で降りてくれ」と言うので、女性客 Gは

「じっとしていたら寒くてやりきれない。それじゃ、男性客 Eさ んと一緒に降りますよ」

と声を掛けて出発する。

前 トム平下部

17時 21分

前 トム平で 2人を見送ったのち、ガイドC(38歳)は意識のはっきりしないまま下降、

前 トム平の下部、巨岩の トラバース帯のそばのハイマツの中に倒れていた。彼は女性客

G(64歳 )の携帯電話による 110番 通報後も、自分の携帯電話で何回か 110番 に電話 し

ていた。それは発信履歴に残されており、最初の発信が 17時 21分である。

やがて、 トムラウシ分岐で男性客 C(65歳 )に追いついた女性客 A(68歳 )が、2人で

下 りてくる。
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コマ ドリ沢下降点

カムイ天上付近

トムラウシ温泉

23時 55分

しかし、ガイドC(38歳 )の 反応は朦朧 としてお り、動作 ものろのろだった。一生懸

命携帯電話の番号を打つが、さっぱりつながらない。それを見た男性客 C(65歳 )も 叱

咤しながら下 りていった。

女性客 A(68歳 )が用を足 していると、男性客 F(61歳)が下 りて来た。「上の女性た

ちの所へ戻ろうか、それとも下ろうか思案 している」と告げると、「もうかなり下まで

下 りて来ているよ」とのことで、2人で下山を決意する。ここからヘッドランプをつけ

て歩 く。

道はジグザグを切ってコマ ドリ沢に下 り、カムイサンケナイ川を渡って、新道を再び

対岸に急登する。後は樹林帯の長大な尾根道を、ひたすらトムラウシ温泉を目指す。

カムイ天上は、距離的にトムラウシ山とトムラウシ温泉のちょうど中間点くらいに位

置する。
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先行していた男女ペアに続き、2組 目の男女ペアも下りてきた。途中で (場所不確実)

先に下山していた男性客 C(65歳 )に追い付く。「俺は歩くの遅いから、先下って」とい

うことで2人は先行する。

女性客 G(64歳)と 男性客 E(64歳)が トムラウシ温泉コースを下山、温泉手前の林道

で報道の車に拾われ、短縮コース登山ロヘ。
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17時 00分ごろ

22時 00分

22時 15分ごろ

15時 54分の前 トム平からの 110番通報を受けて、北海道警察ヘリコプターによる捜

索を開始するが、悪天候による視界不良のため、40分ほどで捜索を断念する。

新得警察署と決めた定時連絡時刻。ビバーク中のガイ ドB(32歳)か ら新得署への連

絡はなし。

救急車が短縮コース登山口に到着する。



23時 00分ごろ

23時 45分ごろ
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新得署からビバーク中のガイ ドB(32歳)に電話を入れるが、電波状況不良のため不

通。

新得町が北海道を通じて正式に自衛隊へ救助要請をする。

第 2ビバーク地点

11時 30分～

12時 00分ごろ

北沼分岐の先、雪渓を登 り切った所で、ガイ ドB(32歳 )は ビバークを決意する。こ

の段階では雨は降っておらず、風 もあまり強 くはなかった。本隊を率いるガイドC(38

歳)に 、 トムラウシ分岐で下山方向を間違えないように、また、10人 いるかどうか確認

してから下 りるように、注意を与えて送 り出す。

再び 4人の所に戻 り、ツエル トを張る。持っていたツエル トでは5人は十分に入 りき

れないので、男性客 D(69歳 )に も手伝ってもらってマットを敷いて、女性客 I(59歳 )、

女性客 N(62歳 )、 女性客 H(61歳 )を 寝かせ、ツエル トを被せるようにする。ガイ ドB

も一緒に入って、添い寝するようにして、体をさすり保温に努める。泣き出したり、大

声で叫んだりする女性がいた。

ツエル ト内を落ち着かせたのち、男性客 D(69歳 )に 付き添いを頼んで、ガイ ドB(32

歳)は南沼キャンプ場に向かう。

16時 38分 ガイドB(32歳 )は南沼へ向かいながら、携帯電話で「短いメールなら送れるかもし

れない」ということで、何回もトライする。何回目かにメール自体はアミューズトラベ

ル社の堀田札幌所長に送信できた模様。内容は「すみません。7人下山できません。救

助要請お願いします。 トムラの北沼と南沼の間と、北沼の2カ 所です」

南沼キャンプ場 その先、南沼キヤンプ場の手前で男性客 M(66歳 )が うずくまっていた。声を掛けた

が反応がなく、首筋に触れても脈はなかった。さらに南沼のキャンプサイトに行くと、

青いビニールシートの塊が 2つあった。中を開けるとテントや毛布、ガスコンロなどが

あったので、担いだり手に持ったりして来た道を戻った。途中、男性客 Mに毛布を掛



けてあげ、ビバークサイ トに帰着する。

17時 04分

第 2ビバーク地点

18時 00分ごろ

次のメールは「すみません。8人です。4人 くらい駄目かもしれないです。リーダー

A(61歳 )さ んも危険です」というもの。ただ、時間的には本隊の方の、前 トム平から

女性客 G(64歳 )の携帯電話で通報した110番 の方が早かった。

ビバークサイトに戻ったガイドB(32歳)は、再び男性客 D(69歳 )に手伝ってもらっ

て一段低い平地にテントを建て、マットを敷いて、女性客 3人を抱えて運び入れる。そ

の時点で女性客 N(62歳 )が危険に見えたが、声を掛けたら反応があったので、急いで

ガスコンロに火をつけた。再度声を掛けたら反応がないので、心臓マッサージを20分

くらい行なったが蘇生せず。残りの女性も元気がないので、声を掛けて励ます。

南沼キャンプ場 ガイ ドB(32歳 )は、女性客 2人にお湯を飲ませたり、ガスコンロの火に手をかざし

てあげたり、抱きかかえて保温に努めたりした。やがて、2人の状態が落ち着いてきた

ので、男性客 D(69歳 )に 火の番をお願いして、水汲みを兼ねて再び南沼を往復する。

デポ品の中からさらにガスコンロやボンベ、毛布を持って帰ったが、途中、携帯電話の

電波が安定した場所があったので、堀田所長に電話して状況を説明する。先ほどのメー

ル (16時 38分、堀田所長に着信)と 前 トム平からの 110番通報で、現地警察が動いてい

ることを確認する。

19時 10分 次いで本社の松下社長と話す。直接、新得署と話をしてくれ、とのことで、警察と何

回かや り取 りする。「対応を協議 して連絡するから、携帯電話の電波が届 く所で待って

いてくれ」というので、キャンプ場の近くの岩陰で毛布にくるまって待ちながら、20

時くらいまで電話する。

辺りは暗くなってきた。ガイドB(32歳 )は、テントを出る時にヘッドランプを持っ

て来ていなかったので、手探り足探りでなんとか帰幕する。テントを出てから戻るまで

1時間くらいかかったようだ。そのころ、雨は止んでいて、空も明るく、月明かりもあっ

た。

20時 00分ごろ

20

ガイ ドB(32歳)がテン トに戻ると、女性客 I(59歳 )が 20時 ごろ、意識不明になった
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という。10分ほど心臓マッサージを施したが、蘇生せず。一方、女性客 H(61歳 )は元

気を回復しており、男性客 D(62歳 )と 行動食を食べていた。南沼では水が汲めなかっ

たので、ペットボトルを持って北沼の雪渓に汲みに行く。また、亡くなった2人にシュ

ラフと毛布を掛ける。後は男性 2人で交代に火の番をし、3人 とも雨具を着たまま膝を

抱えて座り、うとうとして朝を待った。

0時 55分

1時 10分

3時 40分

3時 53分

4時 00分前

4時 00分

4日寺38分

4日寺45分

5時 01分

5時 16分

5時 35分

5日寺45分

6時 50分

(注)こ の日は場所とは関係なく、時系列で記してある。

男性客 F(61歳)と 女性客 A(68歳 )が トムラウシ温泉登山コースを下山。温泉手前の

林道で報道の車に拾われ、短縮 コース登山ロヘ。

自衛隊員が新得署に到着。

女性客 B(55歳)が トムラウシ公園の第 3ビバーク地点か ら歩 き始め、前 トム平へ下

降する。

警察、消防署員の各 3人、計 6人が短縮コース登山口から合同捜策を開始する。

4時前 くらいに明るくなってきて、風はなく天気は晴れ。ガイ ドB(32歳)が第 1ビバー

ク地点まで行 く。リーダー A(61歳 )は うつ伏せで、雨具の上下を着たまま女性客 J(68

歳)と 倒れていた。ツエル トは風で飛ばされ、近 くの岩に引っ掛かっていた。その場は

ツエル トだけを回収して戻る。第 2ビバーク地点からは、空身でわずか 5分ほどの距離

だった。

道警航空隊および自衛隊ヘリコプターなど3機が捜索を開始する。

道警ヘリが トムラウシ公園で意識不明の女性 1人を収容する。女性客 K(62歳 )か女

性客 L(69歳 )。

トムラウシ温泉コースで下山中、1時半から2時間ほどビバークしていた男性客 C(65

歳)が、 トムラウシ温泉に自力下山。

道警ヘリが トムラウシ公園で意識不明の女性 1人を収容する。女性客 K(62歳 )か女

性客 L(69歳 )。

道警ヘリが前 トム平で自力歩行可能な女性客 B(55歳 )と 、さらに意識不明の女性 1

人を収容する。女性客 0(64歳 )。

道警ヘリが南沼キャンプ場付近で意識不明の男性 1人を収容する。男性客 M(66歳 )。

道警ヘリが北沼西岸で手を振っている2人 と、倒れている 2人を発見する。

陸上自衛隊ヘリが第 1お よび第 2ビバーク地点でガイ ドB(32歳)と 男性客D(69歳 )、



10時 44分

12日寺00分

女性客 H(61歳 )を、さらに意識不明のリーダー A(61歳 )と 女性客 」(68歳 )、 女性客 I

(59歳 )、 女性客 N(62歳 )を 収容する。

前 トム平下部のハイマツの中で倒れていたガイ ドC(38歳 )が登山者に発見され、110

番通報される。のちヘリで収容されたが、捜索開始から6時間以上もかかっている。無

事下山した参加者から的確、迅速に情報を収集しておれば遭難地点が確定でき、もっと

早 く収容できたのではなかろうか。

道警がすべての捜索活動を終了する。

(注 )

*本稿は生還されたガイ ドやツアー客からの聞き取 りを中心に、新聞や雑誌の記事 も参考にしてまと

めたものです。

*所々にコメントが挿入されてお りますが、できるだけ現場の状況や雰囲気を再現するために入れた

もので、あ くまでも個人の見解や感想を述べたものであることを、お断 りしておきます。また、その

選択については、状況がよく分かるものや印象的なものをア トランダムに選んでお り、特段の意図は

ありません。

*7月 16日 の記述は、パーテイがいくつにも分散 したため、登山コーんに沿った言己述と時系列が一部

前後 してお りますので、ご承知おきください。
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