
遭難事故パーテイ行動概要
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■第 1日 目

『巨離     12 363km
沿面距離   12 599km
標高差 388m
累積標高差 (十)1154m
累積高度 (―) ‐766m

■第2日 目

『巨離     16 338km
沿面距離   16 466km
標高差     295m
累積標高差(+) 648m
累積高度 (一) -943m

■第3日 目

距離    15 964km
沿面距離   16.240km
標高差 -1042m

累積標高差 (十) 651m
累積高度 (―) -1693m
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遭難事故後の現地調査レポート

■目的

各種の情報収集作業と、遭難現場を歩き、当時の

状況を検証すること。

■調査員

金田正樹 (医 師)、 熊田光治 (山岳ガイ ド)、 三浦靖

男 (山岳ガイド)、 大橋政樹 (山岳ガイ ド、北海道在

住)

■日程

平成 21年 8月 25日

羽田発。

8月 26日

(縦走班〉 責姜田、三浦は旭岳温泉から旭岳を経て

白雲岳避難小屋へ縦走。

(調査班〉 金田、大橋は新得町を中心に調査活動。

8月 27日

(縦走班〉 白雲岳避難小屋から高根ヶ原を経てヒ

サゴ沼避難小屋へ縦走。

(調査班〉 トムラウシ温泉からヒサゴ沼避難小屋

を往復するため入山、縦走班と同避難小屋で合流。

8月 28日      、

両班合同でヒサゴ沼避難小屋か らトムラウシ温泉

へ下山。

8月 29日

鹿追町の自衛隊で調査活動後、帯広へ移動。

8月 30日

羽田帰着。

調査内容

①新得警察署 (遭難対策本部)

田畑広一署長が対応

。第一報は 16日 の 15時 54分 で、110番 通報は釧

路で受信 した。

・新得署は道警山岳救助隊の出動を要請した。自衛

隊も救助に参加することになり、北沼から南沼の間

は自衛隊、南沼からトムラウシ温泉までは警察が捜

索することに決めた。

・翌朝、4時の日の出を待って捜索を開始した。

・短縮コース登山口に現地対策本部を設置した。

・5名 を救出、ヘリコプター搬送した。

・5名は自力で トムラウシ温泉に下山した。

・多 くの遺体が下腿に打撲痕があった (転倒 したた

めだろう)。

。16日 の山の天候は気温 6℃ 、風速 20m/s ecだ っ

た。

死亡者の衣服はすべて写真に記録 した。

②清水赤十字病院

西岡洋副院長が対応

調査班

平成 21年 8月 26日 ～ 29日

金田正樹、大橋正樹
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遭難事故後の現地調査レポート

・2名 の生存者 を収容 した (北沼分岐付近にてテン    ・最初の言葉は「皆 さん、 どうしましたか ?」 と一

卜内でビバークした人 )。                緒だった参加者の様子を尋ねた。

●男性客 D(69歳)                   。検査で CKが 13000と 異常に高かった。肝機能異

・入院時 (17日 7時 30分 )よ りは意識が はっ き り    常。

し、元気だった。                    。17～ 21日 まで入院。

・食べたのはパ ン 1個 とアメだけ、 と語った

。むかむかすると訴え続けた。体温 36.8℃ 。       ④自衛隊鹿追駐屯地

。胃の不快感を訴え続けたので「ストレス性胃潰瘍」    中津敏文第五戦車隊副隊長が対応

を疑った。                       ・16日 夕方、情報が入る。

・点滴をしていた。脱水症状が見られた。         ・17日 、4時半に帯広よリヘリ2機が出動。

17日 ～21日 まで入院していた。            ・短縮コース登山口に30名 待機、23名がヘリで上

●女性客 H(61歳 )                  がった。

・男性客 Dさ んと同じテントでビバーク。体温    ・北沼に着陸、6時にガイドB(32歳、男)に会った。

366℃ 。                      ・リーダー A(61歳、男)の ツエル トは飛ばされ、

・全身に軽い打撲傷あり。               遺体の上には何もなかった。ザックの中からコンロ

・7月 14日 と15日 、山の中で嘔吐していた。16日     が出ていた。温めようとしたのか ?

はほとんど食べてない、と語った。

・18日 より38℃ を超える熱を出した。レントゲン    ⑤東大雪荘

上では左右の肺野に肺炎の陰影を確認した。抗生物     山本雅夫副支配人が対応

質を投与。                       ・静岡のパーテイは夜、19時ごろ到着した。

・翌日より熱が下がった。                。中には具合の悪そうな人もいた。

調査 日の天候
③帯広厚生病院

一瀬広道救命救急センター長が対応

●ガイドC(38歳、男 )

・コマ ドリ沢と前 トム平間のハイマツの中から救助     天気 :霧雨時に小雨

される。17日 11時 35分に収容。 気 温 :10℃  風 :8～ 10m/sec 視 界 :7～

・意識は呼べば目を開ける程度。直腸温 34.7℃ 。     10m
。全身的に持続する震えあり。両下lilR、 前胸部に打

撲痕。

・左胸部に擦過傷あり。低血糖あり。

・乏尿でミオグロビン様の尿だった。

。点滴 (5%グル)と ウォーミング・ブランケットで

加温。

8月 28日

(ヒ サゴ沼避難小屋か らトムラウシ温泉へ下山)

このコースを歩いての印象

①一日の行程が長い。荷物の重さによっては疲れる。

特に2日 目のコースは16kmと 長い。

②旭岳からトムラウシ温泉への縦走について

・1時間後には 36.3℃ まで上がるとともに意識が     。この コースを表現す る と 1日 目はのんび リコー

ス、12.5Km、 8時間。2日 目はダラダラ・コース、戻った。
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16.5Km、 10時 間。3日 日はゴロゴロ岩歩きコース、

12.5km、 10時間 30分と表現できる。

③ヒサゴ沼避難小屋について

。小屋の環境は悪 くない。小屋内には非常食、毛

布、断熱マットなどが用意されていた。30名 以下

の人数であれば、窮屈とは言えない。

・水は沼の水を煮沸 して使用する。

・雨の 16kmコ ースを歩いて来た後に、衣服を乾

燥 させることはできたか/水を煮沸 して使用する

が、燃料は十分だったか/持参の食事はどのような

もので、カロリーが十分だったか/暖かく眠ること

ができたのか、などの問題を調べる必要がある。

・小屋でのラジオの入 りは良好で、天気予報は明確

に入った。

・縦走 3日 目は、60代 の人には疲労が溜まるころ

である。

・出発時の雨、風、天候の判断のポイントはなんで

あったのか ?

・ヒサゴ沼付近は窪地で、風や雨は稜線上とは違う

条件と思われた。不安を感じるなら、稜線まで偵察

要員を出す方法もあったのでは ?

④ヒサゴ沼避難小屋から短縮コース登山口まで (概

念図参照/写真は 18ペ ージ)

出発から5～ 6分で長さ150mぐ らいの雪渓に達

する。それほど急な傾斜ではないが、アイゼンがあっ

た方が安全 (8月 末)。

雪渓を過 ぎると大 きな石の間を歩 くコースにな

る。これを越えると稜線に出る。ここがヒサゴ沼分

岐で、強風を感 じる。

分岐から登 りが始まるが、この付近から遮蔽物が

なく、風をまともに受ける。天沼付近までは風が強

い。当時は木道に座 り込むほどの強風だったらしい。

木道は雨で滑る (写真② )。 遭難パーテイは日本庭

園まで 2時間を要しているが、ここまでは標準コー

スタイムは 1時間である (写真③)。

日本庭園を過ぎると巨石の道があり、やや平坦な

場所になる。ここでパーティは立っていられないほ

どの強風に遭遇する。ここから始まるロックガーデ

ンの登 りは巨石がゴロゴロし、石と石の間が数十

cmあ り、雨だとかなり歩きにくい (写真④)。 石の

上にバランスの悪い立ち方をすれば、風をまともに

受けて転倒の危険が大きい。

ヒサゴ沼避難小屋から北沼まで、通常 2時間半の

行程を5時間以上かかった理由は、強風下での日本

庭園付近やロックガーデンの登りに多くの時間を費

やしたためと推測できた。

ロックガーデンを過ぎるとハイマツ地帯に入り、

やがて広い丘になる。ここは吹き曝しで、風をまと

もに受ける場所である。ロックガーデンの急登で疲

れ、おまけに濡れた身体は、この辺で一気に体温が

下がり始めてもおかしくない。

ここまでの過程で、低体温症の前兆である「全身

的な震え」がきていた人がいたのでは ?

北沼分岐点に着いたころには、低体温症になって

いた人は何人かいただろうと想像できる。さらに

北沼から溢れ出た水が川 (幅約 2m)に なっており、

それを渡渉した時点でかなり時間を費やした (写真

⑤)。 川を渡った所は大きな石がゴロゴロした地帯

で、風を防げるような所ではない。右に北沼、左に

はトムラウシ頂上への道があり、前方の丘は大きな

雪渓になっている。高山植物も多く、 トムラウシが

「天上の楽園」と讃えられる場所である。

強風に対して無防備でここに滞在したら、低体温

症になることは想像できただろう。渡渉したと思わ

れる場所のすぐ上に、第 1の遭難場所がある (写真

⑥)。

岩がゴロゴロした遮蔽物が何もない場所で、プロ

のガイドがビバーク・サイトとして選ぶ場所ではな

い。

分岐点から5分ほど南沼方面に行った地点の、 ト



概念図 1 ヒサゴ沼一北沼分岐

(平成 21年 8月 27日 )

遭難事故後の現地調査レポート

概念図 2 1ヒ沼分岐一 コマ ドリ沢分岐

(耳守支21」軍8月 27日 )
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ムラウシ山側の大きな岩のそばに平坦な場所があ

り、ここが第2の遭難場所である (写真⑦)。

ここから南沼、 トムラウシ分岐点までは、わりと

平坦で歩きやすい道であるが、当時はここに大きな

雪渓があったようだ。体力が衰えた者にとっては、

雪渓上の歩行は障害も大きかったであろう。岩礫地

帯を過ぎると平坦な道になり、高山植物が咲いてい

る。

南沼周辺は広い大地でキャンプ場があり、本造の

簡易 トイレもある。我々はここから東京へ携帯電話

をかけてみたが、明瞭に話すことができた。救助要

請はここから可能だったのでは ?

トムラウシ分岐の道標は左に頂上、右に前 トム平

を示している。分岐点からは斜面を横切るような下

り道で、ここが2002年 の遭難現場である。しばら

く行くと再び巨石または岩礫地帯があり、箱庭のよ

うなトムラウシ公園に着く。この付近が第 3の遭難

場所である。

これを過ぎると巨石の道の登 りになる。登 り切っ

た所はハイマツ帯で、ビバークは可能。その後は開

けた前 トム平に出る。ここは吹き曝しの台地で、風

当たりは強い (写真③ )。

ここからもう少し下ると樹林地帯に入る。巨石の

岩礫地帯をトラバースするコースの途中に、第 4の

遭難場所がある (写真⑨)。 コマドリ沢に続く道は、

やがて樹林帯に入る。コマドリ沢分岐は二股の沢の

合流点で、増水すると渡渉できないこともあるらし

い (写真⑩)。

コマドリ沢分岐からは急登になって尾根に出る。

狭い掘ったような道は雨で泥んこ状態で、ネマガリ

タケを切ってあるので、その竹に足を取られて滑り

やすい。ただ、樹木が多いので雨、風を強く感じる

ことはない。

しかし、ここからカムイ天上を経由して短縮コー

ス登山ロヘ下る道は、意外に長く感じた。雨と霧と

強風の気象条件だったが、温泉に着いた時は膝下は

泥んこ状態で、身体も結構濡れていた。ほとんど休

憩することがなかったのは、立ち止まると寒さを感

じたためである。

ヒサ ゴ沼避難小屋か ら短縮 コース登山口まで

12 5km。 朝 6時出発、登山口到着は 13時 40分。7

時間 40分の行程だった。

■低体温症はいつ起きたのか

北沼分岐が大量遭難に至った重要なポイントで

あったことは確かである。しかし、低体温症の前兆

はロックガーデンであったと思われる。どの山でも

そうだが、朝一番の登 りは、身体が慣れるまでの間

はきつ く感じるものである。

ましてや、歩き始めから悪天候であればモチベー

ションも下が り、不安の要素が大きくなる。集団登

山であれば、ついて行かなければと思い、不調や不

安を訴えにくい。ロックガーデンの登 りは、荷物を

背負った登山者にとって、雨で滑る岩と強風で身体

のバランスを崩しやすい。バランスが崩れると体力

の消耗は大 きくなり疲労度も増 し、ここでエネル

ギーが消耗されるために熱産生が抑制され、体温の

回復は困難になる。立っていられないほどの強風 と

横殴りの雨で、体温の喪失はここから始まったと思

われる。

■北沼で何が起きたのか

北沼ではツアーの行程上、想定外のことが起こり、

この危急時の対処に戸惑いが生 じ、時間のロスと判

断ミスに繋がった。北沼が溢れ出して、渡渉しなけ

ればならなかったこと、一向に収まらない強風、吹

き曝しの北沼分岐、歩行不能のメンバー、行動の指

示がないままでの強風下の待機。

もう一度ロックガーデンを下って全員引き返す

か、これから8km以上の道を トムラウシ温泉まで

下るか ? 大きな判断を迫られた。

ヒサゴ沼避難小屋にはシェルパがいたのだから、



余力のあったメンバーが救助依頼できたであろう。

しかし、再び渡渉したり、ロックガーデンの下 りの

困難さなどを考えれば、引き返すことに躊躇を感じ

たと思われる。

一方、これから先の 8kmの道は長丁場で、雨天

であれば晴天時の倍以上の時間と体力を要するコー

スである。ここから先で 6名の死者が出たのは、そ

れを物語っていると言える。

このコースを歩いてみて感じたことは、次のとお

りである。

①道標が全体に少ない。

②技術的には難しいとは思わないが、1日 の行程が

長い。

③稜線上はだだっ広いために、天候の変化をまとも

に受ける。

④エスケープするルー トがないが、風を除けるビ

バーク地点はある。

⑤危急時の連絡方法を知っておく必要がある(携帯

電話の通じる場所を事前にチェックしておく、など)

⑥危急時の装備 (ツ エルトなど)が必要なコースで

ある。

(金田正樹・記 )

遭難事故後の現地調査 レポー ト

縦走班

平成 21年 8月 26日 ～ 27日

旭岳―白雲岳避難小屋一ヒサゴ沼避難小屋

熊田光治、三浦靖男

8月 26日 (水曜日)

前日宿泊した千歳のホテルを早朝にチェックアウ

トして、JR千歳駅に向かう。札幌行の始発電車に

乗る (5:00)。 通勤客で車内は満員、ザックを持っ

た登山客は場違いな感じ。札幌から特急電車に乗 り

換えて旭川駅に向かう。8時過ぎに旭川駅着。朝食

を済ませて、タクシーで旭岳の登山口に向かう。途

中、コンビニエンス・ス トアで食料を調達。

旭川駅より約 1時間で、旭岳登山口のロープウェ

イ乗 り場に着 く(10:00)。 ロープウェイで山上の

姿見駅 (1600m)へ は約 10分。準備を済ませて登山

開始 (10:30)。 山上の姿見駅では森林限界を超え

ているので、低草木だけの高山性の環境にいきなり

入ることができる。天気は快晴だけど、旭岳の山頂

方面はガスに覆われている。

姿見ノ池付近ではたくさんの観光客が散策してお

り、登山の緊張感はない。登山道は一本道で良く踏

まれており、迷うことはない。火山性の砂礫の道で

大変歩きにくく、山頂まで 600mの きつい登 りは、

慣れない身体にはこたえる。また、登山道は風を遮

る場所がなく、悪天候下での歩き出しではつらく感

じられる。八合目(11:55)を 経て旭岳山頂 (2261m)

に着 く(12:30)。

独立峰の山頂は風が強 く、ガスも湧 きかなり寒

い。山頂にはハイカーやツアー登山者が多 く来てお

り、同じ道を往復しているようだ。旭岳山頂から裏

旭キャンプ指定地に下る。砂礫の急な下りで、途中

には雪渓も残っており、時期が早ければアイゼンが

必要なくらいの傾斜。景色の良い快適なキャンプ地

ではあるが、風雨を避けることはできない。天気も



少し持ち直して視界が良くなり、北海道の雄大な風

景を目の当たりにして歩 く。

キャンプ指定地か らは稜線上の登 山道が続 く

ので、気持 ちの よい縦走が楽 しめる所。間宮岳

(2185m)を 通過 (13:20)、 なだらかな登山道を進

んで北海岳 (2149m)に 立つ (14:00)。 さらに高山

性の歩きやすい稜線を、北海岳分岐より白雲岳を目

指す。同じような単調な道を、北海平を経由して行

く。白雲分岐手前には大きな雪渓が残 り、その雪渓

を横切る。特にアイゼンが必要な場所ではないが、

今までの穏やかなコース環境からは、少し雰囲気が

変わる。早い時期であればもっと雪渓の上を歩き、

距離も長いだろうと感じられた。所々に目印がある。

白雲分岐 (2120m)着 (15:00)。

分岐にザックを置いて、空身で白雲岳を往復する。

山頂手前には巨岩が点在 してお り、歩きにくい。白

雲岳山頂 (22295m)か らは旭岳や忠別岳、そして旭

川の街並みなど、360度遮るものなく見渡せる (15:

20)。 山頂で山岳ガイ ド協会事務局の金井さんと通

信できたので、携帯電話での通信は可能と判断する。

天気は、ガスが湧 くものの薄日が射したりと、まず

まずの天気。しかし、気温は低 く、結構寒い。

白雲分岐に戻 り(15:46)、 1日 目の宿泊地であ

る白雲岳避難小屋に向かう。分岐より少し歩 くと避

難小屋を確認することができ、安堵感が漂う。小屋

を見ながら下って行 く途中でヒグマの親子 3頭に出

会い、びっくりする。さすがに親熊はでかく怖かっ

たが、熊の方から逃げてくれたのでひと安心。途中、

小屋の管理人が′心配して迎えに来てくれていた。手

にはスコップと拡声器と熊除けスプレーが見えた。

白雲岳避難小屋 (2000m)に到着 (16:10)。 当初、

避難小屋が満員だと困ると思ってテントを持参した

が、シーズンも終わりで、遭難事故の影響もあって

か、結局宿泊客は 5人程度で、のんびりと利用させ

ていただく。まだ管理人も常駐 していたが、この管

理人は層雲峡方面の方で、この小屋より南には行っ

たことがないので、忠別岳や トムラウシ山のことは

知らないとの話。避難小屋に靴を脱ぎ、小屋のそば

にある雪渓から湧き出している水場へ飲料水を汲み

に行 く。この水場も熊の通 り道になっているそうで、

管理人に写真を見せていただく。登山者の多い時期

なら気にもならないが、テントで寝るのはあまり気

持ちのいいものではない。

[コ ースタイム]

ロープウェイ姿見駅 10:30卜旭岳 12:30卜 間宮

岳 13:20-北 海岳 14:00-白 雲分岐 15:00 白

雲岳 15:20-白 雲分岐 15:46-白 雲岳避難小屋

16 : 10

[コ ースのポイン ト]

スター ト地点の姿見駅から始まって、登山道では

風を避けられるような環境はなく、天候が悪い時は

終日、雨風に曝されることになる。登山道はよく踏

まれており、迷う心配はないが、ガスが濃い場合は

注意が必要。時期が早いと雪渓も残っており、その

上を歩 く所もある。距離的には 6～ 7時間の範疇で、

一日の行動としては標準的な距離。ただ、宿泊道具

を担いでの行動では、個人差がかなりあると思われ

る。コース中に困難な場所や危険箇所はない。水は

煮沸が必要。雨で濡れた場合でも、小屋で衣類を乾

かすことはできない。また、温かな飲み物などの確

保は、各自でしなければならない。

8月 27日 (木曜日)

朝食後、身支度を整えて白雲岳避難小屋を出る

(6:15)。 今 日の天気は雨模様なれど、まだなんと

か持ちそうである。ここから南に向かって忠別岳を

目指すが、大雪山らしい雄大な景色の中を行 く。高

根ヶ原分岐 (1770m)(6:55)ま では緩やかな下 り

で、歩き始めとしては身体が楽だ。さらに平坦な道

を平ヶ岳 (1752m)に (8:20)。

平ヶ岳から忠別岳へは緩い登 りに変わり、草原で

はあるがゴロタ石様の道になり、かなり歩きにくい。


