
遭難事故パーテイ行動概要

5時 30分      リーダー A(61歳 )が、今日は トムラウシ山頂には登 らず、迂回コースをとることを

伝えたが、今後の天候判断による対応などについては語らず。スタッフやメンバーの中

からは特に異論や質問はなかった。
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なお、出発時のウェアリングは全員、雨具の上下を確実に着ていたが、スタッフは、

各メンバーがその下に何を着ていたかは確認していない。
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避難小屋を出てす ぐにアイゼンを付けて出発。ただ、アイゼンの装着に不慣れなメン

バーがお り、時間を食う。

主稜線の ヒサゴ沼   雪渓はシェルパ D(62歳 )が、スコップでステップを刻んでサポー トしてくれたので

分岐         スムーズに通過、彼はここで別れ、ヒサゴ沼に戻っていった。

6時 10分      雪渓の終わりから主稜線に出るまではコル地形で、しかも西に向かって歩 くので風が

非常に強く、足元は大きな岩がごろごろしているためバランスが取 りづらく、苦労 して

進む。

稜線に出た所は化雲岳からトムラウシ山に続 く縦走路で、北に戻ると化雲岳、南下す

るとトムラウシ山である。

天沼付近        天沼から日本庭園にかけては、岩と緑と池塘が織 りなす景観が、文字どおり天然の日

本庭園のようで、晴れていれば格好の散歩道。この前後で 2回、それぞれ 5～ 10分ずつ、



風の当たらない岩陰で立ち休み。行動食を食べているメンバーもいた。

日本庭園        ここで休憩している間に、最後尾が追い付 く。特に遅れるメンバーはいなかった。

クワウンナイ川源頭から吹き上げる西風が強さを増 し、木道歩きで非常に難渋する。

時にはハイマツの上に吹き飛ばされるので、ガイ ドが耐風姿勢を教え、風の虐、する (弱

まる)瞬間を狙って前進する。この辺 りから少しずつパーテイの足並みにばらつきが出

てきた。

ロックガーデン     ロックガーデンは北沼手前の一面の岩礫帯。視界の悪い時は、ペンキ印や靴跡を頼 り

8時 30分ごろ   に登ることになる。ここまで通常コースダイムの 2倍近い時間がかかっていたものと思

われる。

岩がごろごろしていて歩きにくく、おまけに風雨は依然強いので、パーテイの足並み

は乱れ始めたが、なんとかまとまって進んでいた。ロックガーデンの途中で、静岡のパー

ティが追い抜いていった。
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ロックガーデンが終わった先で、登山道の沢状の窪地で風を避けて休憩、皆それぞれ

行動食や水分をとる。その上の広い平らで風がまた一段と強 くなった。

北沼渡渉点       トムラウシ山頂直下の南北には、2つの小さな瞳のような北沼と南沼がある。夏には

10時 00分ごろ   残雪がその青々とした湖面に映えて美しく、登頂前に一服できる所。ところがこの日は、

その北沼の様相が一変していた。沼からの水が氾濫して、川幅 2mほ どの流れになって

いた。

ガイドB(32歳)が流れの中に立って (水深は膝下くらい)、 手渡しでメンバーを渡す。

ガイドC(38歳 )も 同じようにフォローしていたが・…・・。

遅れていた3人のメンバーをリーダー A(61歳 )と ガイドB(32歳 )がサポートして渡

し、全員、渡渉を終える。「どこか風を避けられる所はないか」というリーダーAの リ

クエストに応えるべく、ガイドBが出発しようとしている時、ガイドC(38歳)か ら「ずっ

と肩を貸して歩いてきた女性客 J(68歳 )の様子がおかしい」との指摘がある。スタッ

フ3人は懸命に女性客」の体をさすったり、声を掛けて励ましたり、暖かい紅茶も飲ま

せたりしたが、しだいに意識が薄れていった。

1蹴置[典』::塩11島二二11111二基よI



北沼分岐

10時 30分ごろ

当初、リーダー A(61歳 )と ガイ ドC(38歳 )が付 き添っていたが、リーダー A自 身

が残 り、結果的には 2人でここでビバークすることになる (第 1ビバーク地点)。

渡渉開始からここまでの時間は、30分 くらいと思われる。渡渉を終えた段階で、ま

た一段 と風が強まり、息のない (弱 くなる瞬間がない)、 ずっと吹き続けるような風に

なった。メンバーは小さな岩陰に三々五々座 り込んでいたが、風に曝され、すぐには立

てそうもない状態だった。

このころ、男性客 C(65歳 )が誰言うともなく叫んだ。

女性客 」(68歳 )の付 き添いにリーダー A(61歳 )と ガイ ドC(38歳 )を残 して、本隊

は風を避けられる地点に移動を開始する。ところが、雪渓の上まで出た段階でガイドB

(32歳 )が振 り返ると、ガイ ドCが追いついて、通常位置の列の中ほどに戻っていた。

しかも人数を確認すると2人足 りない。ガイ ドCに先導を頼み、ガイドBが北沼分岐 (南

沼ヘ トラバースする湖岸道とトムラウシ山頂へと登る道の分岐)に戻ってみると、女性

客 N(62歳 )と 女性客 H(61歳 )がまだ残っていた。
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協議の結果、ガイドB(32歳 )と

(69歳 )がここに残ってビバーク、

バー 10人を下山させることに。
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ともに歩行不能な女性客 3人 と付 き添いで男性客 D

ガイ ドC(38歳)が引率して歩行可能と思われるメン

第 2ビバーク地点

11日寺30分～

12時 00分ごろ

ガイ ドB(32歳 )は女性客 N(62歳 )と H(61歳 )の体やザックを背負い、それぞれに

目が届 く範囲で何回か往復 して前進する。雪渓を登 り切った所に歩行不能な女性客 I(59

歳)に付き添って、元気な男性客 D(69歳 )が休んでいた。本隊 (ガ イドC〈38歳〉+メ ン

バー 10人)は雪渓上部の 2、 3分先で待っていたが、女性客 3人が歩けない状態なので、

ガイド2人で協議する。
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(注 )こ の先、本隊自体も幾つかのグループに分かれるので、登山コース上の地名を追って記述して

いくが、時系列的には前後することがあるので注意を。

「動ける人は、私に付いてきて下さい」というガイドC(38歳)の掛け声で本隊は下山

を始める。巻き道は、雪渓の先で大きな岩がごろごろした、 トムラウシ山頂からの岩礫

帯のスロープを越えると、平坦になって南沼キャンプ場へと続いている。

t轟二:二畠二:凛|

昼食後、ガイドC(38歳)の後に男性客 E(64歳)と 女性客 G(64歳 )、 男性客 F(61歳 )

が続いて再スター トする。しかし、歩き出して間もなく、後続 していた男性客 M(66歳 )

が遅れ出す。
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南沼キャンプ場

13時 30分～

50分ごろ

トムラウシ分岐

一方、衰弱 していた女性客 K(62歳 )と 女性客 L(69歳 )も 歩行が覚束なくなる。この

ころには風も弱まり、雨も止んでいた。

男性客F(61歳 )は男性客M(66歳 )を 歩かせようとするが動かせず、やむなく諦める。

南沼キャンプ場の 5分ほど手前と思われる。

2人の前方を進んでいた女性群 も難渋 していた。女性客 A(68歳 )は、追いついて来

た男性客 F(61歳 )に、女性客 L(69歳 )と 女性客 K(62歳 )のサポー トを頼み、先に進む。

ガイ ドC(38歳 )の記憶では昼食後、 トムラウシ分岐までは 15～ 20分で着いた模様。

ここは南西からトムラウシ山山頂へ登るための分岐で、彼が立ち止まって振 り返ったと

ころ、列がばらけて、彼の見る限りでは8人 しか来ていなかった。しかし、2人のため

に引き返すだけの余力が、体力的にも精神的にももうなかった。4人用テントも持って

いたが、とてもそれを建てるだけの力は残っていなかった。

それでも、 トムラウシ山の南側に回り込めば携帯電話の電波が通じるだろう、歩ける

所まで歩こう、と再び歩き始める。付いて行けたのは男性客 E(64歳 )と 女性客 G(64歳 )

だけ。あとのメンバーは確認できていない。
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