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          座長 村越真     {８人×１５分（発表１２分、質疑３分）＝２時間}     

 

     ① 報道側から見たトムラウシ山岳遭難事故の外観と推移  

岩城史枝（岳人編集部） 

② トムラウシ遭難に至る山岳遭難事故の現状を考える 

  青山千彰（IMSAR-J会長） 

     ③ 北海道大雪山系における遭難事故時の気象状況 

  城所邦夫 （元気象庁山岳部・山岳気象アドバイザー） 

     ④ トムラウシにおける低体温症について   

     船木上総（苫小牧東病院副院長）  

     ⑤ トムラウシ遭難事故 マスコミの問いに対する、登山専門旅行会社の見解     
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     ⑥ ツアー登山ガイドの判断に影響を及ぼすものについて  

 磯野剛太（（社）日本山岳ガイド協会 専務理事）  

     ⑦ トムラウシ遭難事故の法的問題 

          溝手康史（弁護士） 

     ⑧ 山岳団体から見たトムラウシ問題 
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15:40---16:40   ⅢⅢⅢⅢ．．．．事故事故事故事故のののの原因原因原因原因とととと問題点問題点問題点問題点にににに関関関関するするするする総合討議総合討議総合討議総合討議                        
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「トムラウシ遭難事故を考える」シンポジウムの開催にあたって 

 

日本山岳ｻｰﾁｱﾝﾝﾄﾞﾚｽｷｭｰ研究機構会長 青山千彰 

 

 2009 年 7 月 16 日に発生したトムラウシ遭難事故から既に、約半年の歳月が流れた。こ

の間、TVでは特別報道番組が組まれ、膨大な量の新聞記事とウエブ上での議論がなされて

きた。そして、「岳人」や「山と渓谷」などの山岳雑誌からトムラウシ山の遭難事故分析が

報告され、日本山岳文化学会でも、学術総会において、この問題が取り上げられた。 

 一方、研究組織として、日本山岳ガイド協会を母体とする「トムラウシ山遭難事故調査

委員会」と、日本山岳協会や日本勤労者山岳連盟の支援の下、日本山岳ｻｰﾁｱﾝﾝﾄﾞﾚｽｷｭｰ研究

機構のワーキンググループ「トムラウシ遭難およびツアー登山の安全性に関する WG」の２

グループが立ち上がった。前者では、すでに、詳細な調査に基づく「トムラウシ山遭難事

故調査中間報告」が報告され、2月末には最終報告が予定されている。後者では、三団体共

催の形で、その研究成果をもって、今回のトムラウシ問題を考えるシンポジウム開催に至

っている。他に、観光庁でも「ツアー登山安全対策連絡会議」が発足し、ツアー登山問題

に関する研究会が開かれている。 

 我が国の山岳遭難史の中でも、これだけの多くの組織と研究者・登山家・マスコミ関係

者、そして、遭難問題に関心のある一般の人々などが一山岳遭難事故に関心を示し、議論

の場を持ち、様々な立場から研究に関わり合ったことは、初めてのケースであろう。この

問題を機会に、今後、山岳遭難事故への取り組み方が大きく変化するのではないかと予想

している。 

 トムラウシ山の遭難事故が、夏山における単なる気象遭難とされずに、ここまで、多く

の人々の関心を集める理由は、ツアー登山のプロガイドに導かれたパーティで発生した大

量遭難事故死であるという事実である。すでに、多くの方から指摘されているように、主

催したアミューズ・トラベルの危機管理体制の不備と３人のガイドのあまりにも問題の多

い状況判断と危機回避行為は痛烈に非難されても仕方のないところである。 

 しかし、当シンポジウムの趣旨は「トムラウシ遭難事故」の原因を、主催会社、ガイド、

参加者、環境（気象・地形）、関係省庁、法的な解釈など様々な角度から分析し、そこにあ

る問題点を見つけ出すこと、そして、何よりも二度と同じような事故を起こさないために、

将来への有効な遭難事故対策の手法を検討することにある。決して、事故関係者の責任を

問う集まりではない。 

 日本山岳協会、日本勤労者山岳連盟、日本山岳ｻｰﾁｱﾝﾝﾄﾞﾚｽｷｭｰ研究機構の三共催団体より、

パネリストには、「トムラウシ遭難およびツアー登山の安全性に関する WG」から、岩城氏、

青山氏、黒川氏、溝手氏、外部から西内氏と気象専門家の城所氏、低体温症に詳しい船木

氏、ガイド問題に詳しい磯野氏らに依頼した。また、８人の生存者の中から戸田氏には、



事故当時の経験に関する口演を依頼した。 

 なお、シンポジウムの資料集において、巻末に参考資料として、元アミューズトラベル

ガイドであった山形昌宏氏の「アミューズトラベルにおけるガイド業務について」を掲載

した。内部告発的要素を含むため、関係者内で検討した結果、本来は内容の事実確認が必

要であるが、その作業は難しいと判断した。しかし、外部から見えにくい「会社とガイド

の雇用関係他の貴重な証言」として、本人も名前の公表を了解していることから、掲載に

踏み切った。あくまで参考資料として取り扱って頂きたい。 

 

 シンポジウムにおける８人のパネリスト、と司会者の氏名と略歴は以下のとおりである 

（１） 岩城史枝（岳人編集部、岳人でのトムラウシ記事担当者、大雪山系に詳

しい） 

（２） 青山千彰（関西大学教授、危機情報論を専門とする山岳遭難事故の研究

日山協遭対副委員長、労山顧問、IMSAR-J会長） 

    （３） 城所邦夫（元気象庁山岳部・山岳気象アドバイザー、日本山岳文化学会

の遭難分科会で、気象遭難問題を担当） 

    （４） 船木上総（苫小牧東病院副院長、低体温症の専門家として、大雪山系の

地元で活躍）  

    （５）  黒川    惠（アルパインツアーサービス株式会社代表取締役、ツアー登山問

題の第一人者で、山岳遭難問題に詳しい。ツアー登山のガ

イドラインをまとめる） 

    （６） 磯野剛太（（社）日本山岳ガイド協会専務理事、ガイド関連の事故問題の

第一人者で今回のトムラウシ山遭難事故調査委員会のまと

め役）  

    （７） 溝手康史（弁護士、山岳遭難問題に詳しく、著書には「登山の法律学」

がある） 

    （８）  西内博（日山協遭難対策委員長、山岳遭難問題ならびに技術指導など登

山界全般に詳しい） 

    （９）  村越真 （静岡大学教授、オリエンテーリングの第一人者で、道迷いな

どの空間認知問題の専門家、登山問題に詳しく大日岳遭難

の安全検討委員会委員を務める） 

 

                              

 

 

 

 



 - 30 - 

トムラウシトムラウシトムラウシトムラウシ遭難遭難遭難遭難にににに至至至至るるるる山岳遭難事故山岳遭難事故山岳遭難事故山岳遭難事故のののの現状現状現状現状をををを考考考考えるえるえるえる    

    

IMSARJIMSARJIMSARJIMSARJ トムラウシ遭難およびツアー登山の安全性に関する WG 代表    青山千彰青山千彰青山千彰青山千彰    

    

１１１１．．．．トムラウシトムラウシトムラウシトムラウシ遭難事故遭難事故遭難事故遭難事故のののの発生発生発生発生    

    2009年 7月 16日、北海道大雪山系において、10名の登山者が悪天候による低体温

症で死亡する大量遭難事故が発生した。特に、トムラウシ山では、ツアー登山中のパー

ティ 18人（ガイド 3人、参加者 15人）中 8人も死亡するという、我が国の山岳遭難

史において未だかつて例を見ない遭難事故ケースとなってしまった。夏山にもかかわら

ず、プロガイドに引率された人々が低体温症で大量遭難する。事故が世間に与えたイン

パクトは大きく、その影響は事故後、数ヶ月にわたり続いた各種マスコミ報道の過熱ぶ

りから、理解する事ができる。 

 トムラウシ遭難事故の実態、原因、問題点と責任、今後の対策については、既に、ト

ムラウシ山岳遭難事故調査委員会から出された中間報告書を初めとして、日本山岳協会、

日本勤労者山岳連盟共催の討論会、さらに、日本山岳文化学会の遭難分科会など各種山

岳遭難事故対策関係機関での学会発表や、また、膨大なマスコミ報道とウエブ上での調

査資料や議論などがある。その切り口は、多少の差はあるものの、ある程度、似かよっ

ている。ガイドの基礎能力、行動と意思決定問題、リスク意識、そして、アミューズト

ラベル社の危機管理能力と責任問題、参加者能力と装備、行動中の食料補給、気象環境、

ツアー登山の監督官庁などに関するもの等である。 

 一方、山岳遭難事故は、昭和から平成に移り変わった頃に発生した登山ブームを受け

て、毎年、右肩上がりに増加し続けてきた。なお、登山ブームの火付けとなった深田久

弥の日本百名山の一つにトムラウシがある。その結果、山岳遭難事故者総数は平成元年

（1989）で 794名であったものが、2008では 1933名となり、20年間で 2.43倍にま

で急増したことになる。 

本論では、このような遭難事故の急増の背景の中にある、様々な問題とトムラウシ問

題がどのように位置づけられるのか、その関連性について検討した。 

    

２２２２．．．．登山登山登山登山ブームブームブームブームのののの終焉終焉終焉終焉とととと増増増増ええええ続続続続けるけるけるける遭難事故遭難事故遭難事故遭難事故のののの背景背景背景背景    

トムラウシ遭難事故の翌日、2009年7月17日全国山岳遭難対策協議会が開催された。

警察庁からの報告によれば、2008 年における事故は前年度より大幅に増大し、事故者

総数が 1933名、発生件数 1631件、死者・行方不明者 281名と発表された。時まさに、

年間の事故者総数が 2000名に近づいているという、非常事態宣言の場でもあった。    

 

マスコミでは、「登山ブーム」という言葉が良く用いられる。日本百名山を中心に、
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今回のトムラウシ山から富士山に至る

まで、未だに非常に多くの登山者がつ

めかけている。しかし、日本全体から

見れば、登山者数は 2000年をピーク

として、減少し続けてきた。レジャー

白書でアンケート調査した登山者数

データを基に、登山者数の経年変化（図

１）を描くと、登山者数は 2000 年の

930万人から 2008年には 590万人にまで、    図１ 矛盾する二つの曲線 

右肩下がりに減少し続けている。確かに、登山用品店でも、かつての賑わいは見られな

くなった。この傾向から見る限り、「登山ブーム」は終焉したと考えるべきであろう。    

しかし、図中に併せて描いた遭難事故者数の推移に関しては、右肩上がりに増       

加の一途をたどっている。一般に、事故の発生数は、その母集団の大きさに比例する傾

向が強い。このように考えると、登山者数が減り続けている中で、事故者数が増加し続

けることは大きな矛盾となっている。我が国の登山形態が質的に大きく変化してきてい

るのであろうか。 

３３３３．．．．事事事事故増加原因故増加原因故増加原因故増加原因のののの抽出抽出抽出抽出 

そこで、事故者総数の増加原因について、遭対関

係者の意見を集約すると、図２に示す５つの要因が

考えられている。以下、個々の要因について簡単に

説明する。 

①まず、増加要因として、最も重要と考えられて

いるのは「登山者の高年齢化」である。従来より、

「中高年登山者問題」と題した取り上げ方が非常に

多いように、高齢化による体力の衰え、リスクに対

する対応の変化などが事故に影響を与えている       図２ 事故増加要因 

のではないかと考えられている。登山ブームが始まる 1989年ごろより、事故者にみる

中高年割合（40歳以上）は 80%を超えてきたため、中高年層が事故の増加原因を作り

出している中心的な年齢層といっても過言ではない。今回、トムラウシに参加した登山

者 15人の平均年齢が 64歳であったことは、中高年遭難事故の典型例と言える。 

 次に、②「携帯電話」の役割が、事故増大の一因を作っている。山岳部においては、

未だに圏外となる場所も多いが、かなりの場所で使用できる。登山者の携帯所持率も高

く、その結果、救助要請がし易くなり、レスキュー出動する回数の増大が、遭難事故者数

の増大につながっていると推定している。奥多摩、六甲山などで登山者の持ち物調査を行

うと、携帯電話を持参している登山者は 70%を超えた。道迷ったケースや転倒したケース

などで、従来は自力下山したケースでも簡単に 110 番することから、安易な救助要請が増
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加原因の一つとも考えられるが、勿論、大部分の救助要請は深刻な事故のケースと考えて

いる。 

 一方、③「未組織者」は、無謀登山・単独登山が多いとして、遭対関係者の間で、長い

間指摘されてきた重要な問題である。なお、「未組織」とは山岳会などに加入していない一

般登山者を指す。十分な登山技術を持っていないことがあり、事故を引き起こすケースが

多いため、問題視されてきた。如何に未組織者に安全登山技術を伝えるかが、遭難者数を

減らす最も効果的な手法であると考えられている。今回、問題となっているツアー登山を

支えているのも、山岳会的な行動を嫌う未組織者が多い。 

④「不十分な対策」は登山道・道標の未整備・老朽化と整備の偏り、登山リスク情報公開

の遅れ、などがあり、加えて、質的な問題として、県ごとに異なるレスキュー体制、レス

キュー捜査技術問題や夜間レスキュー活動の停止などもある。 

 最後に、⑤「変化する登山形態と意識」は、登山者層の中で、現在までの登山形態に

飽きたらず、より高度な登山（例えば冬山、クライミングなど）や、様々な山にチャレ

ンジしようとする人々が増加してきている。ツアー登山もその一つで、トムラウシ遭難

問題もここに含まれる。 

 以下、遭難事故の５つの増加要因の内、特に重要な老齢化の問題、登山形態の変化、

について検討し、併せて、トムラウシ遭難事故との関連性についても検討していく。 

 

４４４４．．．．急速急速急速急速にににに高齢化高齢化高齢化高齢化するするするする遭難事故遭難事故遭難事故遭難事故者者者者とそのとそのとそのとその特徴特徴特徴特徴    

 山岳遭難問題における「高齢化」の影響は大きい。その影響は、間接的には未組織者

の意識問題や登山形態問題にまで及ぶ。    

 既述のように、最近の遭難事故者の年齢分布に関する傾向については、中高年（40

歳以上）が常に 80%を超える。しかも、40歳代は非常に少なく、50歳代も急減するの

に対し、図３に示すように、60 歳以上で半数を超えるようになってきた。遭難事故者

の年齢分布が 60歳以上で半数を超えるのは、世界の中でも日本独自の傾向となってい

る。これらの事実から、山岳遭難問題においては、従来良く用いられてきた「中高年登

山」の時代が終了し、「高齢者登山」の時代が始まったと考えている。トムラウシ遭難

は 60 歳台の参加者が８割を超えていたこ

とから、高齢者登山時代を最も反映した事

故と言える。 

 一方、男女別に年齢分布特性を検討す

ると、大幅に異なる傾向を示すことが分

かる。男性の場合、年齢分布曲線のピーク

が毎年少しずつ高年齢側にシフトしていき、

その分布も幅広い年齢層に分布するのが特徴で   図３ 増え続ける 60 世代事故 

ある。女性の場合は、50歳代で急速に増加し、60歳の終わり頃、一気に減少する。 
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子育て終了後、健康と自然に関心を持つことで登山を始め、約 15～20 年間活躍する。

その結果、50歳台から 60歳台の年代層では、女性の事故者が男性の事故者を大幅に上

回る。トムラウシのパーティでも、参加者 15人中、女性が 10名を占め、内６名死亡、

男性５名中１名死亡となっている。 

 一般に、高齢者になると、筋肉、バランス、視力、反射神経などが低下し、事故を起こ

しやすいと考えられている。また、既往症を持ち、そのことが遭難の遠因となっている可

能性がある。しかし、「リスクが高い」と言っても、重大な事故を起こしやすい訳ではない。 

高齢者事故の特徴を表す方法として、事故データベースを基に、各世代の事故の受傷程

度を表す方法がある。受傷程度を山岳事故影響レベル｛死亡（レベル５）、重傷（レベル４）、

中程度傷害（レベル３）、軽度（レベル２）｝で表すと、若い世代ほどリスクレベルが高く

なり、高齢者ではレベル３が最も多い結果が得られている。このことは、「高齢者登山がハ

イリスクである」とする考えが成立しないことを意味し、世界的に見ても、若い世代に深

刻な事故が多いのは共通の現象のようである。 

 

５５５５．．．．変化変化変化変化するするするする登山形態登山形態登山形態登山形態、、、、ツアーツアーツアーツアー登山登山登山登山のののの成長成長成長成長とととと問題点問題点問題点問題点    

山岳遭難史においてツアー登山事故を位置づけると、戦後、間もなくパイオニア達の遭

難の時代から始まり、６０年代後半から遭難の低レベル化、大衆化が起こり出した。90 年

頃より、平成の登山ブームが起こると、件数は少ないものの、登山の大衆化時代を象徴し

ている登山形態として、ツアー登山事故が目立つようになり、全国山岳遭難対策協議会

などで議論されるようになってきた。 

今日の登山を、「高齢化」「ツアー登山」をキーワードとする「成熟した大衆登山時代」

と捉えると、トムラウシ遭難事故は、そのような時代の序章なのかもしれない。以下、ト

ムラウシとツアー登山問題について言及していく。 

    

    (a) (a) (a) (a) 多様化多様化多様化多様化するするするする高齢登山者意識高齢登山者意識高齢登山者意識高齢登山者意識    

多くの高齢登山者の特徴は、大なり小なり体力の衰えを認めているため、非常に慎重

な登山を行う点にある。高齢者事故にレベル３が多いのは、自分のペースを守り無理を

しない結果、深刻な事故の発生は少ないが、注意力や筋力の衰えによる事故数そのもの

の発生が高くなっていると考えている。 

高齢登山者の特徴を表す同様の事例として、日帰り登山装備に関するアンケート調査

を行うと、高齢者ほど予備食、救急医療セットなど、「もしもの事故」を想定して、装

備を重くする傾向が強い。今回のトムラウシも、その人の可搬荷重能力以上の荷物を運

ぶことで消耗してしまったケースも報告されている。 

その一方で、体力の衰えを気にしながらも、単なる自然指向、健康指向に飽き足らな

くなり、ツアー登山を通じて、より、レベルの高い海外登山や、クライミングを目指す

人々、日本百名山巡りに挑戦する人々が増加してきている。高齢者層は金銭面と時間に
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余裕がある人が多いため、山岳関係者とのつき合いの煩わしさもなく、足の便や宿泊の

便が図られ、安全性が確保されるような登山形態を望んでいる。まさに、このような人々

のニーズに応えて成長してきたのが「ツアー登山」である。ツアーの専属ガイドの案内

は何よりも、参加者に安心を与え、様々な経験と知識をもたらしてくれるため、満足度

が高く、リピーターが生まれる背景となっている。 

その結果、今では年間約 40万人を超える人々が利用し、登山形態や意識が大きく変化し

たと言われている。もし、ツアー登山がなければ、アイゼンさえ装着できない低技術レベ

ルの登山者（登山客と呼ぶべき）が、本来は訪れるはずもない山域で、見かけることはな

かった。トムラウシ登山は、百名山コースの中でも、ハードではあるが大雪山系の山歩き

と美しい高山植物が楽しめる熟練者向けコースとして、その典型的な事例と言えよう。当

然、参加者は危機が直前に迫るまで、安全性に関して、何の疑いも挟まなかったと推測し

ている。 

（ｂ）（ｂ）（ｂ）（ｂ）おまかせおまかせおまかせおまかせ感覚感覚感覚感覚ののののツアーツアーツアーツアー登山登山登山登山参加参加参加参加    

ツアー登山への参加者意識を調べるため、2004年に、「何故ツアー登山を利用するのか」

インタビュー調査を行った。その結果は、「便利だから」、「手軽さが良い」、「おまかせ」「ベ

テランに付いていけば安心」「観光旅行気分」「持っていくものも指示してくれる」「安いか

ら」「まるなげできるから」など、ツアー会社の企画とガイドに任せきった参加者像が浮か

び上がってきた。 

これらの回答から、ガイドとツアー参加者との関係は、参加の初期段階から、既に強い

引率関係が形作られていると考えられた。その関係は、一般の海外旅行のツアーに参加す

る添乗員と参加者の関係と全く変わらない。ガイド能力を疑うようなことは全く考えられ

ず、登山リスクさえも、旅行中、添乗員にパスポートを預けるように、全面的に任せてし

まっている。 

このような参加者意識の持ち方は、ツアーの主催者側には、ガイドしやすく、望ましい

関係に違いない。ガイドへの強い依存意識は、天候の悪化など、厳しい局面になるほど強

化される。当然、意思決定の場において、参加者が盲従する可能性が高く、自ら危険を予

知し、回避する行動は期待できない。むしろ、ツアー行動中に危険を予見し、回避行動を

とる参加者がいると、集団行動を乱す者として、ガイドには受け入れ難い存在となる可能

性が高い。 

トムラウシ事故後、参加者を評して「依存度が高過ぎる、最終的に自己責任が基本とな

る認識が不足していたのでは？」との声が良く聞かれた。しかし、この声は「低体温症の

原因となった長時間の待機中、ガイドからの指示が全く出されなかった際も、自己責任で

乗り切るべきであった」と言いたいのであろうか。主催者側に、あまりにも都合の良い論

理のような気がする。 
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（（（（ｃｃｃｃ））））ガイドガイドガイドガイド資格資格資格資格のののの見直見直見直見直しししし    

勿論、参加者によるガイドへの依存は、「ガイドの能力が十分にある」と信じた上でのこ

とであるが、参加者側からは判断できない。我が国においては、山岳ガイドの資格が、日

本ガイド協会による資格で、国家資格でないため、自称ガイドでも通じるところに問題が

あると言われてきた。 

トムラウシにおいても、事故が発生した 16日の段階で、３人のガイドが引率していたが、

ガイド資格を持つのは１人のみであった。その上、引率者としても意思決定の場で、それ

ぞれの役割がハッキリせず、責任者が分からない特徴を持っていた。避難小屋からの出発、

引き返し判断、渡渉、セルフレスキュー、待機指示、ビバーク、引率下山、警察への救助

要請の判断など、様々な意思決定の場で、何故これ程まで致命的なミスを重ねていったの

か、ガイドと名乗るにはあまりにも問題が多すぎる。 

今回の事故を機会に、国土交通省を初めとして関係省庁には、我が国におけるツアー登

山ガイドの問題点を徹底的に検討し、欧米並みの国家資格を目指してほしいと強く願って

いる。 

 

（（（（ｄｄｄｄ））））おおおお花畑花畑花畑花畑にににに潜潜潜潜むむむむ登山登山登山登山リスクリスクリスクリスク    

一方、アミューズトラベルのトムラウシのパンフレットには、美しい山容を背景にお花

畑が写る平和な風景、その横に登山行程が印刷されていた。これだけのリスクを伴うツア

ー登山のパンフレットとして、消費者の関心を誘う美しい風景情報だけでも良いのか、大

いに疑問を感じる。誇大広告という言葉があるが、これは消費者被害であろう。ただし、

ツアー登山のパンフレットの作り方は、アミューズ・トラベル社だけでない。他社もほと

んど変わらず、絵はがきの様な風景とツアー日程だけのものが多い。 

加えて、参加者に与えられる装備・服装表、行程表と簡単な注意書きには、最も重要な

リスク情報（2002年、同じ 7月に、トムラウシで、低体温症による死亡が発生したこと）

が書かれていなかった。もし、トムラウシ参加者に、予めリスク情報が与えられていたと

すれば、如何にガイドに頼り切った参加者でも、もっと早い時点で、遭難への可能性につ

いて、ガイド判断に異を唱える人も出たかもしれない。低体温症の最大の原因となった１

時間半？の待ち時間でも、よりましな避難場所に移動し、食事を摂り、服を重ね、サバイ

バルシートを体に巻く、そして、ツェルトをかぶり、参加者同士くっつきあって低体温症

を防ぐ手だてを講じることができたのではないかと、考えている。「参加者の自己責任」を

問題視するのなら、まずは、リスク情報を提供することが最重要課題であろう。勿論、本

来ならガイドが指示しなければならない内容である。  

かつて、ツアー関係者から、「リスク情報のようなものを出せば、客が来なくなる」と指

摘されたことがある。トムラウシ問題を介して、ツアー登山業界のもつ構造的な問題の一

端を垣間見た気がした。 

トムラウシ問題を消費者被害としてとらえている弁護士が、旅行業法を所管している国
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土交通省に「アミューズトラベルに対し、何もしなくて良いのか」と苦言を呈している。

そのとおりである。ツアー登山問題は、「旅行業カーテン」の内側にあり、他の山岳団体か

らの干渉が難しい以上、国土交通省が旗振り役となって、この問題の解決を目指すか、旅

行業団体自らが抜本的な意識改革を行わない限り、大規模事故は繰り返すことだろう。 

まずは、お花畑だけを強調するパンフレット、リスク情報の挿入の義務化等を急いでも

らいたいものである。 

一方、参加者も、「ツアー旅行でのおまかせ意識」を捨て、「登山客」から「登山者」に

目覚めるべきである。ツアー登山の現状を良く理解して、コースの把握、過去の事故事例

などの情報を把握した上で、集団行動をとるため、体調管理の上、参加すべきであろう。 

 

（ｅ）（ｅ）（ｅ）（ｅ）トムラウシトムラウシトムラウシトムラウシからからからから学学学学ぶぶぶぶツアーツアーツアーツアー登山問題登山問題登山問題登山問題    

 今回の事故から学ぶことは多い。特に、ガイド能力、アミューズトラベルのリスク対応

や計画性、責任問題など、数えあげると要因だけでも約 50項目に及ぶ。 

 これらの要因の中で、研究が特に急がれる問題として、ガイドレシオを含めた、集団行

動下の登山リスク問題がある。今後もツアー登山を継続していくためには、様々な集団行

動シミュレーションを基にした実践的な対応研究が必要と考えている。トムラウシを参考

とした想定事例の一部を紹介する。 

 ①参加者１人が意識を失う程、体調を悪くした場合、あるいは外傷を負った場合、どの

ように対処すべきなのか。②複数のガイドが張り付くのか、③その間、他の参加者をどの

様に扱うべきなのか。④その時の環境条件、参加者の体調も加味しながら、総合的に判断

するには、どうすれば良いのか。⑤どの段階で、警察に遭難事故として連絡すべきなのか。 

さらに、⑥環境条件が悪化した場合、⑦参加者が新たに倒れた場合、⑧ガイド自身が倒れ

た場合、どのように対処すべきなのか。⑨何よりも、これらの事態に、どの様な役割のガ

イドが意思決定を行い、そのことに責任を持つべきなのか。 

参加者に、何の指示もなく北沼での待機を強いたガイドの責任はあまりにも重いが、ツ

アー会社のレベルで、普段から、このような事態を想定訓練していない限り、現場での適

切な指示行動は難しいと考

えられる。 

図４は、以前、ガイドレ

シオの検討の際、リスクが

増大する環境下でのガイド

能力について模式的に表し

たものである。トムラウシ

では、早々とガイド二人が

サポート限界（Ｃ点）を超

えてしまったことで、大事
図４ リスク増加によるガイド業務負荷模式図 
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故につながっていったのであろう。 

激しい競争の日々を送るアミューズトラベル社、そこと契約した登山ガイドとその関係

者にとっては、とりたてて安全登山に神経質にならなくても、大きな事故など発生しない

幸運な日々が続いてきたのであろう。その結果、「遭難事故リスクに対して、あまり、うる

さく対処しなくても問題はない」という慣れが、関係者全員に生じていたと考えている。

トムラウシは、やるべき事をしなかった、起こるべくして起こった事故と考えざるを得な

い。 

６６６６．．．．トムラウシトムラウシトムラウシトムラウシ遭難遭難遭難遭難をををを風化風化風化風化させないためにさせないためにさせないためにさせないために    

  トムラウシ問題の発生で、増加し続ける山岳遭難問題に大きな波紋が生じた。その広

がりが、関係省庁や山岳団体の安全登山活動に、どのような形で影響を及ぼしていくのか、

まだ、見えないのが現状である。しかし、少なくとも、どのような領域に問題があるのか、

その姿が少しづつ明らかとなり、様々な研究領域への糸口を示してくれたことは確かであ

る。 

 現在、その糸口から、ガイド資格問題、今後のツアー登山のあり方、集団行動と登山リ

スク問題等、とり急ぎ検討するべき様々な問題が見えてくるが、山岳遭難を取り扱う立場

からは最も重要な課題が「事故調査法の確立」である。 

 山岳遭難事故統計データによると、入手可能な 1956 年から 2008 年の 53 年間のデータ

からでも、既に 37,059件の事故が発生し、10,468人が死亡した。その間、雪崩、疲労凍死、

滑落、落石、落雷、渡渉失敗などによる様々な大規模遭難事故が発生するたびごとに、事

故の関係者（例えば所属山岳会や大学山岳部）や専門家によって調査が実施されてきた。   

しかし、事故調査に関しては、他の専門分野のように十分な研究者や専門家が確保でき

ないこともあって、事故の直接の関係者が調査員に含まれることもあり、客観的な調査が

行われたのか疑問を呈するケースも数多く見受けられた。 

加えて、様々な山岳遭難事故の発生に対して、事故調査法そのものが、研究されていな

いため、各調査員の経験的な判断に委ねざるを得ず、調査結果に大きな個人差が生じるの

は避けがたいのが現状である。 

早急に、公平性、透明性に配慮した第三者による事故調査のあり方、事故の内容に対応

した調査方法の確立とそのマニュアル化について、研究していかなければならない。 

幸い、今回のトムラウシの事故においては、関係省庁の会議を始め、２つの調査研究委

員会が活動しており、これらの活動成果と調査方法のノウハウが山岳事故調査法の確立の

手助けになることが期待されている。 

日本山岳サーチアンドレスキュー研究機構では、現在活動中の「トムラウシ遭難および

ツアー登山の安全性に関する WG」の継続委員会として「事故調査法の検討委員会」を今

春より発足させることとした。多くの山岳遭難事故の犠牲者の冥福を祈ると共に、これら

の研究活動の成果を持って、少しでも遭難事故の犠牲者を減らしていきたいと願っている。 



トムラウシにおける
低体温症について

2010/2/27 神戸市 王子動物園ホール

北大山とスキーの会 苫小牧東病院副院長 船木上総

始めに
去年トムラウシでは夏にもかかわらず、低体温症
で8人の方がなくなりました。登山において、低体
温症はどうして起きるのでしょうか。体温はどの
ように下がっていくのでしょうか。そのとき人間の
動作や意識はどのように、変化していくのでしょ
うか。また、なぜ「疲労凍死」と言われるのでしょ
うか。そして、どのようにしたら低体温症を予防で
きるのでしょうか。今日の講演では、以上の疑問
にわかりやすく答えていきたいと思います。楽し
い登山が悲しい記憶にならないように、しっかり
基本的な知識を身につけ、登山の中で実践でき
るようにしていきましょう。

1.熱の喪失

トムラウシで
登山者から熱を奪ったもの①

風

対流

風がある場合⇒対流対流が生じるが生じる

対流は対流は温度差温度差とと空気の動く速度空気の動く速度
によってきまるによってきまる

熱の喪失量熱の喪失量

風速風速のの22乗に大体乗に大体 比例比例

風速体感温度表

http://www.eonet.ne.jp/~aijiro/taikan%20ondo.html

5℃で
風速
18mの
場合

体感温
度は

-12℃



トムラウシ生存者のことば

風がすごく強くて立っていられないんです。
先頭のガイドの声が風で聞こえなくて。そ
れをサブガイドが「風が強く吹いたら、とに
かくしゃがんで」と繰り返していました。

山頂にむかう稜線に出たのですが、ひた
すら西から吹いてくる横風で、何度も吹き
飛ばされそうになったのです。

トムラウシで
登山者から熱を奪ったもの②

濡れ

蒸発 (発汗、不感蒸泄)

皮膚上の皮膚上の1g1gの水の蒸発での水の蒸発で

580cal580calの熱が奪われるの熱が奪われる

不感蒸泄不感蒸泄

一日一日520kcal (900g)520kcal (900g)皮膚皮膚70% 70% 気道気道30%30%

衣類が濡れると⇒断熱効果衣類が濡れると⇒断熱効果 消失し消失し

蒸発と風の対流による熱喪失蒸発と風の対流による熱喪失が増大が増大

遭難者が搬送された病院では

「搬送された7人全員が 下着
までずぶぬれで 体が冷えきっ
ていた。体温が10度しかない
人もいた。」

7人のうち

5人の死亡が確認された。
朝日新聞 2009年7月23日

トムラウシ生存者のことば

とにかく、この日はものすごく寒かった。私
はバックパックに入れておいた防寒着を、
前日に雨で濡らしてしまいました｡寒さ対策
として持参した大きなタオルの真中に、頭
が入るほどの穴を開け、かぶって肌着の
上から体を挟み込むにしたのです。その上
にジャンパーを羽織り、雨合羽を着ました｡
それだけ着込んでも、ちょっと立ち止まると、
手足がすぐにかじかんでくるほどでした。

トムラウシで
登山者から熱を奪ったもの③

低温



札幌管区気象台

前日の15日から低気圧から延びる前
線が道内を通過していた。しかし、前
線が抜けても、雨量が減るだけで、む
しろ風は強まり、気温は下がることの
ほうが多い。

北海道新聞 2009年7月22日

放射

熱を喪失する 大の原因

固体は赤外線の形で熱を放射

熱の喪失量は二つの温度の4乗の差

黒>白

具体例:夜汽車の冷えた窓、日向ぼっこ

トムラウシ生存者のことば

自力で下山した女性のひとり

「なくなった方々の3人の方がダウンジャ
ケットを持参されていました｡私はフリース
程度しか持ってきていなかったのですが、
持参したアルミシートを体に巻きつけてい
たため、暖かく、助かったのだと思います｡
これは災害救助用のもので、初めて使い
ましたが、こんなにいいものかと感動しまし
た。」

生死を分けた衣類の違い

生存者

全員が強い雨に
長時間うたれて
も雨を通しにくく
防寒機能のある
厚手の上着をき
ていた。

凍死者

凍死したツアー客7
人全員が 防寒、
防水機能が低い

薄いウィンドブレー
カーなどしかきてい
なかった。

朝日新聞 2009.7.23

生還者の衣類

H 一日目から嘔吐、二日目食欲不振があ
り、体調が悪かったが、ダウンを着ていた。

ガイドC 北沼渡渉中に転倒し、全身ずぶぬ
れになり、前トム平下方のハイマツの中に
転倒し、21時間意識を失っていたが、ソフ
トシェルを着ていた。ガイドBも着ていたが
なくなったガイドAは着ていなかった。

トムラウシで
登山者から熱を奪ったもの④

接触物
(岩、地面)



伝導

直接接触している物質に熱が移る直接接触している物質に熱が移る

岩石、氷、金属、地面岩石、氷、金属、地面

水の伝導率は空気の水の伝導率は空気の240240倍倍
冷え切ったアルコール冷え切ったアルコール

ストックストック

温度差、熱伝導温度差、熱伝導率によってきまる率によってきまる

トムラウシ生存者のことば

夕暮れで暗くなってきました。救援も来る
気配がない｡テントもツェルトももってきてい
ないので、草地の低木の上にマットを敷き、
寝袋に包まって野営することにしました。フ
リースやシャツの上にゴアテックスの雨具
を着ました。チョコレートやパンを食べたら、
昼間の意識が朦朧とした状態に比べれば、
だいぶ回復してきました。

トムラウシ生存者のことば

一緒にいた男性が、「ここに入りなさい」と
言って、膝の間に入れてくれたんです。そ
うやって体を誰かにくっつけていないと、と
ても寒くて耐えられないほどでした｡互いの
体を手でさすり合いながら、なんとか暖を

とっていたのです。

4通りの熱の喪失から身を守ること!

風 対流

水(濡れ) 蒸発

低温 放射

接触物 伝導

RES-Q Products  Inc.    Robert Douwens

２.熱の産生
①食べ物による熱産生



エネルギーの源

エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング 八田秀雄

運動時の脂質と糖質の利用

エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング 八田秀雄

人間が貯蔵できるグリコーゲン

通常は摂取カロリーの60%
2000kcal×0.6=1600kcalしか
肝臓と筋肉に貯蔵できない。

⇒従って、繰り返し 行動中に

摂取することが必要。
終日はBさん2500Kcal以上、 Cさん3500kcal以上 の

エネルギーを消費した。

熱を産生するため
の行動食

トムラウシ生存者のことば

みんな疲れているようでしたが、こんな時
こそ栄養を補給して体力を維持しなければ
なりません。私は何でもいいから口に食べ
物を入れましょうと呼びかけたのです｡でも、
みんなそれどころじゃなかった。しっかり食
べて、歩き続けなかったら大変なことにな
るのは自分たちです｡



トムラウシ生存者のことば

私は持参したカロリーメイトや魚肉ソー
セージ、きな粉棒をたべたり、アミノバイタ
ルやアリナミンVなどを飲んだり、何分かお
きに、何かを口に入れるようにしていました｡

②運動による熱産生

運動時の熱の発生量
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全身 筋肉 心臓 脳 肝臓 腎 胃

安静時

運動時

Lehmann 労働生理学者 ドイツ

休憩直後の歩き始めに要注意!

H北沼渡渉点を過ぎて立ち止まったところ
で、体が一気に冷え込んできた｡腕で押さ
えても止まらないほど全身が震え、歯がガ
チガチ鳴った｡四つんばいで歩き,やがて記
憶をなくした｡どこで倒れたか記憶にない｡

A北沼では猛烈に寒く、眠くなり、どうでも
良くなった｡

３.低体温症
↑

熱産生<熱喪失

低体温症の定義

寒冷にさらされ、

体温（コア温度）が

35℃以下になった状態



コア温度とシェル温度

コア温度 (核心温)
心臓/肺/脳の温度

シェル温度(外層温)
皮膚/筋肉の温度

寒冷時の体温維持機能

1.皮膚、四肢の血管収縮⇒体表温=外気温

⇒放射熱↓

2.寒冷時 エネルギー消費量>常温時⇒熱↑

しかし、同じ活動でも疲労度が高まる｡

3.ふるえによる熱産生

高齢者の対寒冷体温調節

ふるえによる熱産生 ↓

⇒開始遅れ 強さ不十分 不正確

皮膚血管の収縮能力↓

⇒開始遅れ 血管収縮不十分 不正確

体温を正確に把握できず、体温調節反応
が低下している｡(4cm2あたりの冷点 若者
66 高齢者32。指先の温度識別～50歳
1°60歳2°70歳5°)

過去10年間の夏山遭難で40歳以上の中高年 8割 北海道警察

低体温症の症状

低体温症の死亡率は?

重症の場合

40～90%
しかし、神経学的に

完全に元に戻る場合もある

よって、救命をあきらめないこと

低体温症 時間との勝負

出発後 低体温症になるまで

天気が悪いと ５~６時間

絶悪の天気の場合は １~２時間

一旦、低体温症になると 3時間以内に

死亡することもある。



温度と症状

３６℃ 基礎代謝率の増加

３５℃３５℃ 大の震え大の震え 判断力の低下

３４℃ 健忘 構音障害

３３℃ 運動失調 意識の低下

３２℃３２℃ ふるえふるえ消失消失

３１℃ 血圧測定不能

３０℃ 心房細動 筋硬直

２９℃ 瞳孔散大 心室細動

２７℃以下深部反射の消失 死人様 心停止

軽症

重症

不可能

限界あ
り

可能

復温
重症度

(℃)
意 識 体の動き 震 え

心拍数

(/分)

軽症

32以上

無関心

健忘

ふらつき
転倒

大 正常

重症

32以下

錯乱⇒
意識消失

立てない 止まる ８０～５０

重症

28以下

反応無し 寝たきり 無し ５０以下

低体温症の症状 現場では？

トムラウシ生存者のことば

一緒に下山していた女性の1人が､うわ言
のように、「早く下に降りないといけない」と
つぶやき、突然しりもちをついた状態です
わりこんでしまいました。自分のザックから
寝袋を取り出して掛けたが、全く受け答え
ができず、どんどん体がつめたくなって
いったのです。」

低体温症患者の体温と酸素消費量

37.8

35

32

29

ml/kg/min

BASIC ESSENTIALS HYPOTHERMIA WILLIAM W.FORGEY.M.D.

低体温時の酸素消費量(l/min)

0

0.2

0.4
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0.8

1

1.2

安静時 歩行時 安静-0.61度

酸素消費量

Pugh LGCE:Cold stress and musclar exercise.Brit Med J 1967;2:333-7

４.まとめ



低体温症の3つの要素

１．体を冷やす要素

低温、濡れ（雨、汗、水）、風、接触物

２．保温

皮下脂肪、衣類

３．熱産生

運動、震え、ｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝ貯蔵、水、栄養

登山での低体温症の5つの原因

1.悪天候

2.風雨にさらされた状態でのビバーク

3.不十分な衣服、濡れた衣服

4.疲労

5.経験不足、トレーニング不足

低体温症の予防

①衣類 こまめな着脱、着替え、雨具

②水分 温かい飲料、意識的に摂取

③栄養 炭水化物、蛋白質

④ビバーク 勇気ある撤退

⑤低体温症の早期発見

歩行緩慢、無関心、記憶低下、震え、眠気

⑥くっ付き合う

北海道の山は夏でも

寒い!!
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トムラウシ遭難事件                                    （平成 22 年 2 月 27 日） 

マスコミの問いに対する、登山専門旅行会社の見解 
                          
回答者 

アルパインツアーサービス株式会社  

代表取締役 黒川 惠（くろかわさとし）   
（プロフィル） 

         1950 年東京生まれ。中央大学附属高校から中央大学を通じて山岳部に所属。94 年と 95 年の冬季に中大学生隊を率い

てチベット・ニェンチンタングラ山群へ遠征。山岳部前監督。日本山岳ガイド協会認定登山ガイド、同評議員。2004 年 6 月、

旅行業ツアー登山協議会（当時）会長として、「ツアー登山運行ガイドライン」をまとめる。 

 

まず最初に、「単独行より、ツアー登山」、と言われるために、登山・トレッキング専門旅

行会社として、もっとたくさんの登山愛好家の支持を得たいと思っています。 

「一人では行けない、でも行きたい。」と思っている人や、山仲間がそばにいない人に、ツ

アー登山を利用してもらえれば、と思います。そのためには、ツアー登山を扱う旅行会社が、

安全に配慮しながら、参加者に安心感を与える努力をしなければなりません。しかし、登山

は、自分自身の体力と気力と経験を駆使して達成するスポーツですから、参加者自身も、

知識と技術の習得や体力の維持に努めていただきたいと思います。個人山行もツアー登

山もガイド登山も、登山に変わりはない、ということです。 
 

 

Ｑ１．トムラウシの経験がないガイドが２名同行しているが、こういうケースはよくあるのか？ 

Ａ：  一般的に、そのコースを熟知した別の引率者がいた場合には、たまたまその当該コース

については初めて、という者が同行する場合もある。しかし、引率者は登山の初心者であ

ってはならない。ガイドレシオは参加者人数対引率者人数の比率を示したものだが、それ

が意味することは員数合わせではない。旅行業団体が独自に定めている、「ツアー登山運

行ガイドライン」には、引率者の技量と装備についても詳しく記述されている。それに合

致しない者は引率者とはいえない。 

当然のことだが、山には信号機がない。ゴー・ストップは登山者自身が決めることだ。

しかし、ツアー登山では、引率者が決めなければならない。そうでないと、安全管理上重

要な集団形成ができないからだ。したがって、引率者には正しく判断できる信号機能が備

わっていなければならず、信号機能を高める原動力は、登山経験そのものである。端的に

いえば、年季が入っているかどうか、ということになる。 

 

Ｑ２．県外のガイドが同行することは普通なのか？それはなぜか？ 

Ａ． 旅行業者は、企画実施会社として主体的にツアーを運行しなければならない。外部のガ

イドに丸投げではいけない。また、募集母体として、参加者に対する顧客サービスの面、

いわゆるホスピタリティーの点からも自社スタッフを同行させることはツアー運行の重要

な部分だと考えている。 

また、山のガイドは各県ごとにガイドの組織があるわけではないが、一般的に地元ガイ

ドは、その土地の情報や特質はよく知っているはずだ。とくに北海道は日本の最北でもあ

り、自然状況は本州南部の山とはかなりちがっている。経費面では日当など人件費が同じ

とすれば、遠隔の県外から交通費や宿泊費をかけてガイドを派遣するより地元ガイドと現

地で合流したほうが利点が多いのではないか。しかし、夏のピークシーズンには地元ガイ

ドの手配ができないこともあるだろう。 

 

Ｑ３．今回のツアーは、避難小屋への宿泊を前提としていたようだが、問題はないのか？ 

Ａ． 問題はあると思う。創業 40 年のアルパインツアーサービスは、22 年前の 87 年からこの
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縦走プランをおこなっていたが、避難小屋頼みの計画では、他の登山者へも迷惑をかけ、

また安全管理にも問題があることから、90 年からは全員分のテントなどすべての野営具を

背負って行くようにした。参加者にも少し分けて持ってもらったが、結局、荷物も重くな

り、縦走路も長く、参加者への負担も大きいので、92 年には、この縦走プランを打ち切る

ことにした。このコースは珠玉の大縦走ともいえるので、人気も高く、発表すれば必ず集

まった。以後、南南東側の登山道である、縦走の下山ルートからの日帰り登山に切り替え

ることにした。 

   避難小屋など、営業していない無人小屋は、収容人数に余裕があるとき以外、登山ツア

ーではテントを使用することも検討すべきだ。また、こうした小屋ではお互いに譲り合う

ことが常識で、花見の場所取りのような行為はぜったいにやめるべきだ。 

 

 

Ｑ４．山中で分散行動をとることがあるか？ 

Ａ.   通常の行動ではありえない。通常でない行動とは、連続する崩壊地等の通過である。

こういった状況に際しては、ひとかたまりの団体ではなく少数に分かれて、かつ足早に

通過し、危険を分散する。また緊急避難的な状況も通常の場合ではないが、その段階で

はすでに遭難が発生していると言えるから、むしろ集団形成の重要性は増し、同時に引

率者は確固たるリーダーシップを発揮しなければならなくなる。 

自集団形成なくして安全管理はない。もっとも重要なことは、引率者と参加者が相互に

視認できる間隔を保持することである。たとえば、くねくねと曲がっている山腹トラバ

ースでは、たった５メートルの間隔があいただけで、その先に分岐があれば、後続者は

先行者を見失ってしまうおそれがある。このようなケースでも道迷いが発生する。 

 

Ｑ５．参加者の体力などの正確な判断は可能か？ 

Ａ.  参加申込書に登山経歴や過去の同行ガイド名、歩行力、既往症、持病の有無などを記

載してもらうことによって、ある程度の把握はできる。実際に登山行動がはじまれば、

体力、経験度合い、歩行力、協調性などが垣間見えてくるので、その段階で対処するこ

とも可能になる。確かに、外見から他人の健康状態を把握することは難しいが、体調異

常等をすぐに自己申告してもらうことを徹底すれば、疲労困憊状態で漫然と歩行させる

ことにはつながらなくなるだろう。 

 

Ｑ６．ガイドの雇用について 

Ａ.  当社は、登山・トレッキングツアーの引率者を「ツアーリーダー（ＴＬ）」と呼称し

ている。ＴＬは旅程管理義務も負っている。正社員のうちＴＬ業務にあたることのでき

る者は､約３０名。業務委託をしているＴＬ専任スタッフは､約３０名。ＴＬ業務をおこ

なう者の基準は、資格より実力が優先すると考えている。「ツアー登山運行ガイドライン

（ガイドライン）」に記載されている能力のほとんどを有していることが最低条件である。

また、過去の登山経歴が豊富なことは、安全配慮義務遂行のうえで重要である。修羅場

を知っている者とそうでない者とは最初の判断基準がことなるからである。簡単にいえ

ば、信号機が黄色から赤色に変わることを予見できるのは経験度合いの多寡が大きく影

響する。 

    

 

Ｑ７. ガイドの養成について 

Ａ.   旅行業ツアー登山協議会（当時）がまとめたガイドラインは、私（当社）が積み重ね

てきた経験を土台にして文章化しているから、当社のＴＬは、ガイドラインの中味を充

分理解し、実践している。養成や研修は重要だが、もっと重要なことは「山へ行くこと」

である。経験豊富なＴＬの下で、新人は OJT をおこなうことによっって実力をつけてゆ

く。おざなりな机上研修など山で風に吹かれれば簡単に忘れ去るだろう。頭と身体でた
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たき込むのが登山リーダー研修である。とはいえ、救急法や気象など机上講習が重要

視されるものは多い、当社ではそれらの講習を年数回、不定期でおこなっている。また

山と溪谷社との提携事業でおこなっている「ヤマケイ・カルチャークラブ」での各種机

上講習にＴＬが出席し、受講することが知識蓄積と復習の一助となっている。簡単にい

えば、年何日研修したから一人前になれると思ったら大間違いだということ。 

 

 

Ｑ８．ツアーの催行人数とガイドの人数について 

Ａ.  ツアー登山運行ガイドラインに併載している、ガイドレシオ参考表にはコース・グレー

ドの定義的説明も併記してある。これにそって適正レシオを判断することになるが、通常、

20 人以上がひとかたまりになって団体構成し、常に同一行動、という形態はいかがなもの

かと感じる。なぜなら、登山者の多い山岳では登山道の占有にもつながりかねないからだ。

このような多人数であれば班別行動として、２パーティーが５分から 10分離れるだけで山

は静謐さをとりもどせる。通常は、１パーティーとしては、10 人～15人の参加者に 2名な

いし 3名の引率者が適切な配置ではないか。 

 

Ｑ９. 予備日について 

Ａ. 旅行日程に予備日をあらかじめ含むことはしていないが、実際に悪天その他の理由で、

日程が延長されたことはある。航空便変更等は航空会社との交渉力が必要である。とく

に登山行動は天候次第であるから、悪天のために停滞し、日程が延長されたとしても、

参加者の理解は得られる。旅行日程は契約の重要な要素であるから、「何もしないことに

なるかもしれない、予備日」をあらかじめ設定し、その料金を加えることは旅行業者と

参加者双方にとって、めんどうな精算となる可能性が大きい。安全確保は旅程保証（契

約）に優先することは当然である。予備日の設定は、旅行契約においてはやっかいなも

のである。日程延長の可能性については参加者に周知すべき課題と考えている。 

 

Ｑ１０．会社にとって日程どおりにツアーをおこなうことは重要か？ 

Ａ.  一般的な旅行契約からいえば、旅程保証規定があるくらいだから、極めて重要なことで

ある。しかし、登山行動においては、安全配慮義務は旅程保証義務に優先している。安全

配慮と旅程保証は、実は相反する義務であることを主催会社と参加者の双方において理解

しておかなければならないことである。 

 

Ｑ１１．ツアー内容（日程）の変更の場合、判断は誰か、本社への連絡と方法は 
日程の変更が必要と判断される場合、現場情報はまず引率者から本社に伝えられ、本社

は気象の問題であれば、契約している山岳専門の気象予報士から詳細予報を取り寄せ、現

場に伝える。現場から直接気象予報士に連絡することもある。変更内容については、参加

者の人数、経験度合い等を総合的に判断し、現場責任者と協議し、決定する。決定権は、

現場責任者と本社管理者の双方にあるが、現場責任者の意見は尊重する。判断基準となる

のは、そのときの悪天の度合いとその後の予報であり、それに参加者のコンディションを

掛け合わせたものになる。山の安全は「祈る」ことでは確保できない。 

 

Ｑ１２． 装備品について 
・ 参加者への周知の方法は？ 

・ 引率者の通信手段は？ 

・ 参加者が装備不十分の場合の対応は？ 

Ａ.  そのコースに必要な装備品は、詳細リストを送付している。 

緊急連絡方法は、携帯電話を主としているが、場所によっては、脱法的ではあるが、

アマチュア無線機または衛星電話を携帯する。電波に頼れない場所は伝令（走ること）

になる。またパーティー内連絡を密にすることから引率者間通話として小電力トラン
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シーバーを所持している。山中では 10 メートル離れただけで会話不能となるからだ。緊

急避難用装備はＴＬが所持する。装備の中味はガイドラインに記載してある。 

参加申込者へは、繊維素材についても注記している詳細な個人装備リストを送付して

いる。それでも装備の内容がよくわからないような人から質問があれば、その人は初心

者と判断し、申し込みコースに適合しなければコースの変更もお願いする。参加者が持

参するべき装備は参加者の責任で準備することは登山の常識であるが、実際に持参して

いるかどうかを出発前に私物検査するようなことはしていない。しかし、集合段階では、

参加者の着装（服装、靴、ザック）を見れば、およその判断はできる。これができない

者は引率者としての力量が不足している。とくに、ザック容量が極端に小さく、防水透

湿性雨具上下やウールセーター、フリースジャケット等かさばる装具が収納されていな

いおそれがあれば口頭で聞き、現物を確認する。万一、重要装備が不足していれば、引

率者が所持している予備の装備を貸与する場合もあるが、それができない場合は参加を

謝絶するなどの措置をとる。行動中、天候悪化となった際には、雨具の着用、防寒具の

着用は早めに指示している。また着装する場所についても危険箇所でなく、比較的スペ

ースのある場所でおこなうよう注意喚起している。正しく着装されているかどうか、そ

の装備が機能的に問題ないかどうかは、引率者が自分の目で確認すべきである。 

 

Ｑ１３．大雪山系での事故を受けての対応や反応は？ 

Ａ.  この遭難事件で、登山・トレッキングツアーに真面目に取り組んできた専門会社も十

把一絡げに同列視される危険を感じている。当社は、従来から徹底してきた安全配慮義

務をさらに徹底しておこなってゆくことをすべてのＴＬに通達している。 

多くの報道で指摘されていることは、ヒサゴ沼を出発した判断と、グループが散り散

りになってしまったことであるが、ガイドの判断とその後の対応に問題がなかったとは

言えない状況であろう。しかし、死亡との因果関係については徹底した究明が必要にな

ると思う。それは訴訟対策としてではなく、この事件の真相究明が、これからの山岳事

故の防止につながるからである。 

日本山岳ガイド協会の特別委員会が中間報告書をまとめたが、まず当事者が報告書を

出し、それを第三者が精査し、真相究明につなげるのが本来の山岳事故の報告のありか

たではないか。この遭難事件では当事者である主催旅行会社の声がまったく聞こえてこ

ない。医療事故においても、当該医療機関が調査し、それに対して外部の第三者委員会

が検証することが当たり前のことになっているのではないだろうか。 

 

Ｑ１４．今回のような事故を繰り返さないために、旅行業界ではどう対応していきたいと考え

ているのか？ 

Ａ． 2004 年 6 月に発表している、「ツアー登山運行ガイドライン」を厳守することが遭難事

故を予防することにつながると考えている。このガイドラインに書かれていることは、プ

ロの登山リーダーから見れば当たり前のことばかりだ。このガイドラインに照らしても、

なぜ、このような未曾有の遭難事件に拡大してしまったのか疑問が残る。 

   ガイドラインには、「参加者が余裕をもって行程を消化できる具体性のある計画」で「危

急時における具体的対応ができること」としてある。言葉としては簡単だが、これを具体

策として実現するには生半可な山の知識と経験ではできない。 

重要な点は、「疲労困憊の参加者を漫然と歩行させないこと」ではないか。さらに、直前

情報収集の重要点として、「出発数日前からの気象変化の予測」、「登山道の状況把握」、「ル

ート上の有人無人の山小屋利用の可能性の確認」がある。 

ガイドラインがあるのだから、そこに書かれていることが自社でおこなわれているかを各

社が徹底して検証し、不足があれば補わなければならない。 

 

                                      以上 
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社団法人日本山岳社団法人日本山岳社団法人日本山岳社団法人日本山岳ガイドガイドガイドガイド協会協会協会協会    

〒160-0008東京都新宿区三栄町 25 番地 堀木ビル５階  

TEL: 03-3358-9806      FAX: 03-3358-9780 

e-mail: office@jfmga.com 

                                                       

                                            平成 22年 2月 27日 

 

ツアーツアーツアーツアー登山登山登山登山ガイドガイドガイドガイドのののの判断判断判断判断にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすものについてぼすものについてぼすものについてぼすものについて    

（命題：ガイドの意思決定のあり方について １５分） 

 

社団法人日本山岳ガイド協会  

専務理事 磯 野 剛 太  

 

本件については発表者の磯野が、社団法人日本山岳ガイド協会の専務理事という立場と、 

本業である山岳旅行会社 株式会社アトラストレックの代表者であることから、この双 

方で見聞きする、ツアー登山に同行する登山ガイドの現場判断に影響を及ぼす、または 

判断を誤らすような諸要素について、２．に記すように列挙し、今回のトムラウウシ山

遭難事故に同行したガイドの現場判断を、検証評価するための題材としたい。 

 

１１１１．．．．    リーダーリーダーリーダーリーダーのののの判断判断判断判断とはとはとはとは    

ツアー登山に於ける「ガイド判断」というものが、特別ある訳ではない。リーダーの 

役割を担う者は、登山行為または自然の中での活動中、自ずと自然対人間のバランス 

の中で、より安全な方を選択するという原則に従って状況判断をし、行動を決定する 

もので、ガイド、リーダー、引率者、旅程管理者、プロ、アマチュア等々の呼称上の 

区分けは、与えられた業務上の責任の範囲の異なり以上のものではない。登山の目的 

によっては、より困難なものを目指すために、危険認知の許容度等が、かなり異なる 

場合や、目的に係らず、参加メンバーの能力よって許容度に高低が発生する場合など 

もある。しかしながら、安全に係る判断の原則はほぼ同様である。 

  もし、ツアー登山における「ガイド判断」が存在するとすれば、２．項以下に列記の 

  諸要素を複合的に捉える必要があるだろう。 
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２２２２．．．．    ツアーツアーツアーツアー登山登山登山登山ガイドガイドガイドガイドのののの判断判断判断判断にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすものぼすものぼすものぼすもの    

１）ガガイイドド個個人人のの能能力力 

① 経験：豊富な登山経験のみではなく、あらゆる天候状況の体験、危急時や事故  

の体験等、この積み重ねが状況判断の第一の糧となる。 

② 体力：少なくともガイドたるものは、顧客を上回る体力がなければならない。 

これには一般の体力と、環境悪化等に発揮する耐久力がある。 

③ 技術：単に歩く技術だけではなく、読図、気象予測、設営、炊事、緊急露営等 

   およそ登山の行動に伴うもの全てに技術がある。顧客のケアも技術。 

④ 知識：ガイド山域にかかわる自然、地理、地形、登山路等の知識、および山岳 

   の各種危険に対する知識。低体温症等もこの範疇である。 

⑤ 理解：ガイドや引率者という立場、責任に係る自覚、ツアー登山等の方式に伴 

   う脆弱性、運行の困難度に対する理解、参加者の能力への理解等々。 

 

２）ツツアアーー登登山山旅旅行行会会社社のの委委託託ににととももななううガガイイドドのの判判断断要要素素  

① 企画内容：企画に無理がないか。登山活動に伴う各種危険要素に対し、どのよ 

     うに対処できるのか。方法論が明確であるのか。どのように安全に 

     参加者を楽しませるのか、また基準があるのか。 

② 参加基準：ガイドとは別に、参加者の経験、体力、技術等が問われるが、募集 

       旅行会社の基準が、これらを判断するに相応しいものか、あるいは 

より厳密な判断が出来る方法を備えているか。 

③ 旅程保証：日程内容の変更、目的の達成、宿泊地の変更、交通の変更、日程の 

     遅延・延長等々、およそ募集内容と異なる部分において金銭保証の 

対象となる部分について、どのように対応しているか。 

       ④ 会社意向：営利事業としての諸判断。上記旅程保証を満たすことも含まれる。 

          顧客の既往症等の情報、過去のガイド達からの顧客やコースに係る 
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注意事項等が、安全管理の側面からガイドに伝達されているか。 

予備日の設定等も、営利的には企画というより会社意向である。 

⑤ 会社の能力：上記①～④までの諸要素を理解し実行しているか。ガイド 

 

３）ツアー登山参参加加者者のの能能力力 

① 経験：登山経験のみではなく、色々な天候状況の体験、失敗の経験、これら 

積み重ねが危機回避にあたっての力になる。 

② 体力：ツアー登山の企画内容と、自身の体力が合致しているか。合致の理由 

はどのように判断しているのか。これには一般の体力と、環境悪化等 

に伴う耐久力がある。普段の健康管理、既往症についての自覚もこの 

中に含まれる。 

③ 技術：単に歩く技術だけではなく、読図、気象予測、食事、休憩、体調管理、 

睡眠等、およそ登山の行動に伴うもの全てに技術がある。ある程度の技

術を持っている必要がある。 

④ 知識：自然、地理、地形、登山路等の知識、および山岳の各種危険等に対する 

知識を学んでいるか。低体温症等もこの範疇である。 

⑤ 理解：ツアー登山の参加者としての自覚。一般募集で、同行者の能力が互いに 

   確かめようがないこと。登山行動の原則は、その時に一番弱い参加者に 

   ペースを合わせること。予備日がないこと等々。諸々のツアー登山独特 

   の内容に係る理解。登山本来の原則に係る理解。 

 

３３３３．．．．    ツアーツアーツアーツアー登山登山登山登山ガイドガイドガイドガイドのののの判断判断判断判断（（（（意思決定意思決定意思決定意思決定））））はははは？？？？    

ツアー登山等を引率するガイドは、その責任の重さから、２．に列挙するそれぞれの

判断要素を総合的に把握し、さらに自然状況との対比のなかで、的確な最終判断をし 

なければならない。また、何が判断を誤る要素となるかを類推しなければならない。 

                                    以上 
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             トムラウシ遭難事故の法的問題 

                                                         溝手 康史 

 

１、ツアーガイド及びツアー業者の法的責任 

（１）ツアーガイドの責任 

 ツアー業者は契約に基づいて客を案内するということを業務とし、ツアーガイドには客

を安全に案内する義務がある。 

 ツアー登山の引率者（ツアーガイド）が注意義務に違反した場合に、民事、刑事上の責

任を負う。民事責任は損害賠償、刑事責任は、業務上過失致死傷、保護責任者遺棄罪など

である。ここでいうツアー登山は、旅行会社、山岳ガイド、山岳団体などがあらかじめ登

山内容をアレンジして参加者を募り、多数の参加者を引率する形態の登山をさしている。 

（２）ツアー業者の責任 

 ①ツアーガイドに過失がある場合に、ツアー業者は使用者として損害賠償責任を負う（民

法７１５条）。 

 ②ツアー業者はツアー登山を安全に管理する注意義務があり、ツアー業者がこれを怠っ

た場合には、損害賠償責任を負う。 

  個人としてのツアー業者やツアー会社の幹部がツアー登山を安全に管理する注意義務を

怠った場合に、刑事責任を負うことがありうるが、刑事責任の対象は個人の行為であり、

会社幹部の具体的な行為と事故の間の因果関係の立証が困難なことが多い。 

 

２、過去の裁判例に表れたツアー登山におけるガイド等の注意義務 

（１）春の滝雪上散策ツアー事故 

 ①事故の内容 

 １９９８年１月２８日、北海道のニセコアンヌプリ山付近の通称「春の滝」付近で、２

名のガイドによるスノーシューによるツアー中、傾斜３０度を超える沢の下部で休憩して

いた時に沢の上部で雪崩が発生し、ツアー客１名が死亡し、１名が負傷した。事故のあっ

た沢は雪崩危険区域に指定され、３０～４０センチの降雪の直後であり、事故当時、大雪、

雪崩注意報が出ていたが、ガイドはプレッシャーテストなどを実施して雪崩の危険性がな

いと判断した。 

 ②判決の内容 

 刑事裁判で、ガイドは客の安全を守るべき職務上の注意義務があり、樹木の疎らな雪崩

の危険区域に入らないようにする注意義務があったこと、地形や積雪状況から雪崩を予見

可能だったとされ、業務上過失致死傷でガイド２名のいずれも禁錮８月執行猶予３年の判

決がなされた（札幌地方裁判所小樽支部平成１２年３月２１日判決、判例時報１７２７号、

１７２頁） 

（２）羊蹄山登山ツアー事故 

 ①事故の内容 

 １９９９年９月２５日に、北海道の羊蹄山（１８９８ｍ）でツアー登山に参加した１４

名の客のうち２名が凍死した。事故当日は台風の通過直後で、暴風・大雨・洪水警報が出

ていた。添乗員１名が引率したが、８合目までに集団が離散し、客２名が道に迷って山頂
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付近でビバークし、凍死した。 

 ②判決の内容 

 刑事裁判で,添乗員は業務上過失致死罪で、禁錮２年執行猶予３年の判決を受けた（札幌

地方裁判所平成１６年３月１７日判決）。 

 判決は以下のように述べている。 

・添乗員にはツアー客の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する義務がある。 

・添乗員には、天候等を考慮して、行程の注視や客に指示する権限がある。 

・ツアー登山は通常の旅行以上に生命身体に対する危険を伴い、添乗員は客の生命身体の

危険を防止する業務に従事していた。 

・客が離隔すれば悪天候の中で判断を誤り、迷走するなどし、体力を消耗して凍死するこ

とを添乗員は予見できた。   

・添乗員は客を待って引率することが容易だった。 

・添乗員は９合目付近でツアー客が自集団に合流するのを待ち、その安全をはかるべき注

意義務があった。 

（３）八ヶ岳静岡文体協遭難事故 

 ①事故の内容 

 １９７８年４月２９日に、静岡県社会人体育文化協会の職員１名が一般公募した３０名

の参加者を引率して、横岳付近の岩稜をトラバース中に２７歳の女性が滑落して死亡した。

その女性はアイゼンを着用しておらず、引率者からそのような指示もなかった。 

 ツアーの主催者に対する民事裁判で裁判所は、静岡県社会人体育文化協会、引率した職

員らの損害賠償責任を認めた（静岡地方裁判所昭和５８年１２月９日判決、判例時報１０

９９号、２１頁）。被害者が登山の危険性をある程度認識できたはずだとして３割の過失

相殺がなされた。この事件は刑事事件として立件されなかったようである。 

 ②判決の内容 

 民事裁判で裁判所は以下のような注意義務を認定した。 

・ツアーの主催者は、責任のある相当の登山経験、技術を備えた者に担当させること 

・ツアーの主催者は参加申込者に対し、装備、技術、経験、体力等の有無を審査し、不適

当な者の参加を拒絶すること 

・ツアーの主催者は参加申込者に対し、必要な指示、助言をするなどして十分な登山準備

をさせること 

・ツアーの主催者は登山中の参加者の状態、動静を十分に掌握できる体制を作ること 

・ツアーの主催者は山の気象に留意して慎重に登山を実施すること 

・引率者は登山中に装備、技術、経験、体力の劣る参加者の動静に注意すること 

・引率者は危険箇所を通過する際には、装備、技術、経験、体力の劣る参加者の動静に注

意し、注意を喚起したり、安全な通過方法を指示すること 

・引率者は参加者を助成するなど適切な措置をとること 

 

３、トムラウシ事故において問題となるツアーガイドの注意義務 

  トムラウシ事故においてツアーガイドが負う法律上の注意義務として以下の内容が問題

となる。 
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・事前に参加者に、コース内容、必要な装備、技術、体力、危険性を説明すること 

・ツアー業者とともに、コースの設定、日程、宿泊場所、宿泊方法、団体装備、予備日、

ガイドの数、ガイドの教育、緊急時の対処方法などの安全管理を行うこと 

・ガイドはテント、ツェルト、ビバーク用具などの装備を携行すること 

・天候を把握し、天候の状況に応じて危険を回避すること 

・ツアー参加者の行動を子細に観察し、異常が予見できる場合には、行動の変更、中止を

すること 

・パーティーが離散しないように適切な指示をすること 

・ツアー参加者が低体温症に陥らないように適切な指示や対処をすること 

 これらは事後的に責任を問う前提として問題にされるので、かなり厳しい内容になる。

また、法律的には、結果と直接の因果関係のある注意義務だけを取り上げれば足り、すべ

ての注意義務を認定する必要はない。 

 刑事責任と民事責任では似たような注意義務が課されるが、刑事裁判では個人の処罰、

非難可能性という観点から注意義務が厳格に認定され、民事裁判では損害の公平な分担と

いう観点を含めて注意義務の認定が緩やかになる傾向がある。 

  今回の事故については、ガイドに法的な注意義務違反があったことは否定できないだろ

う。 

 

４、ツアーガイドの注意義務と事故のリスクの回避の関係 

  ツアーガイドの法律上の注意義務（結果回避義務）は、事故後に責任を課すための規範

であり、事故を防ぐための指針としては結果回避義務は基準にならない。 

 春の滝雪上散策ツアー事故の裁判では、雪崩は予見可能だったとされ、それを予見せず

に沢筋に入ったことが過失とされた。雪崩を予見する能力を向上させることや雪崩を予見

することは重要であるが、誰でも弱層テストなどや過去の経験に照らして「今日は絶対に

雪崩れない」と確信することがある。それでも雪崩が発生することがあり、裁判で「雪崩

の予見は不可能でなく、予見可能だった」とされることが多い。また、１人のガイドが１

０人の客を引率すれば、１０人の安全を確保すべき注意義務が生じるが、１人のガイドが

危険箇所で同時に１０人の客の行動の補助をすることは不可能である。 

 裁判所が認定する注意義務は、現実の人間の行動としてはかなり厳しいことを要求する

ことが多いが、これは、裁判が、「責任の所在を明らかにする」という性格を持つことに

よる。裁判は私的な制裁を国家が被害者に代わって行うという性格があり、そこで追及さ

れる正義の観念に、被害者の応報感情、責任追及、損害の公平な分担などの観点が入り、

現実には困難なことでも責任を認めるために事後的に注意義務違反が認定することが多

い。 

 事故を防止するためには、法律上課される結果回避義務を参考にしつつ、さらに、リス

クを回避することを考えなければならない。雪崩に対する対策としては、「雪崩を予見す

ること」ことよりも、沢や斜面などの雪崩の抽象的危険性のあるルートを避けることが雪

崩対策として確実である。「雪崩を予見する」という方法では、確率的に人間の判断ミス

が必ず生じるので、雪崩事故を防ぐことができない。行為者の雪崩の予見能力が不十分な

場合でも、あるいは雪崩の予見を間違えたとしても、沢や斜面を避けることで雪崩事故を
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防ぐことができる。仮に、冬の岩登りやアイスクライミングなどのように、どうしても沢

に入らなければならないとすれば、リスクを承認したうえで行動するしかない。それは仲

間同士の登山やリスクを承認した少人数のガイド登山の形態であって、ツアー登山の対象

ではない。 

 羊蹄山登山ツアー事故では、法律上、添乗員は客から目を離さないことが注意義務にな

るが、１４人も客がいれば現実にはそれは難しい。一般論としては、わがままな客がいれ

ばパーティーは簡単に分裂するので、裁判所の指摘する「添乗員はツアー客が自集団に合

流するのを待ち、その安全をはかる」ことが困難なことがある。また、台風通過直後とい

う悪条件下で、体力にばらつきのある客１４人を引率すれば、パーティーは離散しやすい。

しかし、そのような悪天候のもとで１４人の客を引率しなければリスクを回避できる。か

なり天候が悪くても客の数が４～５人であれば、事故のリスクを回避でき、事故には至ら

なかっただろう。リスクの高い状況下の登山では客の数を限定するか、あるいは登山を中

止すればリスクを容易に回避できる。ただし、裁判では、事故と直接の因果関係を持つ直

近の注意義務だけを取り上げれば足りるので、法律上の注意義務としては、添乗員に登山

を中止することまで要求されない。 

 八ヶ岳静岡文体協遭難事故では、１人の引率者が３０人の参加者について判決で指摘す

る義務を履行しようとすれば、スーパーマンのような神業を求められ、現実には無理であ

る。このケースでは、「残雪期の登山」、「初心者を含む３０人の参加者」、「引率者の

技術、経験不足」というリスクのもとで登山をするからそうなるのであって、これらのリ

スクを回避すれば引率者はスーパーマンである必要はない。例えば、技術、経験のあるガ

イドが、夏に４～５人の客を引率してこのルートを登るのであればリスクは小さい。 

 自然のメカニズムは複雑であり、人間は完全性に欠けるので、人間は必ずどこかでミス

を犯す可能性がある。人間のミスがあったとしても、事故を防止し被害を最小限に抑える

ためには、リスクが少ない条件のもとでツアー登山を実施する必要がある。安全なツアー

登山のためには、ガイドが法律上の注意義務を完璧に履行することをめざすのではなく、

法律上の注意義務が問題となるような状況を回避すること、すなわちリスクの回避が必要

である。 

 ツアー登山は、ガイドとの間の信頼関係が稀薄、ガイド間の意思疎通、参加者のレベル

がさまざまであること、中高年の参加者が多いこと、参加者のレベルを把握することの難

しさ、営利性、自己責任の意識が希薄、参加者の数の多さ、客が初対面であること、日程

に予備日がないことなど、もともと事故のリスク要因の多い登山形態である。 

 通常の登山パーティーにはメンバー全員で力を合わせて、判断し、行動するという機能

があるが、ツアー登山ではこの機能が弱い。法律的には、仲間同士の登山では委任関係に

基づく相互援助協力関係があるが、ツアー登山ではガイドと客の関係は相互的ではなく、

客相互の間に援助協力義務はない。仲間同士の登山ではリーダーの判断を他の参加者が是

正できるが、引率登山では引率者だけが判断し、その判断にミスがあっても是正できるシ

ステムがない。 

 ツアー登山の参加者のレベルはさまざまであり、ガイドは参加者の状況を十分に把握で

きない。トムラウシの事故の場合、同じルートを遭難せずに通過した別パーティーがあり、

パーティーの態様如何で遭難を回避できたことがわかる。その人が悪天候下でどこまで困
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難に耐えることができるかは、長年山行を一緒にしていなければ把握しにくい。長年の困

難な山行を通して互いの長所、弱点、性向などを把握でき、そのような者で構成される登

山パーティーの強さと信頼感が生まれるが、ツアー登山ではガイドが参加者の属性を十分

に把握するのは難しい。 

 もともとツアー登山には内在的なリスクが存在しているが、今回のトムラウシでのツア

ーでは、客の数が１５人いたこと、荷物を背負って何泊もするツアーであること、行程の

長さ、参加者の年齢、体力、参加人数分のテントや炊事用具を携行していなかったことな

どの点で、さらにリスクの高い登山になっていた。リスクの高い登山ではガイドの判断ミ

スが生じやすく、それが事故に結びつきやすい。 

 

５、ツアー業者の安全管理義務 

  ツアー業者は契約に基づいて客の安全を確保すべき義務を負う。 

 自己責任の原則のもとでは、自分の安全は自分で確保すべきであるが、消費者が常に賢

明な判断と自己管理ができるとは限らない。事業者と消費者ではその情報量や判断の能力

の違いが大きいので、事業者に一定の義務を課して消費者を保護しようというパターナリ

ズムが消費者保護の考え方である。契約締結に伴う安全配慮義務の一態様として、ツアー

業者は対象山域、ルート、参加者の数、行程、歩行時間などを適切に管理し、客の安全を

確保すべき義務がある。 

 営利的なツアー登山はパック旅行（パッケージツアー）が登山に拡張された形態である。

パック旅行において、初対面の者で構成される集団が、旅行業者があらかじめ決めた行程

に従って共同行動をとることができるのは、それが客の体力、性別、年齢を問わず、誰で

も可能な危険性のない行程だからである。パック旅行は客の属性（年齢、性別、体力、体

調、経験、嗜好など）や添乗員の個性、ツアーの時期、天候などの偶然的事情に左右され

ることなく安全でなければならない。 

 一般に、パック旅行（旅行業法上の募集型企画旅行契約）の形態をとるツアー登山につ

いては、安全性の要求が厳しい。ＥＣ（ヨーロッパ共同体）の「パッケージ旅行指令」（１

９９０年。ＥＣ加盟国はこれを履行することを義務づけられた）は、パック旅行の安全性

に関してツアー業者に重い責任を課している（「欧州のパッケージ旅行における旅行者に

対する旅行業者の責任」廣岡裕一、政策科学１２－１、「エコツーリズム教本」スー・ビ

トン、小林英俊訳、平凡社、２９５頁）。 

 日本と欧米ではパック旅行の形態がかなり異なり、ヨーロッパのパック旅行は保養や休

養目的のリゾート滞在型が一般的であるのに対し、日本のパック旅行は、引率型、周遊型、

共同行動型の傾向がある（「パッケージ観光論」玉村和彦、同文館出版）。この点は旅行

における「自立」の意識の違いのように思われる。このような日本的なパック旅行の形態

はツアー業者とガイドの役割と関与が大きくなり、ツアー中の事故に関して法的紛争が生

じやすくなる。日本のツアー登山は日本特有のパック旅行文化が生み出したのであり、そ

こには自立性と依存性、自己決定などに関わる日本の文化や社会の構造に関連する問題が

ある。 

 日本にはＥＣ指令のようなパック旅行に関する厳しい法制度はないが、裁判所（平成元

年６月２０日東京地裁判決、判例時報１３４１号２０頁など）はパック旅行に関して、旅
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行業者に安全確保義務を課している。さらに、裁判所はツアー登山について一般の旅行よ

りも主催者やガイドに重い注意義務を課す傾向がある。一般のパック旅行の場合には旅行

会社の損害賠償責任を否定した裁判例は多いが、ツアー登山中の事故についてはツアー業

者に損害賠償責任が生じやすい。ツアー登山は一般の旅行よりも危険性が高いために、引

率するガイドの注意義務が重くなると考えられる。 

 ツアー登山はパック旅行的な登山であり、客の属性やガイドの資質、時期、天候などに

関係なく、安全な商品として企画、販売される。あらかじめツアー業者が登山内容を決定

するというツアー登山のパッケージ的性格に、ツアー登山が商品としての安全性を要求さ

れる根拠がある。商品の安全性は、消費者の落度や不可抗力がなければ安全であるという

期待に基づいており、たとえツアー登山中に悪天候に見舞われたり、体調不良者が出現し

ても、迅速な避難や救助により安全を確保できることが必要である。ガイドの判断ミスが

生じやすく、あるいは、ガイドの些細な判断ミスが遭難をもたらすようなツアー登山は、

消費者の誤作動をもたらしやすい構造の石油ストーブと同じく、商品として欠陥がある。

ガイドの判断ミスが事故を招いたとしても、それは消費者の責任ではなく、「ガイドの判

断ミスが生じないような安全な商品」であることが求められる。 

 営利的なツアー登山が商品としての安全性を欠いたために事故が起きた場合には、ツア

ー業者の安全管理義務違反があったと言うべきである。ツアー登山の安全性とは、リスク

が少ないか、もしくはリスクをコントロールできることを意味する。バンジージャンプの

ように極めて危険な行為でも、リスクの管理ができれば商品化できるが、登山は自然条件

と人間の条件によって危険性が変化し、安全管理が難しいので、危険性を伴う登山をパッ

ケージ商品にすることにもともと難しさがある。 

 一般に、「登山に危険が伴うのは当然である」とされるが、これは自己責任のもとで成

り立つ考え方であって、商品としてのツアー登山では「危険が伴うのは当然」ではない。 

 非営利的なツアー登山は商品としての安全性の問題は生じないが、八ヶ岳静岡文体協遭

難事故のように非営利的なツアー登山であっても、主催者に安全確保義務が生じる。引率

という契約形態の点では、営利的なツアー登山も非営利的なツアー登山も違いがないが、

営利的なツアー登山では安全性の対価としてツアー料金を支払うので、営利的なツアー登

山の方がより厳しい安全確保義務を課されるだろう。 

 ツアー業者の安全管理は組織として行われるので、組織の中の個人の刑事責任を問うに

は予見可能性や因果関係の点で困難が伴うことが多い。民事責任に関しては、ガイドに過

失があればツアー業者の使用者責任（民法７１５条）が生じるので、ツアー業者の安全管

理義務違反を問題としなくても、ツアー業者に損害賠償責任が生じる。 

 今回の事故についてツアー業者に法律上の安全管理義務違反があるかどうかは微妙であ

るが、参加者の荷物の量、歩行時間、日程、参加者の数、年齢、参加者の経験、テントな

どの装備の有無、ガイド間の連携、この山域での過去の事故事例、地形、営業小屋のない

こと、エスケープの困難さなどの点で、今回のツアー登山はリスクが高かった。それが、

ガイドのミスを生じやすくさせ、事故に至ったものと考えられる。 

  ツアー登山の安全管理の考え方として、ガイドに高い安全管理能力を要求する方法には

限界があり、ツアー登山のリスクを回避し、人間のミスが事故に直結しないようにしてお

くことが必要である。 
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６、ツアー登山におけるリスクの回避 

 ツアー登山におけるリスクを回避し、安全管理するうえで、以下の点を考慮すべきであ

る。これらがすべて安全管理義務の内容になるということではないが、安全管理義務を検

討するうえでこれらの点が問題になる。 

（１）対象山域、参加者の数、時期などの限定、及び、日程、行程、歩行時間などの安全

管理 

 一般に、登山のリスクは、対象山域、ルート、天候、登山者の年齢、能力、経験、体調、

時期、日程、歩行時間、荷物の量、宿泊形態などによって左右される。日本の高山は、ヨ

ーロッパの登山とハイキングの中間的形態の山岳であり、条件がよければハイキング的な

登山が可能であるが、天候や体調不良、疲労、荷物の量、参加者の態様などによって危険

な登山に変貌する。また、食料やシュラフを背負って何日も宿泊し、１日に長時間歩くツ

アーでは参加者に一定の体力が必要になる。営業小屋に泊まる場合とテント泊では疲労の

回復度も異なる。 

 他方で、ツアー登山では、ツアー業者があらかじめ参加者の体力、技術、経験を的確に

把握することは、それほど簡単なことではない。ツアー参加者にそれなりの登山経験があ

っても加齢に伴う体力低下や体調不良などが予想される。ツアー登山は参加者の属性と無

関係にあらかじめパッケージとして企画されるので、ツアー業者は、対象山域、ルート、

参加者の数、行程、歩行時間、荷物の量等に関して、誰でも歩ける程度のレベルに設定す

る必要がある。 

 数日に及ぶテント泊または避難小屋泊の登山は、日帰り登山や営業小屋泊の登山と異な

り、天候、体調管理、荷物の量、疲労などの影響を受けやすい。客が１５人いることがパ

ーティーのペースの遅さにつながり、行動時間の長さは疲労につながる。今回のように参

加者が食料とシュラフ等約１２．５キロの荷物（トムラウシ山遭難事故調査中間報告書。

以下中間報告書という）を背負って数日間歩く場合の疲労の程度や影響、回復力の個人差

が大きい。衣類を濡らさない工夫やテントもしくは避難小屋での宿泊技術の差が疲労の回

復に影響する。どこでも眠ることができるかどうかも個人差がある。 

 今回のトムラウシの事故パーティーは、悪天候の点を除いたとしても、もともとかなり

のリスクを伴う形態のツアー登山だった。今回のツアーは健脚向のツアーとしてある程度

の経験のある人が参加条件になっていたが、ツアー登山は気軽に参加できる安全な登山と

して実施されるので、ツアー登山におけるリスクを客の自己責任とすることはできない。

むしろ、ツアー客の負担が重ければ、ツアー業者の安全管理義務も重くなると言えよう。 

 客がある程度の荷物を背負って数日間、高山を歩くような引率登山はリスクの高い登山

であり、ガイドが個別的に客をフォローし、客の体力や体調に合わせて登山を実施すべき

だった。その場合にはおのずから客の数が限定されるが、これは、従来ガイド登山と呼ば

れていた形態である。今回のケースでも客の数が５～６人で、客の状況に応じた登山行程

であれば、登山を強行するにしろ途中でビバークするにしろ、いずれの場合でも低体温症

を回避することが可能だったと思われる。仮に、低山の山歩きで近くに営業小屋があり、

あるいは、エスケープや救助の容易な山域であれば、初対面の１５人の客がいるツアー登

山でもリスクは低い。 
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 ツアー登山と伝統的なガイド登山（狭義のガイド登山）の違いは、対象山域の危険性の

違い、客の数の違い、信頼関係の有無、ガイドが客の属性に基づいて山行を企画し、個別

的なフォローができるかどうかなどの点にある。ツアー登山は誰でも参加できる登山とし

てツアー業者があらかじめ登山内容をアレンジして参加者を募るが、ガイド登山は客が決

まった後に、客の属性や能力に応じて登山をアレンジするという理念の違いがある。 

 狭義のガイド登山の場合には、ある程度のリスクを伴う登山が可能であり、客もある程

度の登山のリスクを承認することが可能となる。１９７５年の谷川岳ガイド登山事故（岩

登りでの滑落事故、「山で死なないために」武田文男、朝日新聞社９９頁）、１９８８年

の穂高岳ガイド登山事故（冬山での雪崩事故、「リーダーは何をしていたか」本多勝一、

朝日新聞社、２６８頁）、 ２００７年の八甲田山事故（スキーツアー中の雪崩事故）では、

ガイドは刑事事件として起訴されなかった。谷川岳ガイド登山事故はガイドが客のロープ

を外した直後の事故であり、穂高岳ガイド登山事故はガイドが一般ルート以外の雪崩の危

険の高いルートをとったために起きた事故であり、八甲田山事故は沢での雪崩事故であり、

いずれも引率したガイドに過失を認定することは容易である。しかし、岩登りや冬山には

この種の事故の危険性があり、客はそれを認識したうえで参加すべきことなどの事情が、

刑事処分で考慮されたものと考えられる。 

 日本では、ツアー登山がその対象領域を拡大すると同時に、ガイド登山も初対面の多数

の客を引率するようになり、ガイド登山がツアー登山に接近し、「パッケージ・ガイド登

山」と呼ぶべき現象がある。「歩いて○○岳登頂１泊２日」といったようなパッケージ化

されたガイド登山は、商品としての定型的な安全性が要求され、この点でツアー登山との

違いはない。しかし、「剣岳チンネ左稜線２泊３日」という広告で募集するガイド登山は、

対象者が岩登りの技術のある客に限られ、誰でも参加できるわけではない。岩登りなどで

は、客の属性に応じた行動をとることが当然の前提になっており、商品としての定型的な

安全性を考えにくい。ガイド登山では個々の客の体力、技術、経験に応じて、安全を確保

すべきことになる。 

（２）人間のミスを想定したツアーの設計 

 ツアー登山では、自然の多様性やメカニズムを完全に把握できないこと、ツアー参加者

の状況を把握しにくいことなどの理由から、ガイドが天候やツアー客の体調等について判

断ミスを犯すことがしばしば起こる。ツアーを企画する際、「人間がミスを犯しやすい」

ことを考慮に入れて設計する必要がある。自己責任に基づく登山では、人間のミスをどこ

まで想定するかは個人の自由であるが、引率型の登山では参加者の安全を確保する義務が

生じるので、人間のミスがありうることを想定して、余裕のあるツアー、つまり人間のミ

スの許容範囲の広いツアーを企画する必要がある。 

  仮に、今回ツアーが参加者の数が５～６人であり、１日の行動時間が短く、荷物の重量

が軽く、人数分のテントや燃料、炊事用具等を携行し、日程に余裕があり、ガイドが食料

を持参し客の栄養補給が十分であり、濡れた衣類の着替えなどが可能であるなど客とガイ

ドの双方にとってもっとゆとりのあるツアーであれば、仮にガイドが天候判断を間違えた

としても、遭難を回避できた可能性がある。ヒサゴ沼を出発した後は、客の人数分のテン

トや炊事用具、燃料がなければ、途中でテント（ツェルトではなく）で幕営するという選

択はできないだろう（実際には、一部の者が拾ってきたテントで幕営しただけである）。 
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 事故パーティは１０人用テント、４人用テント、炊事用具、燃料などをヒサゴ沼避難小

屋にデポしており（中間報告書）、テントはヒサゴ沼避難小屋が使えない場合に備えて持

参したもので、炊事用具と燃料はヒサゴ沼宿泊で用を終えたようである。ガイドが判断を

間違える可能性を想定していれば、当然、途中で幕営する場合に備えてテントや炊事用具

などを携行すべきだった。 

  ツアー登山において、人間のミスがあったとしても安全なツアーであり続けるためには、 

あらかじめツアーの内容をリスクの低いものにしておくことが必要である。 

（３）ガイドのリスク管理の能力 

  ツアーガイドは、リスクを察知し、それを回避するリスクの管理能力が必要である。 

 地形や気象などの登山のリスクは山域によって異なり、ガイドがその山域に精通してい

るかどうかは、ガイドとしての経験や技術以上に重要である。道案内という点から言えば、

ガイドに過去に一度そのルートを歩いた経験があれば足りるが、その山域のリスク管理能

力は長年その山域に通わなければ身につかない。１０年その山域に通っても１０シーズン

分の経験しかできず、自然の複雑さのもとでは微々たる経験でしかない。ツアー登山では

そのパック旅行的性格からガイドが都会から派遣されることが多いが、登山の危険性は地

域による違いが大きく、ガイドはその山特有の危険性に精通していることが必要である。

今回の３人のガイドは、コース経験者はいたものの、この山域に精通したレベルにはほど

遠い。今回の遭難のケースでは広島県と愛知県からガイドが同行しているが、これはガイ

ドがその山域に精通していることよりも、添乗というパック旅行的な側面を重視した企画

と言える。 

 一般に、ツアー登山のリスクが高ければ、ガイドのミスが事故に結びつきやすく、ガイ

ドに求められるリスク管理の能力が高くなる。 

 今回のケースでは、北沼で渡渉という想定外の事態があり、ガイドは、ヒサゴ沼避難小

屋に引き返すか、トムラウシ温泉まで下山するかの判断を迫られた。北沼分岐からトムラ

ウシ温泉までは下りが多いこと、北沼渡渉点での時刻が午前１０時だったこと、午前８時

以降は雨があまり降っていなかったこと（中間報告書）、ヒサゴ沼避難小屋に引き返すこ

とは次に来るパーティーの妨げになること、航空機のキャンセル料がかかることなどがガ

イドの判断に微妙に影響したことが推測される。 

  ヒサゴ沼避難小屋を出発する前にこの日の行動の中止を決定するか、あるいは、ヒサゴ

沼避難小屋から日本庭園までコースタイムの２倍の時間がかかっているので、その時点で

行動を中止すれば遭難に至っていないだろう。 

 ここで重要なことは、ガイドが早い段階で行動を中止していれば、その後の危険性に関

する高度な判断能力はガイドに必要ないという点である。また、悪天候の中を客を無事に

下山させようとすれば、ガイドにかなりの技量が必要になるが、早い段階で行動を中止す

るのであれば、ガイドの技量はそれほど必要ではない。 

 ツアー登山では、ガイドは少しでも危険を感じたら、登山を中止するのが賢明である。

その意味では、今回のツアーでは１２～１３キロの荷物をを背負った初対面の客が１５人

もいること、登山１日目から体調不良者がいたこと、２日目は朝から雨だったことから、

２日目の朝、白雲岳避難小屋の出発前に登山を中止するという選択があり得た。降雨自体

は遭難の具体的危険を意味しないが、雨の中で長時間行動をすれば、泥濘や濡れた岩の上
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での転倒や体調不良に陥ることが容易に予見でき、これらはガイドの責任になりうる。ま

た、この日の長時間行動による疲労が翌日の遭難に影響していると考えられる。 

 今回の事故について、「ガイドの判断ミス」、「ガイドの能力不足」を指摘することは

簡単だが、それだけでは今後この種の事故を防ぐことはできないだろう。ツアー登山とい

う形態そのものにガイドのミスをもたらしやすい誘因があること、人間はしばしばミスを

犯すこと、営利的なツアー登山は商品としての「定型的な安全性」が要求されることから、

ツアー登山は、天候やガイドの能力に関係なく、安全性を確保できるように設計、企画す

べきである。ツアー登山の安全性は、ガイドの個人的なリスク管理の能力に依存するので

はなく、ツアー登山の態様をリスクの低いものにする方が確保しやすい。 

（４）パーティー内のコミュニケーション  

  パーティーのメンバー構成とパーティー内のコミュニケーションは安全な登山のために

必要であり、これらの欠如は事故につながりやすい。 

  ツアー登山では初対面の参加者が多く、もともとパーティー内のコミュニケーションを

とりにくいので、意識的に円滑なコミュニケーションを図る必要がある。長年、山行を共

にしている者同士のパーティーでは、互いの体力や癖、性格などがわかっているので、参

加者の状況を把握しやすいが、初対面ではそれが難しい。ツアー参加者は互いに「皆に迷

惑をかけまい」として無理をし、参加者の体調や心理は外見からわかりにくい。 

 ツアー登山では初対面の者が多数参加するのだから、参加者の性格や考え方はさまざま

である。何泊もするツアー登山の参加者の１人が途中で「疲れたので、今日は動きません」

と言った場合、法律上、ガイドが客に行動を指示し、客はガイドの指示に従う義務がある

が、客の行動を強制することはできない。現実にガイドが客を強制する手段もない。この

ような場合に、日帰りのツアー登山や通常の観光旅行であれば、客が１人でホテルに待機

したり、一人でホテルから帰宅することが可能であるが、何泊もするツアー登山ではそう

はいかない。エスケープの困難な山岳地帯では、客が動けなくなればトラブルの原因にな

る。仮に、欧米諸国で今回のトムラウシのようなツアー登山を実施すれば、行程、休憩、

宿泊、体調、疲労、天候などに関する不満やわがままな意見が続出し、ツアーが途中で空

中分解する可能性がある。仲間同士の登山でも参加者が１５人もいれば同様の問題が生じ

るが、相互に信頼関係のあること、相互協力が期待できること、自己責任が原則であるこ

とから、それほど問題は生じない（法的には、仲間同士の登山ではパーティーの解散、解

体、離脱はすべて参加者の自己責任である）。 

 複数のガイドがつくことはガイドの判断の多様性を確保するために重要であるが、ガイ

ド相互間のコミュニケーションが重要である。ガイド間の遠慮、対立、信頼の欠如などが

危険を招くことがある。トムラウシの事故では３人のガイドが初対面だったので、ガイド

間の連携に関して疑問がある。 

（５）参加者への事前説明 

   ツアー業者は、天候が悪い場合にはツアーの中止、予定変更のあることなど、ツアーに

関する重要な情報やリスクを参加者に事前に説明する義務がある（消費者契約法など）。

これにより、参加者の適格性の確保、及び、登山の中止などの措置をとりやすくなるとい

うメリットがある。 

（６）登山のリスクを回避する方法として、営業小屋の設置や登山道を整備すべきだとい
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う主張がある。これは、登山や自然の価値の理解の問題である。登山やエコツアーなどで

は、可能な限りあるがままの自然を維持することがその理念に合致する。これに対し、観

光やレジャーの対象物は人工的に管理した方が安全で便利である。トムラウシ周辺の山岳

に人工的なものが増えれば、登山ではなくレジャーになり、自然の価値が損なわれる。 

 

７、ツアー登山に関する規制 

（１）自主規制 

 ガイドに安全確保義務が課され、安全であることが要請されるツアー登山は、リスクの

低い山域、ルート、形態で実施する必要がある。欧米に日本的なツアー登山が存在しない

のは、山岳地形の違い、パック旅行文化の違いと同時に、登山（mountain climbing）に対

する考え方の違いがある。欧米にツアー登山が存在しないのは、おそらくツアー登山の需

要がないからだろう。どこの国でもハイキングでのツアー、トレッキンングツアー、安全

管理を前提とする危険なレジャーやアクティビティはたくさんあるが、安全管理のできる

限度に対する慎重さが前提になる。 

 ツアー登山で１人のガイドが何人の客の引率が可能かを一般化することは難しい。一応

の基準を設けることは可能だろうが、大切なことは、引率可能な最大限の客を引率しよう

という馬鹿な発想（営利的なツアーではこの傾向がある）を捨てることである。自然に対

する畏敬の念や人間に対する深い洞察があれば、自ずから引率できる範囲を自粛すること

になる。ツアー登山の自主規制は、ツアー業者と消費者の双方に「賢明さ」がなければ難

しいだろう。 

（２）ＥＣ指令のようなパック旅行に対する製造物責任的規制は、パック旅行としてのツ

アー登山を規制することになる。しかし、ツアー登山は旅行業法上の旅行に限られないの

で、旅行という観点からの規制には限界がある。 

  ガイド登山は、本来、客の個性に応じて多種多様なので、商品としての定型的な規制に

なじまないが、前記の「パッケージ・ガイド登山」についてはパック旅行と同様の規制が

問題になる。 

（３）ツアー業者の資格やツアーガイドの資格に関する規制、ツアー業者やガイドの安全

管理能力の向上は必要であるが、それに依存するだけでは不十分である。 

（４）ツアー登山の個別的規制 

 事前に法令等で個々のツアー登山を規制し、ツアー登山におけるリスクをあらかじめ回

避することが考えられる。例えば、一定のエリア内で参加者が一定数以上のツアー登山の

届出と行政によるチェック、勧告という方法が考えられる（群馬県谷川岳遭難防止条例や

富山県登山届出条例は届出、勧告という手法をとる）。トムラウシの事故の場合で言えば、

事前の届出により、参加者の数を制限し、テント、シュラフ、炊事用具などの携行を義務

づけることを勧告することなどが考えられる（今回の事故パーティーは１０人用テントと

炊事用具をヒサゴ沼避難小屋にデポした）。 

 営利的な登山の規制は営業の自由という憲法上の自由権の制約になるが、ツアー客の生

命身体の安全という憲法的価値を保護するために必要最小限の範囲で正当化される。 

 地形や気象など登山のリスクは地域によって異なり、ガイドが引率可能な客の数、パー

ティーの形態、装備、行程などは、山域、ルート、時期などによって千差万別であり、全
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国一律に規制するのは無理である。ツアー登山の規制は地域に応じて個別的に考える必要

があり、事故のリスクの高い山岳地域では自治体の条例やガイドライン等で個別的にツア

ー登山を規制することが考えられる。 

 非営利的なツアー登山は商品としての安全性が問題にならないが、ツアー参加者の安全

を確保すべき要請がある点は営利的なツアー登山と同じである。 

 ハイキングクラブなどが行う多数参加型の登山は外形的にはツアー登山と類似するが、

参加者の自己責任が原則である。しかし、このような登山の場合でも参加者が「連れて行

ってもらう」という意識で参加することがあり、リーダーが未熟であれば大量遭難事故に

つながりやすい。このような自己責任に基づく登山は、引率型ツアーのように参加者の安

全を確保すべき義務は生じない。法が自殺を禁止して自殺未遂者を処罰することがないの

と同じく、個人の危険な行為を「危険である」という理由で禁止することは、憲法が保障

する個人の自由に対する過剰な干渉になる恐れがある。しかし、危険性の高い山域でのリ

スクの高い形態の登山に対し、登山の禁止ではなく登山の届出、勧告という限定された方

法であれば登山の規制が可能だろう。 

  



山形昌宏 元アミューズ・トラベルのガイド、 

２００７年２月まで２年間務める 

 

私の所見を述べます。これがこれからのツアー登山において、安全面を確保できる材料になれば

幸いです。文章が長くなると思いますので、ちょうどうまくまとめていただいた日本山岳ガイド

協会の「トムラウシ山遭難事故中間報告」を受けて、「遭難事故要因の抽出と考察」の項で揚げ

られている記事の引用形式として記します。 

 

現在、私は個人の登山ガイドとして少人数制ではありますが、たくさんの方と山に登っています。

以下の記述は、私が以前、外部契約ガイドとして、2007 年 2 月まで、アミューズトラベルに勤

務していた時点までの約 1年９ヶ月の経歴の中で、私個人が感じたことと、会社側の対応の事実

を元に考察しています。ただし、2009 年の事故当時、または現在では変わっている可能性もあ

りますので、予めご承知ください。 

 

現場での判断は、事故調査委員会の見解とほぼ意見を同じくしますので、私はその中で揚げられ

ている、会社側とスタッフの観点から私の感じたこと述べさせていただきます。現アミューズト

ラベルのスタッフや契約ガイドでは自分にふりかかる火の粉を恐れることもあり、また他のガイ

ドも旅行会社と契約している都合上、口を塞いでいる方も多いと思います。しかし、そういう状

況下では、これからの議論は遅々として進まないと思われますので、内部告発のようになってし

まい、各旅行会社に心象を悪くさせてしまいますでしょうが、それを承知で、このような事故が

二度と起こらないために、敢えて発言するものです。記述がダブる部分があると思いますが、ど

うぞお許しください。 

 

（１）<ガイドの力量に問題はなかったか>  

「登山歴、ガイド歴はそれなりにあったと思うが、危急時における対応経験は どこまであった

のか、また、危険予知能力(参加者の状況把握、天候変化予知、時間経過判断など)をどれほど持

ち合わせていたか、疑間が残る。今回、 特にスタッフの判断の迷いや遅れによって対応が後手

後手に回り、パーテイ 全体をどんどんピンチに追い込んでいったと思われるふしがある。」 

 

●アミューズトラベルは、社員と外部契約専属ガイドというものに分かれています。その土地の

登山ガイドをあまり使わないのはコスト面にあると思います。また対客との接客サービスを個人

レベルでアップさせるように教育しています。今回は多田ガイドのみ社員だったと思われます。

私のよく知る吉川ガイドも、松本ガイドも私が知る範囲では外部の専属契約ガイドです。自分の

地域の客をその地域の契約ガイドが連れて行くというシステムです。それゆえに行ったことのな

い山域でも会社側の要請で行かなければならなくなります。あまり断ったり逆らうと仕事が与え

てもらえなくなったり、「それは危険だ」とあまり言い過ぎると私のように辞めなければならな

くなります。 



 

（２）「リーダー・シップとフォロアー・シップに関して認識が薄く、 シビアな状況 下でのパ

ーティ行動の経験が、不足していたのではないか」 

 

●前記のようなガイドの選び方をしているので、実質リーダーが誰かを判断することが難しい状

態です。あくまでも外部ガイドは社員には逆らえないのが現状でしょう。社員はあくまでも会社

の利益を優先に動きます。そこに危険が迫っていた場合でも、早く行動するように急かされる場

合もあります。社員はガイドであると同時に添乗員という立場で、旅行というものを円滑に遂行

することが義務付けられます。その間で社員とガイドとは壁があり、ガイドが山に長けている場

合でも、添乗員の気を使う部分があります。そういった意味においては、登山を目的とした旅行

会社のツアーというものは、登山ではなく旅行です。しかし危険な状態になれば、旅行という段

階では済まされなくなり、やはり、山の経験豊富なガイドが判断を下すべきだと思います。客に

対しても同じで、あくまでも「旅行会社のお客さん」なので、間違った行動をしていたり、全体

に命令を下すといったことに躊躇します。それはパーティ（仲間）ではないのです。 

 

（３）「夏山といえども危急の事態を想定し、その対応についてスタッフは事前にどれだけ真剣

に打ち合わせをし、緊張感を共有していたか。また、危急時の連絡方法についての共通認識を持

ち合わせていただろうか。」 

 

●遭難時、緊急時のマニュアルは作っていると思います。今回の遭難ではそのマニュアルでは、

通用しないくらいの状態だったと判断します。やはり、登山に対しての危機管理が甘いように思

わざるを得ません。また、ヒサゴ沼から稜線に上がった時点で、ガイドの誰も、引き返すことを

口にしなかったのは、次に自社のパーティが入ってくる、とか、飛行機が遅れると会社や「お客

さん」に迷惑がかかるといった、安全面とは逆の気遣いがあったと思います。それゆえに「なん

とかなるか」「ガイドが３人もいるのだから、誰かに任せればいいか」といったような、お互い

に責任のない部分があったのではないでしょうか？ 

 

（４）「低体温症に関する知識は、書物で読んだことがある、といったレベルではあったと思う

が、特に夏山でも低体温症が起こり得るという可能性については、 それほど深刻には認識して

いなかったのではないか。」 

 

●それはそうだと思います。３名が過去にどのような山歴の持ち主か、正確には知り得ませんが、

山岳会で鍛え上げられた人間とは違い、ツアーガイドというものは、その辺の経験が少なかった

のではないかと思います。山は自分の経験によって危機意識がわかると思います。「はたして、

このまま行けば危険なのかどうか」「突っ込むか、引き返すか」その判断は経験のある（いくら

経験があっても山に行かない期間が長ければ感覚は薄れますが・・）登山家なら必ずあるはずで

す。稜線で引き返せなかったのも、北海道の山をよく知らないガイドが２人いたこと、よく知っ



ている人間が社員の添乗員兼ガイドであったこと、言いたくても言えない環境など、複数の要因

が考えられます。 

 

（５）「悪天候(風雨、濃霧、霙、風雪など)下でのツアーとしての行動経験が、どれほどあった

のか。それによって、危機的状況下での参加者に対するチェックやアドバイスの重みが違ってく

るだろう。今回、そのようなこまめなケアがなかったのが、事態を悪化させたのではないか。 」 

 

●前述のような事由から、「これは遭難だ」と気づくまでには、各ガイドの判断力の遅れ、無さ、

客も行けるだろうという過信。または細かいチェックやアドバイスをするだけの余裕がガイド側

になかったのかもしれません。それは低賃金で契約し、会社側に利用されている、外部ガイドの

意識にも反映するものがあったのかもしれません。ちなみに私がいたころの日当は、１１５００

円／日でした。ただ、思ってはいけない事ですが、そんな低賃金で命がけの仕事をする気持ちは

薄れて行くのかもしれません。これは客とは何の関係もないことで、自分がそれをヨシとして契

約したのだから、自分（ガイド）の責任ですけどね・・あくまでも心情的な問題です。仕事はし

っかりしなくてはなりません。 

 

（６）「同じく悪天候下で、ガイドが自分自身の体力をどれほどと認識していたか。 また、ス

タッフと参加者の経験差、体力差をどれだけ認識していたかが、一 つのポイントであろう。今

回の参加者は50代の2人を除き、残り13人がす べて 60代である。特に 30代のガイド 2人と参加

者の差は大きく、参加者の 疲労度を若い 2人がどこまでシビアに認識していたか 、疑間が残る。 」 

 

●前述とダブりますが、私が把握する限り、アミューズトラベルのツアーというものは、疲労度

の把握よりも（もちろん倒れるような疲労度は別ですが）行程管理の方が大切なイメージを持っ

ています。きちんと遂行することに重点をおく気持ちが強く、またガイドがあまり言えない環境

であり、お客さんのことを気遣う余裕がなかったのかもしれません。 

 

（７）「参加者に対する状況説明を常に行っていたか 。 一日ごとに、 あるいはポイントごとに、 

日程やコース概要 、天気概況 、行動の見通しなどをきちんと説明 し、 ツアー登山といえども、

参加者にパーティのメンバーとしての自覚を促す必要がある。 」 

 

●それは私が行っていたころは、ほとんどありませんでした。 

ほとんどのお客さんは、あくまでも「客」として来ている意識の人が多く、知らない人の寄せ集

めであり、会社に連れて行ってもらっている、という意識は明らかにあります。お互いの結び付

きも無い、単なる集合体であり、それはパーティとは呼べず、個々が個々のために歩いているだ

けのことであり、会社側もその結びつきに対してどうのこうのは言いません。ここに旅行会社の

企画する登山ツアーの危弱性があると思われます。 

 



（８）「参加者のコンディション (経験 、体力、疲労度 、体調など)をどれだけ把握していたか 。

それらを毎日チェックし、 スタッフ 3人で共有していることが 大切だったのではないか。」 

 

●そうだと思います。スタッフ同士も知らない関係というのも問題で、お互いにお互いを牽制し、

気を使っていたのではないでしょうか。もっとも、それと仕事は関係ないので、参加者の状態を

把握するのは当たり前の勤めですが、それを十分に把握していたのなら、過信は生まれないと思

います。また客側も自由に言える環境を最初に作るべきではないかと思われます。きちんと判断

し最終的に決めるのはリーダーではありますが、客が言えないような環境はどうかと思います。 

 

（９）<ツアー会社の企画や運営、 危機管理に問題はなかったか >  

「アミューズトラベル社 (以下、アミユーズ社)では、現場でのあらゆる判断、 対応はすべてガ

イドに任せており、何かあれば会社が全面的に責任を負う考 えと言う。 しかし、今回のような

ツアーは、旅行業務の一環とはいえ登山活 動であり、登山としての安全性を重視した判断をガ

イド側から主張できるよ うな体制にあっただろうか。また、会社側でそのように指導していた

かどう か、が問われる。 」 

 

●前述の通りです。ガイド（外部契約専属ガイド）は、あくまでも下請けであり、たとえ会社側

が、そのように言っていたとしても、外部ガイドが言えないのが現状です。また契約書は私がい

た頃は、「ガイド側に過失がない場合」という事項があり、過失が無い場合は会社が全面的に責

任を負うというものでした。しかし、ガイドの過失というものは、どこでどのように測られるの

でしょうか？そのへんが非常に曖昧だと思います。 

また、専属契約としていることで、他のガイド（個人ガイド）などはできず、かといって生活を

保証されるものではありません。現に冬場などはほとんど仕事は無く、他のガイドもできず、と

ても契約ガイドだけで食べて行くことはできません。私の知っているガイドは会社に内緒で個人

ガイドをして、それが会社にわかり、夏場の忙しい時期でも仕事を回してもらえなかった・・と

いうこともありました。「会社に体良く利用されているだけの存在」というイメージの中で、そ

のような気持ちがあったとしても言えず、逆らえば切られる、そのような人間が、本当に客の命

を守れるのでしょうか？会社のそのような体制にも問題があると思います。 

 

（１０）「今回のような事態は会社、ガイドともに想定外だったのではないか。山での 危機管

理については社内にも専門家は少なく、年 3回実施されることになっ ている研修会においても、

事故対策は転・滑落や熱中症に集中しており、低 体温症は取り上げられていなかったという。」  

 

●年３回（私がいた頃は年1回だったと思いますが）の研修会も参加できるガイドもいればいな

いガイドもいる。また、その説明もその場限りのもので、とても充実したものとは言い難いです。

すべてはガイドの自主性に任されています。 

 



（１１）「そもそも低体温症に対する危険認知が、社内になかったのではないか。2002 年の事

故後も、当該のトムラウシ山コースを含めて、低体温症の危険を啓蒙 していない。 」 

 

●上記のようなことなので、たぶん低体温症に対する危険も知ってはいなかったのではないかと

思います。 

 

（１２）「アミューズ社は 1991の創業以来、年々急成長し、危険度の高い登山部門にも進出し

てきた。その成長ぶりに対して、社内やガイド・スタッフのリスク・ マネージメント体制が対

応できていなかったのではないか。 」 

 

●アミューズトラベルはあくまでも「旅行会社」です。 

私がいた頃は、自分が意識している分、会社に対し山の危険性、ツアー登山の脆弱性を少なから

ず言い続けました。また、それまでに起きた登山中の事故や遭難に対しても、検証し原因を究明

する必要があると言いましたが、なかなか聞いてもらうことができませんでした。今回の事故に

しても、私がいた頃の「このままいけば必ず大きな遭難事故を起こしてしまう・・」と言った危

惧が現実のものになりました。私との契約を一方的に切ったのはアミューズ側といえ、私がもっ

と言っておけば・・と、ショックで、少なからず責任を感じております。彼ら（アミューズトラ

ベル）は自分に都合が良く、利益を上げるものに対しては反応しますが、そうでないものに関し

ては人の話を聞こうともしない、といった印象があります。私の認識が無いだけで、組織という

ものはそういうものか・・？今までに、あと何店か契約していた（しようとしていた）旅行会社

もそうなので、旅行会社という体質上そうなのだと、今では諦めていますが、それでは客の命が

危険にさらされることになり、そういう会社は登山ツアーなどは企画すべきではない、というの

が私の考え方です。ある時に「2泊3日では客にとってきつすぎる、3泊4日にすべき」と言った

時でも、「2泊3日の方が客が集まる」という理由で却下されたり、ある旅行会社では「客25名

に対し、2名のスタッフでは少なすぎる」と言った時でも、「必ず3名つける」と言っておきな

がら、当日は2名だったということもあります。あとで聞くと「予算の関係」と言われましたが、

登山の経験や危険をあまりにも知らず、机上で企画をしている人が多い、そういう旅行会社は登

山ツアーを企画するべきではないという私の気持ちも、理解いただけると思います。もちろん、

その辺をきちんとしている旅行会社もあるとは思いますが、旅行会社全般で、今以上に厳しい基

準というのを設けていただかないと、今のような危険意識がバラバラの状態では、第二第三のト

ムラウシが起こってしまうと思います。何年か前にできたガイドレシオにしても徹底されていな

いのが、現実ではないでしょうか？ 

 

（１３）「今回のツアー企画そのものの脆弱性 (参加者のレベル把握不十分、簡素な食事、エス

ケープルートなし、予備日なし、避難小屋で幕営の場合のリスク、 ガイドの土地勘なし、など)

に対して会社は認識し、それを担当ガイドに伝えてなかったのではないか。 」 

 



●それもすべてガイド任せです。 

アミューズ社でのガイドとしては、山行の1ヶ月ほど前に依頼を受け、了承すると、前日か前々

日に客と同じ（かそれに書き加えたもの）行程表が送られてきます（私がいた頃の話です）それ

では、コースを把握することも、何人が参加されるのかもまったくわかりません。時間の少ない

中で以前に言った記憶をたどりながら、チェックするのがやっとで、エスケープルートや共同装

備といったこともガイド任せなので、とてもそんな余裕がない、というのが正直なところでしょ

うか。それでも私は、前もって準備しなくては危ないと思い、事前に事務所に聞いていましたが、

早すぎる（１週間前）とまだわからない・・ということもありました。すべてギリギリに作るの

です。それも添乗員が作って知らせるだけのシンプルなものでした。 

 

（１４）「天候悪化に伴うリスク回避に対する具体的な判断基準が社内になく、 したが って、

ガイドにも明確な指示として出されていなかったことが混乱を招いたものと思われる。特に今回

は夏山ということもあり、特段の注意は与えられていなかった。 」 

 

●前述のようなことで、リーダーの所在がはっきりしていなかったのだと思います。亡くなられ

たので、話はできませんが、吉川リーダーもその時点では、弱っていて、判断できなかったので

はないか？吉川リーダーがダウンした場合はだれが指揮系統を取り仕切るのか・・それもはっき

りしていなかったものと思われます。 

 

（１５）「今回のようなツアーを実施する前に、スタッフ間で危機意識や危急時対応について共

通認識を持つため、 しっかリミーティングするよう指導が徹底されていなかった。また、ガイ

ドは今回のコース上で起こり得るリスクについて、 参加者に説明していない。 」 

 

●ツアーの前日まで、何人来るのか、どんな人が来るのか、だれがスタッフなのか、外部ガイド

がわからない状態では、スタッフ間で話しあうのは物理的に不可能です。当日に会って次の日か

らの行動をチェックすることはできるとは思いますが、急すぎる、それでは危ない、といったき

ちんとした危機意識を持ったガイドがいなかったと思います。ガイド間もどっちかというと「仲

良しクラブ」的なノリなので、なんとなく仕事で山に行っている、という気持ちがつよかったの

では無いでしょうか？ 

 

（１６）「危急時の対応について、アミューズ社としては、 とにかく 「無理して突っ込むな」

「そのパーティで一番弱い人を基準に行動しろ」 と指導していると言うが、ガイドに徹底され

ているとは言えない。「どんな状況下でも日程を忠実に実行するのが良いガイド」という極端な

考え方があるが、それは山では通用 しない。危機的状況下ではまず何を優先させるべきか、改

めて傘下のガイド に徹底させる必要がある。 」 

 



●その通りだと思います。しかし前述のような様々な理由から、ガイド側の仕事に対するポテン

シャルの低さや責任感の無さが露呈してしまっているように思われます。ガイド側ももっと徹底

して、その辺の意識を高める必要がありますね。しかし、会社に言えば、仕事がなくなるとか、

辞めさせられるとか、といった下請けの弱さがあり、なかなか言えないでいるのかもしれません。

私はそれが嫌でやめることを決意したのですが、それよりも早く会社側から言われた次第です。 

 

（１７）「ヒサゴ沼避難小屋からの出発という判断は、予備日がないので停滞はできない(1日延

びれば追加料金が発生する)、 続けて沼ノ原から同社の別パーティ が入ってくるので、小屋を

空けなければならない、などという考えが、ガイドの頭の中に浮かんだのではないか。会社は想

定していないと思うが、ガイドがプレッシャーとして感じることはあるだろう。 」 

 

●もちろんあります。それで引き返せなかった（または引き返すことを言えなかった）と言って

も過言ではないでしょう。 

 

（１８）「ツアー登山に予備日はない、というのが業界の常識というが、そうは言っても、万が

一の場合は停滞を余儀なくされ、当然ツアーを延長せざるを得ない ケースがあるだろう。その

場合、100%ガイド判断に任されているのかどうか。 この判断はガイドに大きなプレッシャーを

与えるが、彼らに精神的な予備日 (自己裁量できる余裕)が持てるよう、指導していく姿勢が必

要だろう。 」 

 

●その通りですね。でもあくまでも旅行会社・・それができるかどうか・・です。ある時にその

問題について話した時も、「旅行会社というのは旅程管理というものに支配されている。その通

りに動かなければならない」と言われました。でもその時に、「それなら、旅行会社は登山をし

てはいけない・・」と思った次第です。また、このところの不況で、各旅行会社はしのぎを削っ

ていますが、低価格競争を登山にだけは持ってきていただきたくないです。各ガイドや旅行会社

も自分たちがしている仕事に、もっと誇りを持たなければ、と思います。儲かればいいという考

え方も山には持ってきて欲しくありません。今までもあまりにも危険な登山ツアーを、山中でた

くさん見てきました。他ツアーにおける遭難現場にも遭遇したり、ツアー関係者から「うつのツ

アーで今年は○人亡くなった」という話を聞いたこともあります。それらがどうしてニュースに

ならないのか不思議ですが、どうか安全を金銭と置き換えることだけはしないでいただきたい。

旅行会社もお客さんの側も、そろそろ気づいてもいい頃ではないでしょうか？ 

 

（１９）「危急時の連絡方法が心もとない。電波が通じない山域での連絡方法に、明確 なルー

ルがなかったと思われる。また、トランシーバーは持参を義務付けて いると言うが、使われた

形跡がなく、ラジオも持参していない。」 

 



●私がいた頃は、トランシーバーはあくまでも低出力のパーソナルで最前と最後尾のスタッフが

もって通信するものだったと記憶しています。義務付けられているとはいえ、もし緊急用の高出

力のトランシーバーがあれば、それは会社にあるのでは無く、ガイド個人の持ち物と言う事にな

ります。他に非常用としてロープやツェルトも義務付けられていたと思いますが、それも個人ガ

イドの自品です。持っていないガイドはどうすればいいのか・・という話もなかったと思います。 

 

（２０）「避難小屋泊まりを前提としたようなツアー募集は、避難小屋の本来の使用目的から逸

脱している。人数分のテントを確保していると言うが、幕営による 参加者の負担をどの程度認

識していたのか。特に慣れていない人、あるいは 高齢者にとって、悪天候下での幕営は大きな

負担となり、翌日の行動に支障 が出ることもあるだろう。」 

 

●私の友人の北海道のガイドからは、避難小屋の場所取りをアミューズは置いていたと聞いてい

ます。私がいた頃も北海道に1ヶ月ほど滞在して、避難小屋の場所取りをする人間がいました。

それが現在でも事実として起こっているとすると、本来、緊急時の避難用として使われるべきの

避難小屋を普通の山小屋のように利用していたばかりではなく、場所取りをして自分の家のよう

に使用していたことに関しては、元在籍していた人間としても恥ずかしく思います。なぜそのよ

うなことができるのか・・登山というものをしらなすぎるし、モラルの無さに愕然とします。人

数分のテントを持っていくのは常識ですね。しかしながら、高齢者にとって、幕営することでの

体力を考えるなら、そのような事に耐えられる人しか連れて行っては行けないと思います。1泊

ならまだしも2泊もテント生活をすれば、どれくらい体力が消耗するかは、わかっていそうなも

のですが・・それもたぶん解っていなかったと思います。悪天だから避難小屋を使うのはそれは

それで良いとしても、客の体力面を考えるなら、その日はヒサゴで停滞して欲しかった。また、

そのような山行は多勢での山行はするべきではない・・ということになります。 

 

（２１）「ガイドの選び方に問題はなかったか。ガイドの選定方法としては、参加者の多い支店

からガイドを出すことがアミューズ社の方針になっており、今回、 広島と名古屋からそれぞれ

リーダーとサブガイドを出している。ただ、2人とも今回のコースは初めてで、しかもスタッフ3

人とも各々面識がなかったという。コース経験の有無は、ガイドの絶対的条件ではないが、万が

一を考えると不安な構成である。今回のようなロングコースでは、接客力優先ではなく、危機対

応能力を中心に、厳しく選定する必要があったのではないか。 」 

 

●前述の通りです 

 

（２２）「ツアー登山の定着とともに、「ツアー登山客」という層が生まれ、「ツアー登 山ガ

イド」というカテゴリーができ上がりつつある。多くの人々が気軽に山 を楽しめることは素晴

らしいことではあるが、そこに潜むリスクに対してツ アー会社もガイドも敏感でなければなら

ない。 」 



 

●そのような環境つくりにがんばりたいですね。 

 

（２３）「今回のような、状況によってはハードになるコースについて、参加者の参加基準は妥

当だったか。星印で表わしたランク付けも意味はあると思うが、山行経験の中身が問題である。

ハードなコースや危険度の高いコースでは、もう一歩踏み込んだ顧客管理が望まれる。 」 

 

●その他多勢から一般募集する形のツアーというものでは、非常に難しいと思います。また高齢

者の場合は、前に行った山歴を聞いたとしても、体を壊されていたり、山行の間隔があいていた

りと、当日の体調を計るのは個人ガイドをしている自分でも難しい場合があります。アミューズ

は年齢による規制を付けているみたいですが、それだけで、個人の力量は計り知っていないと思

います。やはり当日の細やかな気配りが大切だと思われます。今回のように悪天の時は、特に・・

です。 

 

（２４）<参加者の力量と認識に問題はなかったか>  

「このツアーに参加できるだけの経験や体力が備わっていたのか。アミュ−ズ 社の参加基準では

星4つ(星5つが最高)で、参加者はすべてその基準をクリアしているというが、悪天候下における

経験や体力となると、一部の人は 不足していたのではないか。 」 

 

●アミューズはあくまでも旅行会社ですので、客がある一定の基準をクリアしていたら、参加し

ていただいた方がいいに決まっています。商売ですから、商品を買いに来た客に売らないことは

あまり考えません。よほど、歩けない人以外は断らないでしょう。その部分にも、そのような旅

行会社が登山ツアーをする（その他大勢を相手にする）危なさが潜んでいます。 

悪天や地形の状態の変化でレベルは変化します。当然、それをも考慮して動いていたのではある

でしょうが、当日はその部分でも余裕がなかったのでしょうか・・ 

 

（２５）「参加者は、 自分の体カレベルについてどの程度客観的に認識していたのか 。一般の

登山者 、特にある程度組織的に訓練された登山者と比べて 、 自分はどの程度と分析していただ

ろうか 。 今回のような悪条件下では、 とりわけその差に開きが生じると思われる。 」 

 

●いわゆる山岳会などに行きたくない、山岳会の山行にはついていけない、方が登山ツアーに参

加されると思います。気軽に参加でき、スタッフも優しい・・すべてを用意してもらって、コー

スも決めてもらい、地図も持たずに歩ける。時には荷物も持ってもらえる・・客はただリーダー

が歩く後ろをついて行けば、頂上に連れていってもらえる。 

という意識で参加される方が多いと思います。ただ、今回の場合は縦走ということもあり登山口

と下山口が離れていて、またトムラウシという非常にアクセスが悪いところということで、個人

でもいけるがツアーに参加した方が便利、ということで参加された方は多いのではないかと思い



ます。そういう「個人でも・・」というお客さんはまだしも、常にツアーを利用していれば、山

のピークはたくさん踏めるが、山に関しての知識や技術などは何もしらない、という方が多いの

が現実だと思います。やはり来られるお客さんとて、ひとりの登山者には違いないのだから、き

ちんと訓練する必要はありますね。判断も言いにくいとはいえ、今、自分たちがどういう状態で

あるか、ということを冷静に理解できる必要があります。そういう（面倒なこと）を言うと客は

離れる・・とか、客はもっと気軽に参加したい・・とか、思う意識が旅行会社側にもあり、なか

なかツアー登山では難しいかもしれませんが、そのへんもこれからは、個々のレベルで徹底して

いただきたいと思います。ただし、それをきちんと指導できる経験豊富な、客のことを大切にで

きる本当のガイドが必要ですけどね・・ 

 

（２６）「アミューズ社のツアーで 、 同じコースを、 ネパールなどと同様のトレッキング・ス

タイル (食料や寝袋 、マットなどは会社で持参 )で歩く「らくらくプ ラン」があるが 、それと

比較して 、体力的な不安よりも経済的なものを優先しなかったか 。そして 、その自己分析によ

って 、冷静に山選びができていた のかどうか 、疑間が残る。 」 

 

●それは、ツアーに来る客の立場では、難しいと思います。前述のように乗っかれば連れていっ

てもらえる、というのがツアーの利点だと思いますから・・登山では、そういう考え方はダメな

んですがね・・ 

 

（２７）「ツアー登山というシステム (会社やガイド)に対する依存度が高過ぎて 、 自立できて

いないのではないか 。 ツアー登山といえども、 フィールドは一般の登山と同じである。 時に

は厳しい自然が相手であるから、登山とは、最終的 に自己責任が基本となる、 という認識を持

っていたかどうか 。 」 

 

●それも客によると思いますが、ツアー登山に対する依存度は相対的に大きいと思います。現に

それについて行けば、体力があれば「登れてしまう」のですから、まぎれもなく自分の足で歩い

て登ってるのですから。でもそれは本当は、自分の力ではないんだよ・・と思っている方は、数

少ないでしょうね。それゆえに高齢者が増えるのもうなずけます。 

高齢者は経済的にもゆとりがあり、時間とお金はある。無いのは体力だけ、というときに一番い

いのはツアー登山です。中には私のような個人ガイドを頼まれる方もおられますが、私は個人的

な結びつきを大切にしていますので、パーティというもの（個人的な結びつき）を嫌われる方は

やはり気楽なツアーに行かれると思います。 

 

（２８）「ガイドを信頼し、その指示に従って行動するのが基本のツアー登山といえども、参加

者自身でも現在地の確認や時間管理 、自身の体調把握など、登山パ —ティの一員として 、認識

していることが求められるはずである。 今回はそのあたりの認識不足が見られる。 」 

 



●上記のようにパーティというもの自体をヨシとされない方もおられます。あくまでも客であり、

個人である。そんな中でも今回は仲間同士助け合った人がおられたのは、人間として本当に素晴

らしいことだと思います。ただ、言えない状況は分かりますが、登山をある程度知っておられる

なら、ヒサゴ沼に引き返すことを誰かが言って欲しかったと思いますね、パーティの一員とし

て・・ 

 

（２９）「一般にツアーの参加者は、単独では山に行けないのでツアーに参加する、 と いう人

が多く、パーティとしての参加意識が薄く、時には参加者同士の繋がりも避けたりする傾向があ

るようだ。 これでは、 ひとたびガイドが機能しなくなると、パーティの瓦解という最悪の事態

に繋がっていく。 今回、 お互い に助け合う姿が一部に見られたが 、寄せ集め集団といえども、 

いったん行動 を開始したら一つのパーティである、 という強い認識を持ちたいものである。 」 

 

●そのとおりですね。パーティ＝仲間ですから 

 

（３０）「危急時にいかに対応するか経験や知識に乏しく、 いわゆる 「ツアー登山慣れ 」して

いる参加者が多かつたのではないか 。 いたずらにピークをコレクション するだけでなく、登山

経験を重ねるごとに一つ一つ知恵を付けていくことが 、いざという時のための、セルフレスキ

ューのスキルアップに繋がるだろう。」  

 

●そのとおりです。私も私の客の中にはそういった方も居られます。これからしっかりと認識し

ていただくように、ご指導させていただきたいと思います。 

 

（３１）「参加者はほとんど、低体温症の知識は持ち合わせていなかった。 また 、 2002年夏の、 

同じトムラウシ山における低体温症による遭難事故を知らなかった。 」 

 

●これは、天気が悪くなることが予想されているのだから、ツアーが始まる前に旭岳側の宿で、

危機意識としてリーダーが全員に言っておくべきです、事前ミーティングまたは講習会として時

間をとるべきだと思います。しかし今のアミューズ社の体制では時間的な余裕が生まれてこない

のではないかと思います。 

 

（３２）「星 4つの参加者だけに、装備に関しては特に問題なかったと考える。 ただ 、 その装

備やウェア類を危急時にいかに活用するか 、 という知恵については不 足していたようだ。 一

方 、今回の食事システムも独特だが 、参加者の食料計 画の貧弱さが気になる。ザックの重量が

増えるのが不安だったのだろうが 、悪天候下ではエネルギー不足と思われるような内容だった」 

 

● これも事前の装備チェックの時に確認すべきこと、または講習会の中で使い方などの講習も

するのが望ましいですね。 



アミューズトラベルは、今回亡くなられた方へのしっかりとした責任を取り、今後の山行におい

て見直すところがたくさんあります。私としては、事故後全山行を取りやめ、全ての検証、全て

の改善点を社内で検討し、少なくとも喪が明けるまでは犠牲者の喪につくし改善点を洗い出す必

要があると思います。当然、そのような意識の徹底や、管理指導に関しては、事故後は何らかの

対策をしていますが、果たしてそれが徹底されているのでしょうか？知らず知らずの内にこの事

故が忘れられ、また同じような意識で山行を続けることが、また第二第三のトムラウシを起こす 

ような気がしてなりません。アミューズトラベルのみに限らず、このことは各旅行会社、各ガイ

ドが肝に銘じ、これからの山行に対し「きちんとしたもの」を作っていただきたいものです。 

 

長くなりましたが、以上を私の所見とさせていただきます。 

添付の報告書分を受けての私の感想と共に、どうぞよろしくお願いします。 


