トムラウシ山遭難事故
トムラウシ山遭難事故 私の記録
戸田 新介
参加者と
参加者とガイドの
ガイドのコード記号
コード記号（ｆ
記号（ｆ女
（ｆ女、ｍ男
、ｍ男、ｇガイド
、ｇガイド）
ガイド）
コード
f11
ｇl

ステージ
最終場所
Ⅰ 北沼分岐付近
Ⅰ
〃

最終動き／役割
ビバーク１
同上／リーダー
リーダー

年齢
68
61

生死
死亡
死亡

救出
ヘリ
ヘリ

１６－１７日
救出時刻 中間報告
6:50
女性客J
6:50
リーダーA

m21
f22
f23
f24
ｇｍ

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

北沼分岐上雪渓越え ビバーク２
〃
ビバーク２
〃
ビバーク２
〃
ビバーク２
〃
同上／ガイド
ガイド

69
62
61
59
32

生
死亡
生
死亡
生

ヘリ
ヘリ
ヘリ
ヘリ
ヘリ

6:50
6:50
6:50
6:50
6:50

男性客D
女性客N
女性客H
女性客I
ガイドB

m31
f32
f33
f34

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

南沼～トムラウシ公園
〃
〃
〃

下山中死亡
下山中死亡
下山中死亡
下山中死亡

66
62
69
64

死亡
死亡
死亡
死亡

ヘリ
ヘリ
ヘリ
ヘリ

5:35
4:38
5:01
5:16

男性客M
女性客K
女性客L
女性客O

f41
ｇｓ

Ⅳ
Ⅳ

トムラウシ公園手前
前トム平下部はい松

ビバーク３
サブガイド

55
38

生
生

ヘリ
ヘリ

5:16
10:44

女性客B
ガイドC

m51
m52
m53
f54
f55

Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ

自力下山
ビバーク４／下山
自力下山
自力下山
自力下山

64
65
61
64
68

生
生
生
生
生

自力
自力
自力
自力
自力

23:55
4:45
0:55
23:55
0:55

男性客E
男性客C
男性客F
女性客G
女性客A

※注； 「私の記録」は、１月に勉強会を開き、戸田氏の経験が非常に重要であると判断し、事故経験のまとめ方を指導した。時系列に大きく３項目
（①実際に経験したこと、②本人が感じたこと、③下山後に得た知識）に分けた表で整理すること、特に、①は記憶の精度を重要視し、自己判断
ではあるが、厳格に３段階表示（確実、少し曖昧、曖昧）することを勧めた。
なお、上記の参加者とガイド表は戸田、岩城、青山（研究ノート）で使用している。
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（青山）

トムラウシ山遭難事故
トムラウシ山遭難事故 私の記録
日付
6/21

時刻

場所

高妻山

戸田 新介

天候。私が登山中見、聞き、言ったこと。
（1）確実（2）少しあいまい（３）あいまい

登山中感じたこと

下山後の知見と推測

ｇｌガイドは「雨と思って歩けばよい。
」と言った。
（１）

ｇｌガイドは携帯を持たないの

下山してｇｌガイドが携帯を持

ｇｌガイドは「私は携帯は持たない」とも言った。
（１）

だと思っていた。

たないのは違うらしいと分かっ

ｇｓガイドは 6/20~6/21 の高妻山ツァーのガイドであった。
（１）
頂上をピストンして途中から枝尾根に降りることになっていた。ｇｓガイドは分岐の下で
待ったので、後続のツアー客がルートを見失った。
（１）
後詰めのガイドがｇｓガイドに「上で待ってて下さいよ。
」と言った。
（１）
帰りのバスでｇｓガイドと同席した。彼は「このコースは名古屋営業所で問題（終電車に
間に合わない危険）になっているが、今日は 1 時間早く着き、うまくいった。
」という趣
旨のことを言った。
（１）

7/13

中部国際空港

行きの飛行機でｇｓガイドと同席した。
（１）
ｇｓガイドは北海道は初めてと言った。
（１）
ｇｓガイドは「今回のツァーは夏休みの代わりみたいなもので、会社が用意してくれた」
という趣旨のことを言った。
（１）

新千歳空港から旭岳

自己紹介でｇｌガイドが北海道は初めてと言っていた。
（１）

山荘へのバスの中
晴れ

7/14

私はこの日は、高山植物の写真を多くとった。（エゾコザクラ、キバナシオガマ、

コマクサ、メアカンキンバイ、エゾツガザクラ）
14 時ごろ

旭岳か

ら白雲岳への途中

私はｇｌガイド、ｇｍガイドに明日の天気を尋ねた。
（１）
横にいたｍ31 さんが携帯でも分かると言った。
（１）

た。
16 時ごろ白雲岳避

小屋の前でミヤマアズマギクが咲いていた。ｇｍガイドに名前を教えてもらった。
（１）

難小屋に着く

私は外のベンチで自炊した。
（１）
ｇｓガイドが湯を沸かし、沸いた湯をお玉杓子でペットボトルなどに入れていた。
（１）
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水がこぼれるだけではと思い、ジョウゴみたいなものはないのかと私は言った。
（１）
このツァーを通じてｇｓガイドが湯の担当と決めてあったようで、彼はひたすら湯を沸か
していた。
（１）
ｆ33 さんがぺットボトルの空きはないかというので、ないと答えた。
（１）
翌朝の食事は夜のうちに作っておくようにとの指示がガイドからあった。（１）指示に従
った。
翌日の行動中の水を、ｇｓガイドが沸かした湯からボトルに入れて用意した。
（１）
着替えをして 19 時には寝た。シュラフカバーを使ったので暖かく、ぐっすり眠れた。
（１）
7/15

3 時 15 分 ご ろ ～

一部の参加者が 3 時すぎにごそごそしだす。私は 3 時半に起きて準備した。
（１）

白雲岳避難小屋

前夜に作っておいた食事は冷たく食えたものではなかった。

5時

出発。

一日中雨

霧雨

風がある。寒さは感じなかった。
（１）

出発の前にｇｌガイドから起床時間（4 時）を守るようにとの強い注意があった。
（１）
雨粒が眼鏡に当たり前が見えない。指でレンズをこすって足元だけを見て歩いた。
（１）
初めのうち一時間ぐらい高山植物の写真を撮った。そのあとカメラをしまった。
（１）
ウコンウツギがあった。
登山道は土の掘割となっていて水がいっぱいだった。際を歩こうと難渋した。
（１）
道が崩れてロープが張ってあるところがあった。ロープの中は水がたまっていた。深さ
22ｃｍぐらいで、高さ 20ｃｍの靴のかかとから水が入った。
（１）ロープの外を歩く人が
いたので、ｇｓガイドの叱声が飛んだ。（１）

ｇｓガイドは「水の中を歩けばよい」と

も言った。
（１）
ロープの外も 15cm ぐらいの草が水を含んでいた。
（１）
私は 6 度ほど水のなかを歩いたので、靴の中で足が泳いでいた。
（１）
ヒサゴ沼分岐の辺りが湿地のようになっていた。チシマノキンバイソウが咲いていた。
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この日は 1 時間に 1 度くらい、雨の中 5 分の立ち休憩だった。
（１）ほとんど休まなかっ

ｇｍガイドが中間報告書で「カミ

たし、ペースは速かった。それで予定より 1 時間早くヒサゴ沼避難小屋に着いた。
（１）

ナリを警戒していた」と言ってい

ヒサゴ沼への下りに雪渓が 2 か所あり、ｇｍガイドは足を前に滑らせながら降りるとよい

るのでそのせいで急いだのだと

と言って降りて見せた。皆も真似をしたが、私はあまりうまくはいかなかった。
（１）

思う。

14 時ごろ

雨の中、ヒサゴ沼避難小屋に着いた。
（１）
小屋には先客がいて雨具が干してあった。（１）
床の境のロープに押し込んでかけた。（１）
に入った。
（１）

私たちは水の垂れている雨具を土間と

この小屋内部のレイアウトは山

靴の置き場がなく、雨具の滴り水が下の靴

渓 10 月号Ｐ16 にある。

雨具を壁際の紐にかけると、しずくで床がビタビタになった。
（１）

二階に移った先客は、靴箱も開放してくれた。（１）

雨具の水も落ち切った。床に上が

って垂れた水をふいた。
（１）
一日中の雨でサポートタイツの下のトランクスは水がしぼれるほどにぬれていた。
（１）

雨具の防水性は１日中の雨では

私は全部、着替えた。脱いだものは壁際のロープにかけた。タオルを使って、できるだけ

限界を超えるのでは？

水気を絞るようにした。靴は新聞紙を何枚か入れて、少しは水気を取った。
（１）

下着は私の場合はトランクスを

横にいたｍ31 さんは「着干し」だと言い、サポートタイツも着たまま寝ると言った。
（１）

言うが、サポートタイツは通気性
が悪いので、トランクスは汗のた
めビタビタになったのだろう。
上半身はポリエステルの中間着
を直接着ていたが、乾いてはいな
いがビタビタではなかった。

17~18 時

17 時ごろまで、一部の男性客の場所は湯沸かし場、共同装備の置き場で使えなかった。
17 時~18 時

場所を開けて就寝した。
（１）

ｇｌガイドが「明日は、ご要望があり 3 時半起床 5 時出発にします。
」と指示した。
（１）
私のシュラフはザックの一番下に入れていたので少し濡れた。（１）

私は逆にして、シ

ュラフカバーをシュラフの中に入れて寝た。暖かく快適に寝ることができた。
（１）
7/16

2 時ごろ

目が覚めた。風のピュウピュウ唸る音が聞こえた。
（１）

ピュウピュウという音は風が避

私は目を覚ましたまま 3 時半を待った。
（１）

難小屋の屋根に当たる音だと思
った。

3 時半

起床。前日までの行動着を再び着た。濡れていたが着干しにより乾いてきた。
（１）
ｍ31 さんが「2 時ごろトイレに行ったら、風も雨も激しかった。
」といった。
（１）
この日の朝食は、湯を貰い暖かいラーメンを作って食べた。
（１）

5 時前
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トイレに行く時、つっかけを履こうとしたら、ｆ41 さんが「下駄を取ってくれ」といい、 30 分の延期の決定については怪

ｆ41 さんは、トイレから帰った

「そのつっかけは持ってきたのか」というので、
「いつも持ってくる」と答えた。
（１）

訝な気持ちがした。出発を遅くす

らｇｌガイドから 30 分の延期と

トイレに出ると風が強かった。大粒の雨が時々横殴りに降り、荒れた感じがした。
（１）

るのは聞いたことがないし、また

巻き道をとることの説明をうけ

トイレから戻ると、出発が 5 時半に延びたとｍ31 さんに聞いた。
（１） 天気の様子を見

30 分というわずかな時間で何か

たという。

るためと聞いた気がする。
（２） ｍ31 さんからはトムラウシの山頂を登らず、巻き道を

をかわすことができるものかと

30 分の延期について雪渓上で風

とるとの決定の説明はなかった。
（１）

思った。

に曝されるのを避けるためとい
う。
（8/7 時点の弊社の認識内容）

5 時半出発

出発の時、ｇｍガイドから杖の先のゴムを取っておくようにとの指示が出た。
（１）
誰かがアイゼンはどうすると聞いたので、アイゼンは出しやすいようにザックの上に入れ
ておいてくださいとの指示があった。
（１）
私は 5～6 番目で歩いたと思う。（２）
ｆ33 さん（前にアミューズで一緒したことがあるが名前は下山後に知った）が「軽量化
のため、6 本爪のアイゼンをやめ、4 本爪を持ってきた」と歩きながら他の女性客に話し
ていた。
（１）

雪渓に到着

ｆ33 さんは私の後ろにいた。
（１）

雪渓は２か所あり、初めは緩やかな雪渓でアイゼンを出さずに上った。
あとに出てきた雪渓はアイゼンがあった方が良いという程度の雪渓であった。
（１）

ｆ33 さんが転んだという。場所

ガイドの指示で雪渓の下でアイゼンを付けた。
（１）

は分からない。

私は雪渓の途中、別のルートを取って 2～3 人を追い抜いたかもしれない。
（２）
私はｇｍガイドとシェルパ
シェルパさんたちのいる先頭グループに加わっていた。
（１）
シェルパ
シェルパさんはスコップを雪渓の上で転がして、ステップを切る真似をしていた。
（１）
シェルパ
稜線に出る直前、先頭のｇｍガイドが止まった。
（１） ｇｍガイドは下を見ていた。
（１）

ｆ11 さんが遅れていて、雪渓を

雪渓の始まりあたりで女性客と男性 2、3 人が何かやっていた。
（１） ｇｍガイドが降り

登りきるまでｇｌガイドがつい

て行った。
（１）

たという。
（山渓 2 月号）２～3

ｇｍガイドが戻ってくるまで待った。
（１）

人の女性が遅れていたというか
らｆ11 さんが最も遅れていたと
いうことか。

6 時 10 分ごろ
線の鞍部
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稜

稜線の鞍部に着いた。風と雨は再び強くなった。風は冷たかった。
（１）

私の感覚では撤退を考えるほど

鞍部で後続の参加者を待った。
（１）

ではなかったと思う。

遅れて到着した人がいたという。

6 時 20 分ごろ～

鞍部を出発。ここで遅い参加者（ｆ11 さんと後で知った）を先頭にしたと思う。
（２）
女性客が続いたので私は 10 番目ぐらいに入ったと思う。
（１）
天沼までに 2 回、5 分の立ち休憩をとった。
（１）

休憩したところは稜線から少し外れ

た登山道で、道が大きくえぐれてチューブの半分のようになっていた。
（１）
1 回目の休憩のとき私は水を飲むのが遅れ、隊列の最後になった。（１）

ｇｌガイドが

1 回目の休憩のとき数人の女性

寄り添ってきた。
（１）

客が遅れて着き、立ち休憩のはず

私は寒さを感じた。
（１）

が座り込む女性客がいたという。

それで 2 回目の休憩のあと早く出発して、先頭グループに位置し、道の横に出て雨具を脱

体を震わせていた人がいたと言

いでフリースを着た。
（１）下着が少し濡れたが温かく感じた。
（１） 列に戻ったら隊の

う。手袋が濡れ手がしびれザック

中ほどになっていた。
（１）

を開けるのに苦労して食料を出

私は繊維の中に空気層を閉じ込めると言う編み方をしたポリエステルの中間着とゴアの

したという。5 分の休憩で体が冷

雨具を着ていた。
（中間着の下には何も着ていない。
）それにフリースを追加したのである。

えて、歯がカチカチと鳴ったとい

（１）

う。ガイドは大丈夫ですかと聞い
たが応えはなかったという。休憩
中の参加者の様子を見ていた人
は遭難者が出ると思ったが、ガイ
ドがいるからと不安を打ち消し
たという。

天沼をすぎたあたりで 3 回目の休憩の指示が出たが、休憩してすぐ大粒の雨がバラバラッ

天沼の前に岩場があり、ここでｍ

と降ってきたのでｇｍガイドは出発を指示した。この雨は前触れの雨か、すぐ止んだ。
（１）

31 さんが空足を踏んだという。

私は歩きながら立て続けにアミノバイタル 3 袋、カロリーメイト 2 箱を食べた。
（１）

（山渓 2 月号）

私は前日、雨の中でザックから食料を出す困難を感じていたので、この日が最後の日であ

前トム平付近午前 9 時ごろ「雨

ることもあって、非常食などを全部雨具のポケットに入れておいた。
（１）

が強風で細かい粒になってうね

３回目の休憩を切り上げてからしばらくすると木道を歩くようになると、風と雨が激しく

り」
「白いカーテンのよう」
「風の

本格的になってきた。（１）

通り道では・・・上体を起こすと

雨は顔に容赦なく当たり、カッパのフードはベルクロ（面

ファスナー）で留めないとまくれ上がった。（１）
が前から顔に勢いよくぶつけてきた。
（１）
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この時の雨は中粒で、まとまった雨

私は目の前だけを見て歩いていた。

体が振り回された。
」
（クラブツー
リズム名古屋支店ツァー7/18 中

木道の上で右横からの強風に会うと落下する危険があるし、足が滑って踏ん張れないなど

日）風速 20～25m 気温は一気に

非常に困難だった。歩く速度も遅くなった。
（１）

７度Ｃにさがった。（日本気象協
会 7/18 中日）

日本庭園の最後の木道があるところが一番風が強かった。(１)
体とザック、ザックカバーに当たる風圧で体が持って行かれて、木道から押し出され転び

木道から落ちて転んだ女性客が

そうになった。
（１） 木道は幅 30cm 高さ 15cm、木道の上で横風をこらえるのが難しか

いたという。

ったし、下に落ちると転ぶ危険があった。
（1）

私は一度木道の外に飛び出た。
（1）

ｇｍガイドだと思うが先頭からふれ回って行く人の声が聞こえた。しかし風の音で何を言
っているのかはわからなかった。
（１）
ｇｓガイドは「風向きに向かって屈め」
「風の息があるから弱い時に進め」
「横に歩け」と

風に向って屈んで横歩きをして

いった。
（１）

みて、風にあおられてひっくり返

ｇｓガイドは私の前にいた。
（１）

風の息というが風は間断なく吹いていた。（１）

風に向かって屈めと言い、横に歩けと

りそうになったという。

言うがそれでは進まない。実際動きは止まってしまったのである。私はこういう場合にい
つもしているように、姿勢を低くして速やかに通り抜けた。（１）

左足を開き気味にし

て右からの風に備えながら。
（１）

木道を過ぎると木道からの落下

このときから私は自分のペースで歩くことにして、ｇｓガイド達を追い抜いた。
（１）

の危険がなくなったので、私が追

ｇｓガイド達を追い抜くと、その前の人との距離があいていたので私は追いかけた。
（１）

い抜いたと思っていた女性客た

登山道は両側が膝の高さぐらいの岩が並んでいる間を通っていた。
（１）

ちも私の後を追いかけたようで
ある。
強風帯で（一部の）女性は遅れ、
隊はばらばらになったという。

私がｇｓガイド達を追い抜こうとした時、私達を追い抜いて行った一人の男性がいたと思

追い抜いた人はｍ51 さんの可能

う。
（３）

性が高い。静ｆ34 隊ならまとま

木道を過ぎてロックガーデンに着くまでの間に開けたところがあった。（１）

前を行く

っているはず。

人のザックカバーが風をはらんでバタバタとやっていた。ｍ51 さんのカバーはアタック
ザックのカバーに紐で結んであった。（１）

アタックザックのカバー（赤）に作りつけ

のストラップがついているタイプのカバーの人がいた。（１）
-9-

肩まで覆うタイプのカバ

アタックザックの人はｆ41 さん
かもしれない。もう一人も私達の

ー（赤）の女性もいた。
（１）

隊の人かもしれない。

私はこの間 2 回カバーを飛ばされた。
（１）

私がザックカバーを一回目に飛

一回目は立ち止まってカバーを直したので誰かに追い抜かれ、またｍ51 さんを見失った。

ばされて、直している間にｆ41

（１） 二回目はカバーをつけることをあきらめ、ザックのショルダーハーネスにまきつ

さんたちに追い抜かれたかもし

けて、ひたすら歩いた。（１）

れない。

私のカバーはザックから外れても、一か所ザックに紐で

結えるようになっているので紛失はしなかった。

ザックカバーは風が強い時はつ
けない方がよいと聞いた。帆掛け
舟のように風を孕んで体が持っ
ていかれるという。風の逃げ道が
ないからだろう。

ロックガーデンに着

ロックガーデンを登るとき体の小さい、若い（？）女性が大きな岩にどう取りつこうかと

私は静ｆ34 のパーティーが私達

ロックガーデンの前でｇｍガイ

く。

苦労していた。（１）

についてきていることを知らな

ドは 10 分の休憩を指示したと言

かったので、この体が小さい、若

われている。参加者にへたり込む

い（？）女性は私たちの隊にいた

人がいたという。ｍ51 さんはダ

んだと思っていた。こんなに小さ

ウンジャケットを着たという。ｆ

いザックではシュラフは入らな

55 さんが寒いから早く上がろう

いはずで、マットはもちろんシュ

と言うので休憩を切り上げたと

ラフもなしで済ませたのかなあ

いう。
（休憩は５分ぐらいか？）

と思った。強烈な印象だった。

静ｆ34 のパーティはこの休憩中

彼女の雨具は白っぽく、ザックはＤパックだと思うが小さかっ

た。
（１）

に追い抜いて行ったという。体の
小さい、若い（？）女性が追い抜
いて行ったのを休憩中の私達の
隊も確認していると言うので、私
はこの時、私たちの隊が岩の向こ
うで休憩しているのに気付かず
に、先に行ったのか？
ここは大きな岩を登らなければならないところで、（１）私は左側から、コンパスいっぱ
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私はロックガーデンを通過中、こ

寒さで体が動かないのか、岩に肘

いに足を延ばして岩をのぼり、次の岩の上の踏み跡（白くなっている）をたどってスムー

んな岩場があると分かっていれ

を突いたり、岩を抱きかかえたり

ズにロックガーデンを通過した。
（１）

ば、雨が降っている以上止めるべ

して登っている人がいたという。

風はあったが幾分追い風になっていたし、体を持っていかれるような強烈なものではなか

きで、特に女性参加者はレベルが

ロックガーデンを登るのに先行

った。（１）

多様で、雨の岩場はなれない人に

したｇｍガイドとｍ51 さんは、

は困難だろうと思った。

さらにロックガーデンの後で 20

ロックガーデンを過ぎてからは

～30 分待ったという。
（山渓 2 月

風のことは脅威でなくなったか

号）

らか、風を考えなくなった。
。

この間に私が追い抜いたかもし

私はｇｍガイドは先に行ってい

れない。ザックカバーをとると印

るのだと思っていた。

象が違ってくるので見過ごされ

はじめバランスを崩しそうになったが足を送って切り抜けた。早く歩くと

かえってうまくいった。（１）

雨は峠を越していたようで気にならなかった。木道の上

で遭遇したような雨はロックガーデンに着く前に終わっていたようである。
（１）

私はロックガーデンを過ぎて 7～8ｍぐらい先の先行者に追いつこうと急いだ。
（１）

途中で登山道が水たまりになっているところがあった。深さは 15ｃｍ余。
（１）

たと思う。

私は躊躇することなく水の中を歩いた。
（１）

ロックガーデンの出口でｇｓガ
イドはｍ51 さんに対して、道の
真ん中の水の中を歩けと言った
（山渓 2 月号）ので皆は水の中
を歩いたという。
これらについて私は知らない。静
ｆ34 隊を私達の隊と思って、追
いかけたのだと思う。

小川に着く。

小川に着く前に数人の女性客（？）が渡渉点の手前で待機（？）していたように思う。
（３） 私は彼らが渡渉点を探している
私は彼らを左に見てさらに進み渡渉点に着いた。
（１）

のかと思った。もっとこちらに来

小川は幅２～３ｍ。私の靴のかかとの高さが 20ｃｍちょうどで、かかとから水が入った

ればよいのにと思った。

静ｆ34 パーティーか？

後続の人は小川は膝下ぐらいの

から深さは２１～２２ｃｍぐらいと思う。
（１）

深さだったと言う。（8/7 時点に

ところどころに大きな石が水の上に出ていた。石を避け底に足をつけて渡った。
（１）

おける弊社の認識内容）

私が渡った時、小川は流れはなかったと思う。
（２）波はなかった。
（１）濁流の記憶はな

風の吹きよせ説が中間報告書に

い。
（１）水面に雨の波紋の印象はない。

ある。（Ｐ６８）風向きが変わっ
たか。
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小川に沿って歩くと、左前方でｇｍガイドが石飛をして別のルートを探し、「こちら」と

私はｇｍガイドが先に待機場所

「北沼から水が溢れだし、沢のよ

指示していた、手の方向を振り返ると、今私が渡ったあたりでｇｓガイドが水の中に入っ

に着いてから、戻ってきて小川で

うになっていた。川幅は 2ｍほど

て客を渡そうとしていた。
（１）

サポートしているのだと思って

で、流れの真ん中にｇｍガイドが

いた。

立ち、渡る人をサポートした。」

私は小川が波立っているのを見

（山渓 2 月号Ｐ１７4）
「登山道

ｇｍガイドのいるところは下流に当たるところで、非常に広がって見えた。幅は６～７ｍ

て、もうバックはできないと漠然

は北沼からあふれ出した濁流で

か（２）
。

と思った。

川のようになっていた。
」
（毎日新

私が小川を見た時、小川は一面に波立っていた。
（１）

流れは気付かなかった。

聞 7/23）
増水前の小川を渡ったと言って
いるのは私だけだと聞いた。皆は
ガイド達のサポートを得て、また
は自力で膝下ぐらいの深さの小
川を渡ったという。小川では皆が
順番を待っていたという。
ただしｆ41 さんはくるぶしの深
さをガイドのサポートを得て渡
ったという。(岳人 10 月号)くる
ぶしの深さということは増水の
前ということだろう。ガイドは増
水の前からサポートのため川に
入っていたのだろう。それともｆ
41 さんは飛び石を渡ったので、
水につかったのはくるぶしまで
で済んだということか？
私はガイド達より先行していた
ようだ。しかし小川に到着した時
間の差は 5～10 分だと思う。
- 12 -

10 時半ごろ（？）

北沼分岐に着いた。
（１）私がここに来た時、無人だったという記憶はない。
（１）何人か

静ｆ34 のパーティーか。

いたとおもう。
（３）しかもｆ41 さんに話しかけるまでの時間はほとんどなかったと思う。
私はここが北沼分岐であることを知らなかったし、分岐であることも、道標の存在も知ら
なかった。
（1）ガスっていたと思う。周りの景色はほとんど見えなかった。６～７ｍぐら
い離れると、ぼんやりと人がいることは分かるという程度だったと思う。
（２）
北沼分岐に着いて立っていた間に、私はｆ41 さん（名前は下山後に知った）に「後は頂

巻き道をとるという方針の変更

上で登頂写真を撮るだけ」と言った。
（１）ｆ41 さんは「頂上にはいかず、巻き道を通る

は私には伝えられていなかった。

と出発時にガイドから説明があった」と言った。
（１）

（１）

ｆ41 さん達が座るのを見て、私もその後ろに座ったのだと思う。
（１）私が座っていたと
ころは隊の真ん中あたりであるが、これは後から来た人も、自分の定位置に座るからそう
なるのである。
待機中は初め風が心地よく、しばらくして寒さで耐えられなくなってきた。風は強いが、

風のある冬、運動をした後に感じ

すこしおさまってきた。風の冷たさを感じた。雨は霧雨で、まばらであった。
（１）

るのと同じような感じ。（初めは

視界は悪くガスの中だったと思う。
（２）

汗がひくので気持ちがよく、やが

現場は登山道で緩やかな下りになっていた。（１）最後尾（のちにｇｌガイドが座るとこ

て寒さに耐えられなくなる。
）

ろ。）から後ろは平たんになっていたと思う。（２）大きな岩がごろごろしていた。（１）
隊は 15～２０ｍぐらいの長さになって待機していたと思うが（３）
、坂になっていたのか

11 時半ごろ

先頭は見えなかったし、最後尾は後で来るｇｌガイドの後ろはよく見えなかった。
（１）

私が北沼分岐に着いてからしば

私は最後の木道の一番の強風帯を過ぎて、北沼分岐に着くまで一度も休んだ覚えはない。

らくして、小川を早めに渡ってき

（１）

た人たちが北沼分岐に着き、後続

私が北沼分岐で待機中、出発の指示が出る前までに確認した人は、ｆ41 さん、ｆ33 さん、

を待っている間北沼分岐に座り

ｆ55 さん、ｆ24 さん、ｆ32 さん、ｆ34 さん、ｇｓガイド、ｇｌガイド、ｆ11 さん、ｇ

込んだのだと思う。それで私も座

ｍガイドだけである。
（1）
（名前は下山後に知った。
）ｍ31 さん、ｍ51 さんは出発の時に

り込んだということらしい。こう

確認した。ｍ53 さんはカムイ天上あたりで初めて確認した。ｍ21 さん、ｆ23 さん、植草

して北沼分岐が待機場所になっ

さん、ｆ54 さんは当日は一度も見なかった。
（１）

たのではないか。

ガスの中に入っていたと思う。雨はあまり気にならなかった。
（1）風は強くはないがあっ
た。（１）寒さを感じた。（１）周りの稜線は全く見えなかった。（１）空はどんよりとし
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て上方は黒かった。
（１）
ガイド 3 人と女性客がやってきた。
（ｆ11 さんのほか誰がきたかは知らない。
）
（１）
ｆ11 さん（名前は下山後に知った）がｇｌガイドのところにいた。
（１）
ｇｓガイドが私の前に座り込んだ。彼は顔をしかめていたようだった。
（１）
ｇｌガイドがｆ11 さんに魔法瓶の湯を与えてから、ｇｓガイドのところに連れてきた。
（１）

12 時半ごろ（２）

ｇｓガイドは魔法瓶の湯（紅茶という）を与え、次に背中をさすった。
（１） ｆ11 さん

低体温症では体をさすってはな

がおかしくなったのか起こそうとして、次に顔を近づけて大声で呼びかけていた。
（１）

らないと言われている。眠ってし

ほかのガイドが集まってきた。ｇｌガイドは「こういうときには湯を与えるとよい」と言

まったのは体をさすったせいで

って湯を与えた。
（１）彼女は飲んだ。
（１）

はないか。出発しようとして動け

そのあとｇｍガイドとｇｓガイドは彼女をどこかに連れて行った。
（１）

私はｆ11 さんをテントに収容し

ない人が出たのと同じことだろ

待機中 3 人のガイドのうちｇｌガイドとｇｓガイドはあまり動かなかった。ｇｍガイドだ

たのだと思っていた。

うと思う。さする行為は決して保

けが動いていた。
（１）お互いの連絡もｇｍガイドが歩いて連絡を取っていた。
（１）

温にならないと思う。

ｆ32 さんと思うが奇声を挙げた。「キーキー」だと思う。
（１）本人の顔を見ると知らん

ｆ32 さんはこの前(ロックガー

顔をしていた。
（２）

デン？ )にも奇声 を出したとい

ｆ55 さんだと思うが「話しかけてあげてください、落ち着くから」と言った。
（１）

う。

2 人のガイドがｆ11 さんをどこかへ連れて行って 10 分ほどたって、新しい指示が出ると

ガイドのやっていることは効果

7/10 には新得消防署による夜間

思っていたら、2 人のガイドはどこかへ行ったままだった。そこでｇｌガイドのところに

があるとは思えなかった。いたず

登山があり、ビバーク装備を持っ

言って「どうするんですか。
」と言った。
（１）ｇｌガイドは「様子を見る」と答えた。
（１） らに時間を浪費しているのでは

て上ったという。（北海道新聞

私は「素人が口出しすることではないかもしれませんが」と言って引き下がった。
（１）

ないか。一人に起きたことはほか

7/23 帯広・十勝３０）

それから 10 分たっても動きがないので、私は自分の位置で立ち上がり「私たちは遭難し

にも起きると思った。3～4 人の

7/16 5 時ごろ道警のヘリコプタ

ているのだと思う。救援依頼をしなければならない。とにかくこのまま何もしないでじっ

犠牲者が出るのでないかと思っ

ーが飛ぶ。視界不良で 40 分で断

としていては死んでしまう。方針を決めて指示すべきである。」との趣旨のことを皆に向

た。ヘリコプターが早いと思った

念。
（同上）

かって演説した。
（１）

が空を見てできないと思い、救援

演説している間、前の女性客の顔を見ていたら頷いているようだった。

隊が歩いてくると夕方か。まさか

私が演説している間、２人のガイドとｆ11 さんは私の前にはいなかったことを言ってお

翌日になるとは思わなかった。

きます。
（１）
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いなくなって 20 分はたっていた。
（１）

私が遭難だと言ったときｇｍガ
イドは先頭の位置にいたようだ。

するとどこにいたのかｇｍガイドが「動ける人は出発します。
」と言いだした。
（１）

「ｍ51 さんがｇｍガイドに動こ

皆が出発のために集まろうとした時、一人動けない人（ｆ22 さんか？）がでた。
（１）

うとうながすと、ｇｍガイドはｇ

ガイドに告げるとｇｓガイド（？）が後ろにつれて行った。
（１）

ｌガイドのところに行き、出発を
決めた。
」とある。
（山渓 2 月号）
ｇｓガイドが何をしていたかは
分かっていない。ｆ11 さんがど
うなっていたかも分かっていな
い。
ｍ21 さんの証言（中日 7/19）は、
ｇｌガイドがｆ11 さんを引き受
けてｆ11 さんの様子を見ていた
ときに、ｍ21 さんが二人のため
にツェルトを提供したと言うこ
とらしい。
（山渓 2 月号）

このころから私は何があったか皆に伝えなければと思っていたので、時計ばかり見てい

時間について。時刻は覚えられな

小川を渡る時点で私は５～10 分

た。
（１）

い、時間の長さだけ覚えておこう

ｇｍガイドを先行していた。この

時計を見ていて 12 時 21 分だと思うが「ひゃ（はや）昼か、腹が減った」と思ったことが

と思った。

５～10 分とガイド達が参加者を

記憶にある。
（１～２）

自分が待機場所に来た時から 2

渡すに要した時間を合計したも

ｆ11 さんが連れてこられてから 30 分ぐらいして、さらに時刻の切りの良いところまで待

時間と覚えておこうと思った。

のが私が待機場所でｆ11 さんが

ち、ｇｌガイドさんのところへ行った。
（１）そして 10 分たって「遭難だ」と叫んだ。
（１） メモすることを考えたが、雨で紙

来るまでに待機していた時間に

ｆ11 さんが来てから 40 分はたっていた。
（１）

はボロボロになってしまうと思

なるのだと思う。

った。

増水によって余分にかかった時
間が待機時間の差だと思う。増水
した小川を早く渡った人はそれ
だけ北沼分岐で待機した時間が
長くなるのだと思う。
参加者の大部分は小川を増水後
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に渡ったというし、渡渉点に遅れ
てきた人もいたと思われるから、
全員が渡りきるまでには相当の
時間がかかったと思う。
出発して 2 回ほど立ち止まったと思う。最後に立ち止まった時は割と長くｇｍガイドを待

ｇｍガイドは雪渓の手前で 2 名

っていたようだった。
（３）

の不足に気付いて、北沼分岐から
ｆ22 さんと、ｆ23 さんを雪渓上
部（第 2 ビバーク地点）まで連
れてきたという。雪渓上部でｆ
24 さんがｍ21 さんに介抱されて
いたという。本隊は雪渓上部の 2

ｇｍガイドを待っている時、ｍ31 さんが遠くを見るように立っていた。顔が少し赤かっ

～3 分先でｇｍガイドを待って

た。上気していたようだ。
（１）またｆ33 さんの目がおかしかった。目玉が出ているよう

いたという。（8/7 時点における

に感じたし、白目が横に見えたように感じた。
（１）

弊社の認識内容）（この時間に食
事をした人がいるのだと思う。
）

12 時 40 分ごろ（２） 出発。ガスっていた。
（１）雨はほとんどなかった。風はあったが強くはなかった。
（２）
ｇｍガイドが先頭のｇｓガイドのところに来た。
（１）
ｇｓガイドは「この中ではｇｍガイド、お前が一番元気がある。
」といった。
（１）

ｇｓガイドはｇｍガイドが一番

ｇｍガイドは「10 人の客を無事下におろしてください。分岐では 10 人の確認をしてから

元気だから 10 人と下山すべきだ

降りてください。
」といった。
（１）ｇｍガイドは「私はｇｌガイドさんを一人残しておく

という意味で言ったという。（山

のは心配だから残ります。
」といって戻って行った。
（１）

渓 2 月号）

私は先頭グループにいたので二人の会話が聞こえた。
（１）
山頂の巻き道～トム

稜線はどこにも見えなかった。視界は１０ｍ～ぐらいではないかと思う。（１）風はあっ

ラウシ分岐

たと思う。雨はほとんどなかった。
（２）
トムラウシ分岐（場所の名は下山後に知る）まで 2 回ほど休憩をとった。
（１）
2 回目の休憩をして出発するときｇｓガイドは後ろに向かって叫んだ。
「出発するぞ。
（
」１）
5ｍほど離れて女性客 5 人が休んでいた。
（１）
「はよう立たんか。
」
「ここまで詰めてから
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私はｇｓガイドの言うことはも

休憩しろよ。」「今のうちに詰めろよ。」とｇｓガイドはいった。（１）ｆ33 さんがのろの

っともだと思ったが、遠くから指

ろと起き上がろうとしていた。本当につらそうだった。
（１）

示を出しているだけではと思っ

私、ｍ51 さん、ｆ54 さん、ｇｓガイドが先頭グループにいた。この時ｍ51 さんが私に、 た。

ｆ32 さんもこのときは先頭グル

「（後続者は）大丈夫か」と言った。
（１）

ープにいたがしばらくして後続

私は自分が後詰めに回ろうと思い後ろに下がった。（１）

後ろに下がって女性客の歩き

が遅いのに気づいた。
（１） すでにｆ33 さんをｆ55 さんがサポートしていた。ほかの参

グループに吸収されたという。
（山渓 2 月号）

加者も同じような早さであった。
（１）
客 10 人を確認するため 50ｍほど戻ったが、2 人が見つからないのであきらめて女性客４
～5 人の後についた。
（１）
トムラウシ分岐の 5ｍほどのところに来ると「オーイ
こえた。
（１）

姿は見えなかった。
（１）

オーイ」という声が下の方から聞

ｍ51 証言によると「オーイ」と

「オーイ」と答えると気配が消えた。
（１）

叫んだのはｍ51 さんだという。

下って行ってしまったようだった。私はｇｓガイドの声だと思っていた。

ｇｓガイドは分岐でｍ51 さんと
ｆ32 さんがついて来るのを見て
下っていった。それからｍ51 さ
んは分岐で 10~15 分待ち、後続
を確認して「オーイ」と声をかけ
たという。
（山渓 2 月号）

トムラウシ分岐～ト

ｆ55 さんに言われてｆ33 さんのサポートに参加した。
（１）

ムラウシ公園

バランスを崩さないように体を支えたり、尻もちをついたら抱きあげたり、段差のあると
ころでは尻で降りるようにしたり、交代で当たった。
（１） とにかくゆっくりと歩いた。
ｆ32 さんだと思うが座り込んで立ち上がれなくなったのでｆ55 さんがサポートに回っ
た。
（１）
私は一人でｆ33 さんのサポートをすることになった。
（１）
私が「携帯があれば電話するのだが」
「こういう場合は 110 番が早い」とｆ55 さんに言っ

ふつうは客が勝手に 110 番して

た。
（1）ｆ55 さんは「よく知らないでいらんことをしない方がよい。
」と言った。
（１）

はいけないのだが。皆はまだ遭難
と思っていなかったのだろう。
（非日常なことはなかなか信じ

- 17 -

られないという心理的傾向か？）
携帯をかけようとした人もいた
ようだが土壇場でないとかけな
いようだ。
ｆ33 さんに「もうこんなところに来てはいけないよ」と言ってやるとうなづいていた。
（１）
「歩かんと死んでしまうよ」
「救援隊がもうすぐ来るよ」などと話した。
（１） 彼女を起
こそうとして抱きつかれて、びっくりして手を離したらまた座り込んでしまった。
（１）
ザックが重かろうと「おろしたら」といって手を出そうとしたら、寒いからこのままがい
いといった。
（１）
トムラウシ公園

トムラウシ公園（名は下山後に知る）の手前の雪渓ではｆ33 さんを座らせて杖を持たせ

ビバークがよいとは思ったが道

て引っ張った。
（１） 一度休むと起き上がるのが難しくなった。
（１） 次は岩場が続く。 具がない。どうすることもできな
いつまで続くかわからず、下まで連れてはいけないと思って、ｆ55 さんに抜けると言っ

いと絶望感を抱いた。人のミスで

て一人で下ってしまった。
（１） わたしはｆ33 さんに救援隊がそこに来ているようなこ

死んでたまるかとも思った。

とを言ったが、根拠はなかった。
５ｍぐらい先に 2 人の女性客（ｆ41，ｆ34）がいた。
（１） ｆ41 さん（名前は下山後に

ｆ41、ｆ34 の二人とも危ないと

知る）に「どうしますか。
」と声をかけたら、
「一緒にいる」という返事だったと思う。
（１） 思った。
ｆ41 さんもよろけて歩いていたのでｆ34 さんと同じような状態に見えた。
（１）
ウコン色（黄色）の雨具の女性がいた。あれはｆ34 さんか。必死に歩いていた。
（１）
トムラウシ公園～前

トムラウシ公園から前トム平（名は下山後に知る）に登り返すところで道を失った。
（１）

トム平

やっと道を見つけたところでビバークをしようとしていたらｆ55 さんが来た。
（１）
ｆ55 さんがこんなところでビバークしたら死んでしまうというので二人で歩きだした。
（１）

しかしそこは道が錯綜しているところで 20 分ぐらい逆行してしまった。
（１）

やっと気付いて計 40 分のロス。（１）

道は左に 90 度曲がっていたのだが、その前で話

をしていたので、わき道に入り込んで戻ってしまったようである。
（２）
私の靴の踏み跡と同じ踏み跡が逆についているから逆行していると言った。（１）
は「いままで一度も枝道はなかった」と言った。（１）
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彼女

彼女は「みんなのところに戻れ

ばいい」とも言った。
（１）
前トム平に上がると風と寒さを感じた。雨はなかった。
（１）
しばらくして足の速い彼女に先に行ってもらった。
（１）
17 時すぎ
平の下

前トム

雪渓の下

雪渓の下の草付きにｇｓガイドが座っていて、ｆ55 さんがいた。
（１） 「私が来た時寝

私はｇｓガイドが携帯を触って

ｆ55 さんはｍ53 さんを待ってい

ていたんだよ」と私にｆ55 さんが言った。
（１）

いるのを見てはいない。

たのだとあとで思った。

私は「あんたは客ではないから、ガイドだからガイドとしての仕事をしてもらわねば困る」

私がこの日にｇｓガイドと話し

と言って先を急いだ。（１）

たのはこの時だけです。

ここでは夜が迫っていたので、私はほとんど立ち止まらな

かった。
（１）
コマドリ沢分岐（名

沢を渡ってヘッドランプをつけた。やがて真っ暗となりランプの明かりを頼りに、足元の

は下山後に知る）～

黒い筋だけを見て歩いた。18 時ごろにヘッドランプを出し 1９時ごろには真っ暗になった
（２）
何度も転んだ。雨具のズボンが破れていた（膝のところ）
。
（１）
「新道」「火の用心」の看板は見た。（１）

そのあとどこかで間違えて前からｍ53 さん

とｆ55 さんが来るのに出会った。
（１） 私は逆行していたことになるという。信じられ
なかった。
（それまで３～４時間、真っ暗な中をひとりで歩いた。
）
（１）
前方にｍ53 さんとｆ55 さんの二人の明かりが見えた時、救援隊が来たと思って私は二人
に「救援隊ですか、アミューズの参加者ですが」と言った。
（１）
出会ってから短縮登山口分岐まで 3 人で歩いた。
（１） このときｆ55 さんから「前トム

実際はメールでそれも「から打

平下でｇｓガイドに、目の前で電話しなさいと言って電話させた」と聞いた。
（１）

ち」だと言う。

短縮登山口分岐（温

二人の足は速いのだ。私は足が遅いので分岐で 2 人に先に行ってもらった。
（１）

短縮登山口に救援隊や帰りのバ

最初の警察発表が間違っていた

泉コースと短縮登山

それから延々とした道に、また間違えたのではと迷い、それでも構わないと思って歩いた

スがきているとはわからなかっ

ので、自力下山者全員が温泉コー

口コースの分岐点）

が、1 時半にビバークした。
（シュラフカバーをかぶりマットに寝転がった）
（１）

た。林道歩きを考えれば温泉コー

スをとったことが最近までわか

～温泉コースの林道

4 時半に起きた。落葉樹の木の葉が模様のようになって空に張り付いていた。
（快晴）
（１） スが早いと思った。

出合

東大雪荘から来る林道に出た。
（１）

私は道々、これだけは言わねばと

5 時に林道を自衛隊の車が行き、走ったが間に合わなかった。
（１）

考えながら歩いた。
（１）

ヘリコプターが飛び始めた。
（１）
一般の車に拾われ、
（１）5 時半ごろ宿に着いた。
（１）
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らなかった。

はじめに(1/2)

北海道大雪山系における
遭難事故時の気象状況
山岳気象アドバイザー
城所邦夫

はじめに(2/2)
• 使用した資料は地上天気図(図1)と850hpa(
約1500mの高さ)高層天気図(図2)及び大雪
山系に最も近い気象官署である平地の旭川
地方気象台の地上気象観測日表(表1)の3資
料で行ったものを、次のように報告する。

y 2009年7月16日、北海道大雪山系のトムラウ
シ山と美瑛岳でツアー登山者グループなどに
よる遭難事故が発生し、10名の死亡者を出す
大惨事となった。この遭難原因は多種の要因
が考えられるが、その中で悪天による気象の
原因もあると考えられる。
y そこで今回は、遭難当日の7月16日から2日
前の7月14日からの大雪山系付近の気象状
況を、平地と山岳とではどのような状況下に
あったかを調べてみた。

7月14日(1/3)
• 地上天気図(図1-1)と地上気象観測日表(表11)によると、大雪山系付近では太平洋高気圧
の一部と樺太北部にある高気圧との高圧部
におおわれ、一方、高層天気図(図2-1)では
ほぼ地上天気図と似た型となっており、平地
の天気は曇り〔◎〕ベースで日中は晴れ〔○〕、
気温も20℃をこえ、風は西よりで2～5m/sで、
天気は全般としては穏やかな曇り〔◎〕空とな
り、当日の平地における早朝予報(5時)とも良
く合っている。

表1-1

１４日９：００ 地上天気図

図2-1

7月14日(2/3)
• 一方、高層天気図(図2-1)によると北海道の
東方海上に低気圧があって、大雪山系では
北よりの風が10m/s位とやや強く、山頂や稜
線付近では積雲系の雲〔Cu〕がかかり、霧の
多い天気となっているが、中腹や山麓では晴
れ間〔全雲量3～7〕が出て陽射しもあり、入山
に対しては特に問題となる天気ではない。

１４日９：００

高層天気図

7月14日(3/3)
• しかし、当日の平地における早朝予報(5時)
では「明日(15日)は南よりの風がやや強まり、
天気は雨で雷を伴う」という荒れ模様の天気
が予想されている。
• 以上のように、14日は平地では曇りベース
〔◎・○〕の天気であるが、大雪山系では風が
やや強く、気温も10℃以下で寒い霧のかかっ
た天気となっている。

１４日９：００
地上と高層

7月15日(1/2)
• 地上天気図(図1-2)と地上気象観測日表(表
1-2)によると、前日(14日)黄海北部にあった
発達した低気圧が北東進し、15日には沿海
州南部へと進み、さらに発達しながらオホー
ツク海南部へと達している。このため平地の
早朝予報(5時)では「今日は南よりの風がや
や強く、午後は雷を伴って激しく降る」とあり、
実際の平地の天気もほとんど一日中雨〔●・
◎〕で、南よりの風もやや強く、気温も午後に
なって20℃を越えている。

図1-2

１５日９：００ 地上天気図

表1-2

7月15日(2/2)
• 一方、高層天気図(図2-2)によると強い低気
圧が日本海北部へと進んでおり、大雪山系で
は低気圧の接近に伴い南よりの風が15m/s
前後で、霧と雨(網メッシュ域)の天気となって
気温も13℃前後となっている。
• 以上のように、15日は平地、大雪山系共に南
よりの風がやや強く、一日中雨〔●〕の天気と
なっている。なお、平地の早朝予報(5時)では、
「明日は南西の風がやや強く、のち北西の風
で午前中は雨で、午後は曇り」と、天気は回
復の兆しを示している。

１５日５時

図2-2

１５日地上と高層
１５日９：００ 高層天気図

7月16日(1/4)
• 地上天気図(図1-3)と地上気象観測日表(表
1-3)によると、発達した低気圧は北海道の北
の海上に進み、北海道地方は低気圧の後面
に入って、平地では天気回復の兆しがみえて
いる。平地の早朝予報(5時)でも「今日は南西
のち北西の風がやや強く、朝のうちは所によ
り雨が残るが、のち曇り」とあり、実際の平地
の天気も雨〔●〕は午前8時過ぎには止み、日
中は曇り〔◎〕から晴れ〔○〕てきている。

図1-3

１６日９：００ 地上天気図

7月16日(2/4)
• 日中の気温は1７～19℃位、風は西よりの風
が7m/s前後となっている。
• しかし、上空は高さ1500m位から上の雲
〔Cu・Sc〕に広く覆われており、大雪山系の上
部はまだ厚い積雲系の雲に包まれている状
況になっている。

表1-3

7月16日(3/4)

図2-3

• 一方、高層天気図(図2-3)によると低気圧が
北海道の北にあって、大雪山系はこの低気
圧の悪天域(網メッシュ)に入っており、大気は
非常に湿った状態(降雨)にあって、風は北又
は西の風が15m/s前後吹き、気温も10℃前
後という、冷たく強い風雨に見舞われた天気
状況となっている。

１６日９：００ 高層天気図

7月16日(4/4)
• 以上のように、16日の平地の天気は午前中
に雨〔●〕も止んで、次第に曇り〔◎〕から晴れ
〔○〕てきているが、標高の高い大雪山系で
は低気圧に伴った悪天域が残り、下層雲の
積雲系の雲に厚く包まれ、この中で天気は冷
たく強い風雨状況となっており、このような状
況下で遭難事故が発生している。
１６日９：００ 地上と高層

まとめ
• 以上、3日間の平地と山岳との気象状況をみ
ると、標高の高い山岳地域の天気変化は平
地に比べて早く悪化し、回復が遅いという状
況を良く示している。特に発達した低気圧の
通過後の山岳の天気は回復が遅くなることが、
どこの山岳においても共通している。しかし、
冬季の場合には例外もある。

１．組織登山者はどう捉えたか

山岳団体から見たトムラウシ問題
社団法人日本山岳協会
社団法人日本山岳協会
遭難対策委員長 西内博

１．組織登山者はどう捉えたか
１．１ 「またか」
① 「またトムラウシで」
２００２年７月 トムラウシで５０代女性が
２人遭難し、死亡
② 「また北海道のツアー登山で」
１９９９年９月 羊締山で女性２人が凍死
２００２年６月 十勝岳で男性１人が凍死

２

１

• トムラウシの遭難を聞いた私のまわりの組織
登山者の反応
① 「またか」
② 「ありえない」
③ 「気の毒に」

１．組織登山者はどう捉えたか

３

１．２ 「ありえない」
① 「自分たちなら下山できる」
訓練を受け、装備も十分なパーティーなら
行動が不可能な天気ではない
② 「なんであの天気図で突っ込むの」
日本海に発達中の低気圧、１５・１６両日
荒天予報、予備日なし、エスケープ困難

1

１．組織登山者はどう捉えたか

４

１．３ 「気の毒に」
① 「純粋に気の毒」
遭難し、亡くなられた方に哀悼の意
② 「そういうリスクの覚悟も無く死んだことに
対し気の毒」
こういう天候で行動すると低体温症のリス
クがある、死ぬかも知れないという覚悟も
なく死んでいかれたことに憤り

２．登山の計画とリスク対策

２．登山の計画とリスク対策

５

２．１ 組織登山者の登山計画
① リスクを最小に計画する
事前に調べた情報と、自分達の主体的な実力か
らリスクが最小になる計画をたてる
② 残されたリスクの回避策
計画で回避できないリスクに対する回避策をたて
る。（予備日を持つ。シェルターを持つ。エスケー
プルートを決めるなど）

６

２．２ 登山計画と行動判断
① 計画をもとに行動し、判断
計画時点での判断通りのパフォーマンスをパー
ティーが発揮できるかが基本（できなければ計画
変更の必要）
② 天候（気象）の判断
天候（気象）が計画の想定範囲内か？（範囲外で
あればリスク回避策をとる）
③ コースの状況の判断

２．登山の計画とリスク対策

７

２．３ 行動判断における安全確保
① リーダーシップによる安全確保
行動判断において十分な安全を確保するために
は強力なリーダーシップが必要
体力、登はん能力 ≠ リーダーシップ
② パーティーシップによる安全確保
パーティー全員が計画を理解し、その行動の意
味を理解することが必要

2

３．事故時の他の登山者の行動

８

３．１ 他の多くの登山者は回避
事故が起きた時、最盛期にもかかわらず登山者少
なかったのは偶然ではない。他の登山者の多くは
１５日の段階で突入を回避している。日本海に発達
中の低気圧があり１５日からの悪天は予測されて
いた。組織登山者のパーティーよりはるかに弱いと
思われる事故パーティーは、このリスクの回避策を
持った上で登山を続行したのだろうか？

４．組織登山者は安心か
４．２ 山岳会のリスクの増加
③ 引率型の新しいタイプ
中高年山岳会 ： 老－老型の引率
従来の山岳会 ： 老－若型の引率
② 教育機能が不全の会の増加
登山人口の減少に伴い新人教育が十分
行われていない会が増加
③ 未組織登山者、組織登山者両方への対応
が必要

４．組織登山者は安心か

９

４．１組織登山者にも潜むリスク
① 引率型山岳会の増加
だからと言って組織登山者は大丈夫と言えるだろ
うか？組織登山者にも引率型の登山が増えてき
た。
② 引率型の登山
引率型の登山はツアー登山と似たような危険
を持つ。（ツアー登山とは法人格の有無やガイド
という名前の有無、参加者の自覚が異なる）

１０

５．山岳団体はどう対応すべきか

１１

５．１ 教育（指導員）制度の現状と問題点
① （社）日山協の指導員制度
現在、約２７００名の指導員
山岳団体として唯一の指導員制度
② 現状の制度の問題点
日山協の指導員制度は各団体が教育機能を
持っていることが前提
加盟団体会員しか指導員になれない
技術中心の判定基準
リーダーとしての適性確認が甘い
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５．山岳団体はどう対応すべきか

１２

① Mountain Walking and Trekking (summer)
必須 合格率２割以下
② Winter Mountain Walking and Snowshoeing
③ Sport Climbing (indoor and outdoor)
④ Rock Climbing (leader placed protection)
⑤ Ice Climbing
⑥ Alpine Climbing
⑦ Ski Mountaineering

１４

５．４ 公益法人としての使命【登山学校（教室）方式】
① どう指導するかを指導しなくてはならないので、
指導内容を常識から科学へ進める必要がある
・
・
・
・

雨具の耐久性は？
着衣の保温性は？濡れた場合は？
低気圧が通過するとどのように変化するか？
技術中心教育からの脱却が必要

１３

５．３ 国際的に整合性のある指導員制度
英国の指導員システムの例 （ＵＩＡＡ ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

５．２ 指導員制度改定の方向性
① 現状では組織登山者（山岳団体）の変化や
未組織登山者に対しては役立たない
② すべての登山者に開かれた指導システムの
構築が必要
③ 富士山型から八ヶ岳型のシステムへ移行し、
トレッキングリーダー資格を基本
④ 技術ではなくリーダー資格を重視した国際的に
整合性のある指導員制度が必要

５．山岳団体はどう対応すべきか

５．山岳団体はどう対応すべきか

５．山岳団体はどう対応すべきか

１５

５．４ 公益法人としての使命【登山学校（教室）方式】
② ツアー登山参加者の教育はツアー会社の責任
と考えるが、登山者が身を守るために必要な教
育は日山協としても実施できる体制の構築
・ 山登りの体力の目安（転滑落、凍死予防）
・ 登山者目線の気象の判断（気象遭難予防）
・ 現在地から始まる読図（道迷い防止）
この教育を中高年安全登山指導者講習会など
の登山教室で指導していく。
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５．山岳団体はどう対応すべきか

１６

５．４ 公益法人としての使命【登山学校（教室）方式】
③ ＵＩＡＡ ＳＴＡＮＤＡＲＤに適合し、登山研修所や
勤労者山岳連盟などとも連携のとれた制度の構
築が公益法人としての日山協の使命
・ 各地で行われている登山教室などの指導内容
を整合し、どこでも誰でも必要な課目を受講可
・ 指導者になりたい方は実技を伴う検定を受けて
資格を取得して頂く（受講≠資格）
・ 例えば登山者検定 ３級→２級→１級

６．結 言

１７

• トムラウシ問題を他人事とせず、山岳団体として感
じた課題や問題について解決の方向性を考えてみ
た。
• ここに書いた内容は日山協の決定事項ではなく、日
山協への提案内容であるが、実現に向けて努力し
たい。
• 日山協、労山ともに５０周年を迎える。また、若い人
が少し山へ戻り始めた。これを機に登山界のより良
い発展の為に協力して対策を進めたい。

5

討議のための

研究ノート

青山千彰

参加者とガイドのコード記号（ｆ女、ｍ男、ｇガイド）
(番号の付け方、例えばｍ２１は男性、ステージⅡで山行を終える、その1番目の人）
１６～１７日
コード
f11
ｇl

ステージ
Ⅰ
Ⅰ

最終場所
北沼分岐付近
〃

最終動き／役割
ビバーク１
同上／リーダー

年齢
68
61

生死
死亡
死亡

救出
ヘリ
ヘリ

救出時刻
6:50
6:50

中間報告
備 考
女性客J 北沼徒渉後、直ぐに歩けなくなる。
リーダーA コース未経験。広島ではツアーファンが多い、ⅠⅡのキーパースン

m21
f22
f23
f24
ｇｍ

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

北沼分岐上雪渓越え ビバーク２
〃
ビバーク２
〃
ビバーク２
〃
ビバーク２
〃
同上／ガイド

69
62
61
59
32

生
死亡
生
死亡
生

ヘリ
ヘリ
ヘリ
ヘリ
ヘリ

6:50
6:50
6:50
6:50
6:50

男性客D
女性客N
女性客H
女性客I
ガイドB

ガイドにツエルトなどを提供。手伝いを頼まれてビバーク。
四つんばい、奇声
初日、体調悪く嘔吐、かなり風で飛ばされる、死を想起，記憶失う
歩行不能になる
コース経験者。キーパースン

m31
f32
f33
f34

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

南沼～トムラウシ公園
〃
〃
〃

下山中死亡
下山中死亡
下山中死亡
下山中死亡

66
62
69
64

死亡
死亡
死亡
死亡

ヘリ
ヘリ
ヘリ
ヘリ

5:35
4:38
5:01
5:16

男性客M
女性客K
女性客L
女性客O

避難小屋で着干し。ロックガーデンでふらふら歩き、動かなくなる
渡渉後、嘔吐、奇声（ｆ５４談）、歩行がおぼつかなくなる
歩行がおぼつかなくなる，奇声
ふらつき、衰弱する。

f41
ｇｓ

Ⅳ
Ⅳ

トムラウシ公園手前
前トム平下部はい松

ビバーク３
サブガイド

55
38

生
生

ヘリ
ヘリ

5:16
10:44

女性客B
ガイドC

沢登りなどの経験者（m52談）。ｆ３４の看病
北海道初めて、渡渉時倒れ，ぬれる、Ⅲでのキーパースン

m51
m52
m53
f54
f55

Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ
Ⅴ

自力下山
ビバーク４／下山
自力下山
自力下山
自力下山

64
65
61
64
68

生
生
生
生
生

自力
自力
自力
自力
自力

23:55
4:45
0:55
23:55
0:55

男性客E
男性客C
男性客F
女性客G
女性客A

f55と一緒に下山。雨具の下にダウンを着る
北沼先の待機中、ガイドに遭難の声をあげる。
m31や女性らを看病しながら進む。
ｇｍ に最後までついて歩く。最初の110番救助要請者。
北沼で死を想起、途中でレスキューシートを体に巻きつける。

ガイドについて
gl
gm
gs
gse

※ ガイドの役割については明確でなく、３人を区別せずにガイド ga, gb, gc と呼ぶべきかもしれない
ｇｌーｇｍーｇｓの３人とも面識なし
広島６１歳死亡、 リーダー 全体のコーディネイターが仕事 ガイド資格あり、全体の責任者かどうか不明、Ⅰの初期段階で低体温症発症
北海道３２歳生存、 メインガイド 唯一トムラウシコースの経験があり、現場での責任者 、ガイド資格なし、メールで救助要請（１６：３８）
名古屋３８歳生存 サブガイド 、ポータ意識？低体温症発症、 役割がハッキリしない，ガイド資格なし、ｆ５４に110番依頼（１５：５４），自分では（１７；２１）
ネパール60?歳 シェルパ、１６日ヒサゴ沼避難小屋で残る、場所取り？

7/16事故の経過、コースに沿った環境と状況変化の概要(主に第Ⅳステージまで）
予測時刻 コースタイム 地名＜地形など
5:00
5:30
ヒサゴ沼避難小

6:10
１：００

風速

＜ 小雪渓
強い
＜ 石群
ヒサゴ沼分岐
＜ 主稜線へ
＜ 木道
天沼

7:30

雨

行動地点での状態
行動
天候悪く様子見、 ３０分遅れ出発

症状

小雨

少し
非常に強い
１５－２０m/s

日本庭園
風で倒れる人あり
＜ 巨石群

外気温

強く

立ち休み

体感温度は
マイナスを切る？
小休憩（最後尾追いつく）
ザックカバーを飛ばされる
６～８度？ 足並みが少し乱れる

非常に強い

低体温症
発症スタート
？

霧雨
＜ 急登斜面
ロックガーデン

8:30

m31ふらつき歩き
静岡パーティ追い抜く

１：２０

＜ ハイ松

強い
休憩（行動食、水）

＜ 小丘陵
10:00

北沼

10:30

北沼分岐

＜２ｍ川水深膝下

渡渉 ｇｓ 転倒
渡渉者は近くで待つ（約３０分）
ビバークⅠ（ｇｌ、ｆ１１）ｇsは間もなく移動
移動開始（ｇｌ、ｇｓ、ｆ１１以外）

女性；奇声
f11 倒れて意識を失う Ⅰ
リーダー表情うつろ

予測時刻 コースタイム 地名＜地形など
10:30

風速

雨

外気温

北沼分岐

０：３０？

風弱し
＜大岩の陰（Ⅱ地点近く）

gm が分岐へ戻り２人見つける,f24歩けない
連れ戻し、ガイドgmとgs協議＞２組に分離
雨やむ

ビバークⅡ開始（gm、m21,f22,f23,f24）
gs他10人は移動開始
昼食
すぐに隊は分散していく
m31動けなくなる

＜キャンプ場５分手前
南沼へ分岐
＜南沼キャンプ場

13:30～:50

症状

移動開始、２人女性(f22,f23)がはぐれる

＜ 雪渓
雪渓上部（２人）と岩陰（本隊）
11:30～12:00

行動地点での状態
行動

Ⅱ

f32意味不明
m31遅れ出す
f33奇声、f32ぐったり
Ⅲ

６度？
トムラウシ分岐

gs は昼食後15-20分で通過
f32,f33意識を失う
f34倒れる
ビバークⅢ（f41）開始

１：３０
トムラウシ公園
前トム平
15:54

４：００

＜前トム平下部はい松帯
省略
コマドリ沢分岐
カムイ天上
トムラウシ温泉

gs と f54到着
f54にｔｅｌあり、最初の110番、gs 動けなくなる
m51合流、ガイドｇｓ叱咤、f54と出発
gs 朦朧状態
m52とf55通過し、ガイドをｇｓ叱咤
gs 再移動し倒れ込む
f41 が警察へｔｅｌ不通 at16:28, f34冷たくなる18:30:
gs １１０番 at17:21
f55とm53合流ともに下山

Ⅳ
警
察
活
動
Ⅴ

多数の複合因子と事故連鎖

悪天候
参加者の認識不足
①強いおまかせ意識
②登山能力不足
③体調管理
④コース選択
⑤集団行動
⑥自己責任の再考
⑦リスク情報入手
お花畑の裏側
⑧装備・服装・食料
は慎重な計画で

ガイド
５つの判断ミス
①
②
③
④
⑤

出発の判断
引き返し判断
長時間待機
参加者の誘導
救助要請の時期

ガイドとしての能力不足
－－－－－－－－－－
ガイド間の役割認識
地上と高層の天気の違
い
低体温症の知識
集団行動リスク
参加者能力の把握

参加者体調の把握

旅行業法、
ガイドラインの遵守
ガイド資格問題

アミューズ・トラベル
４つの対応ミス
①無理な計画作り
予備日なし
次のパーティ
②危機管理体制
事故への関心
リスク情報を伝えない
携帯telの限界
お花畑
③ガイド管理
ガイドの採用基準
訓練不足
複数ガイドの役割
厳しい雇用関係
④責任体制の混乱

素朴な疑問
何故、このような遭難事故が起きたのか
何故、これ程の人間が死んだのか
何が生と死を分けたのか
どうすれば防げるのか

トムラウシ遭難事故の関連要因分析
参考；

ｍ－ＳＨＥＬ法による事故関連項目の関係表示
ｍ（管理）＝アミューズ・トラベル社の管理、ガイドライン－旅行業法
Ｈ ｍ
Ｓ（ソフトウエア）＝ツアー計画、リスク管理、想定訓練、ガイドラインの遵守
Ｈ（ハードウエア）＝装備、服装、食料、摂取量、連絡法（携帯・無線）、
Ｌ
Ｓ
Ｅ
Ｅ（環境）＝気象環境、地形環境、登山道状態
Ｌ
Ｌ（他人のライブウエア）＝ガイド、参加者
Ｌ（当時者）

議論の進め方
１．環境問題（気象、地形、登山道状態）
２．アミューズトラベル社（管理体制、基本姿勢、など）
３．ガイド （基礎能力、リスク意識とその判断能力、意思決定の方法、会社／参加者との関係）
４．参加者（装備と服装、食料摂取状況、登山能力（体力、知識、経験）、ツアー参加意識、リスク意識）
５．関係官庁（観光庁、消費者庁、警察庁、消防庁、環境省）
６．法的解釈、その他

●事故時の気象はトムラウシでは、常か稀か

１．環境問題の関連因子と問題点
気象環境

風・雨と気温の経時的,
場所的変化

・雨は天沼付近で強く、ロック過ぎると霧雨
●死亡した人々の下着が濡れていたのは
１６日に濡れたのか、前日からの影響か
・気温変化は６度±２度付近か

平地と高所気象の違い
トムラウシでは、どの程度の
差？

●ガイドが平地の気象予報を参考にしていた
・平地情報による影響の程度
●出発時の根拠（昼から回復する）

素人判断のリスク

●ガイドが山岳気象の勉強をしていない
・何故、専門会社に依頼しないのか＞今後の対応

地形と気象との複合情報

環境

地形環境
＆登山道

・風は日本庭園付近で最大、北沼では強い程度

●現地の地形と風雨の関係の地元情報をなし
・特に北沼での越流情報
●風がある場合のビバーク点の知識
●２００２年の低体温症事故の場所と風雨

避難小屋への引き返し
● その理由

●引き返す場合、その限界は、ヒサゴ分岐、日本庭園
ロックガーデン、北沼渡渉？
●結果論だが庭園過ぎで低体温症が発症したのでは
・事故者何人までなら、ガイドで対応できるのか
●どのような状況なら引き返しの理由となるか

携帯電話の通話可能域

・通話可能域の情報はないのか？
●何故衛星電話／無線を持参しない
・携帯電話の持参は会社命令、個人判断？

エスケープルートを取りにく
い場所で登山計画作成

●登山計画作成者は会社か、地元ガイドｇｍか？
・ 会社の場合、どのような人が計画するのか
● どの様な参加者能力を仮定して、計画するのか
●事故発生時の対応は考えているのか

２．アミューズトラベル社の関連因子
基本姿勢

アミューズ
トラベル社

●理念の形骸化 収益重視＞安全性重視
●会社+ｶﾞｲﾄﾞ間での責任体制が曖昧、事故直後の混乱
●ガイドラインの受け入れ体制ができていない
●事故後の責任の取り方

ガイド管理

●ガイド能力の査定方法と意思決定時の影響
客からの評価、集客性、信頼性
登山暦とガイド暦
会社の指示への服従度；どの様な場所でも行くのか
問題行動の有無
・ガイド採用時の条件 （例えばガイド資格有無）
・ガイドから問題点の指摘をくみ上げる体制があるのか
・ガイドとの雇用関係はどのようになっているのか
●ガイドの役割、特に複数参加の場合、責任者が曖昧
●面識のない複数ガイドを組み合わせるリスク

リスク対応

●事故想定訓練
団体行動中の対応法、警察への連絡タイミング
問題発生時のガイド間役割
●コースの分析
荒天時の状況調査と対策
エスケープルートが取れない
携帯電話の通話可能範囲 ＞無線/衛星電話の義務ずけ
過去の事故の発生状況、その時の条件と場所

参加者への情報
提供、能力評価

●パンフレット、美しい山容、花畑、温泉だけの情報提供問題
●不十分な装備、食料、服装に関する情報
・曖昧な能力条件（登山能力、体調、問題の既往症）
・出発前の登山能力のチェック

登山計画の作成

●リスクを配慮した計画か。予備日、エスケープルート
・コース難易度に応じた飛行機も含めた全旅程の管理計画
●ガイドの意思決定に大きな影響を及ぼすことの配慮

会社の体質
と外部評価

3.ガイドの関連因子
役割

対 参加者
ガイド

ガイド基礎能力
知識と判断

危機想定訓練

●一般会社と専門特化会社の違いの影響か
●第三者評価を受けることはできないのか
●アミューズと同じような経営体質の会社はどの程度あるのか

●3人のガイドの役割が曖昧
リーダー、メインガイド、ガイド、サブガイド、ガイド補助、ポーター、添乗員

●リーダーとメインガイドでは、どちらが意思決定するのか
・ガイドと添乗員を兼務する場合は、事故時の責任は免れる？
●結局、ｇｌ、ｇｍ、ｇｓのうち、どのガイドが各種判断を下した
●参加者の登山能力チェック>パーティ構成
●装備、服装、食料のチェック（雨具、防寒具、レスキューシート）
食料とその摂取状態、、どの程度行動中にカロリー摂取できているか
●山行中の体調（疲労度合い）（病気・外傷など）チェック
・参加者間のコミュニケーションを気遣い、助け合いを高める
●各ステージに応じた全参加者への適切な指示の徹底
・前々日から体調不良のｆ２３の取り扱い（何故小屋に待機させなかった？
●天候の判断、山岳気象の能力不足
●参加者の体調判断のための基礎的な医療知識
特に、低体温症の知識あれば <2002年事故からも知っておくべき
効果的なセルフレスキューが施せたかもしれない
●危機時に集団をガイドすることを忘れているのでは
・普段から安全登山講習会などへ参加
●集団行動時の事故を想定する
全参加者への適切な指示、ケアーなど、担当者のあり方の討議
外部（会社）への連絡のタイミング
警察への連絡のタイミング
体調不良者への対応、山行の停止命令
クレーム者への対応
・想定訓練をしていないから、頭が白紙状態になる
・ガイドが事故時の役割変化への対応

3.ガイドの関連因子
ガイドとしての
装備、服装、
食料、その他

対

ガイ

会社

意思決定への
疑問

必要なキャリア

ガイドレシオ
の有効性

●山行中、ガイドとしてどのようなものを携行するべきか
医薬品、救急セット、電話（できれば衛星）、無線
テント/チェルト、グランドシート、食料
ロープなど その他
・今回、テントなどを次のパーティのために置いている
非難小屋の場所取り問題が背景にある
会社側の評価などの影響 ＜参考；２．アミューズトラベルの項目＞
・様々な意思決定の場で、どの程度ガイド判断を任されいるのか
●様々な疑問
何故出発した。途中引き返しを何故しなかった
北沼あたりから、意志決定が曖昧になっていく
何故、テントをおいて出発したのか
何故渡渉前後、参加者をそのままで待たせ、何の指示もなかったのか
何故、ｇｌガイドが最初、ｇｍガイドが次にビバークし、ｇｓガイドが最後になったのか
警察への一報が遅れるのは何故
警察への連絡を渋り続ける傾向が強い
何故、ｇｓはパーティの人々を振り切って歩いたのか＜低体温症ですむ話か
・アミューズではガイドとして、どの程度の登山履歴を必要とするか
・ガイド資格は必要ないのか
●ガイドレシオは、好天時に、事故もなく山行する時に有効な指標か
安全登山への配慮を示す一種の隠れ蓑か

4.参加者の関連因子
装備と服装の
材質特性

体調管理
参加者

登山経験と体力

自己責任
参加意識

●防寒具 ツエルト 雨具／帽子 レスキューシート
雨具の劣化＜防水、撥水能力の実験が急がれる
・アンケートではかなり濡れる報告が多い
●服装は衣服内気候の実験が必要
上着（フリース、ウール、ダウン）
中着に、ダウンの内側を着ると濡れに弱い
下着の材質（綿、化繊）
●遺体の下着が非常に濡れていた＜低体温症の進行の早さ
・装備と服装の詳細情報は警察が持っている
・前日の山行で、どれだけ疲れたのか
・女性側が混雑して、十分睡眠が得られなかった可能性
・食料の摂取状態（前日まで、ほとんど食べていない人あり）山行中の調査必要
・ガイドとの会話のしやすさ？（体調不良は申告できたのか）
・体力が異なる場合、もっとも弱い人に合わせるが、その人が足を引っ張る場合
・コースしだいでは登山能力の違いで組み分けすべきか
・星による評価は悪くはないが、どの程度の精度を持つのか
●引率のスタイルをとるため、ガイドに盲従する
ガイドが動かない以上、自己責任で、独自に危機回避行動は難しい
●山は自己責任が基本だが、ツアーではどこまで責任範囲かハッキリしない
・体調管理、装備、服装、食料などが自己責任

正常性バイアス

●おまかせ、まるなげ意識
・山岳会のような拘束を受けない
●登山客として参加 （海外ツアー旅行とあまり変わらない）
・百名山巡り、巡礼のような参加意識もある

リスク情報

●トムラウシ遭難は、ガイドも参加者も、限界まで危機への反応が鈍い

食料と摂取法

●2002年のトムラウシ遭難事故の情報があれば、必ず、天沼あたりでクレーム
・低体温症の知識があれば、装備、服装、食料の準備が異なる
●どのような食料を持参し、山行中どのように摂取したのか重要

