
⑲　風の息　風向きに向かってかがめは間違い⑲　風の息　風向きに向かってかがめは間違い （（ 4月月22日付け日付けmail ））

おはようございます　掲載してくださるようお願いします。

３８歳ガイドは強風に対して、「風には息がある。弱まるのをまって進
め」、「風向きに向かってしゃがめ。横歩きせよ」と指示を出していた。
わたしは彼の後方近くにいた。

風の息について「風が瞬時、強弱を示す現象（数秒～数十秒）」とされて
いる（マイペディア）。山の稜線、とくにコル（鞍部）などの風の通り道
では風の強弱の間隔はあっても長いのだと思う。コルを吹く風は（風向き
によって）ジェット気流のように間断なく吹き抜けるのである。ビル風も
そうだ。強弱の間隔はあっても風の息の段階を超えた長い間隔（スパン）
であろう。弱まるのを待つようなものではない。風の息はもっと広いとこ
ろ（たとえば平地）でおきる空気の流れのムラと考えるべきだと思う。狭
さく部などの風の通り道では、空気の流れのムラはスパンが長いのだと思
う。

突風。クワンナイ川源頭のコルでは全体が一続きの突風のようなもの（突
風ではない）だったと思う。コルを抜けてしばらくしてからは突風に遭遇
した。突風ににあおられてザックカバーを飛ばされた。突風は数分という
（マイペディア）。

松本清張の小説「風の息」を読んだことがある。それで「風の息」という
言葉を知っていた。私は３８歳ガイドの話しを聞いて、おかしなことを言
うと思った。風の勢いは弱まることはなかった。

風の強いときに風に向かってかがめば動きが取れない。場合によればひっ
くり返るだけである。実際にも「横に歩け」というので横に歩こうとして
ひっくり返りそうになったという証言がある。歩こうとすればどうしても
重心は上がるからである。背中のザックに体が引っ張られ、ひっくり返る
のである。空身で転ぶのではないから、事故になったらどうするのだろ
う。

かがむなら風を背にしてかがむべきである。足の先を使ってバランスが取
れるからである。足の指で踏ん張れるからである。それでもだめなら足を
前に送って体勢を維持することができる。



今回の場合はかがまないで姿勢を低くして、左足を開き気味に、左足の先
をさらに開いて右からの風の圧力に備えながら、速やかに通り抜けるのが
正解だと思う。私はそういうことを考えながら実験をしながら歩いてい
た。これは誰でもしていることだと思う。よく考えればわかることだと思
う。やってみればわかることである。

私は３８歳ガイドの言葉を聴いて根拠のないことを言う人だと思った。根
拠のないこと、よく考えていないことを言ってもいい。信じる信じないは
自己責任だからである。しかしガイドという立場では根拠のないことを言
ってはならないと思う。いやしくもガイディングの一環として行っている
ということを忘れてもらっては困る。彼はそういうことに鈍感である。

報告書は３８歳ガイドの発言に基づいた記述を載せている。「ガイドが耐
風姿勢を教え、風の息する（弱まる）瞬間を狙って前進する」（Ｐ１０，
１１行目）。報告書は彼の発言を積極的なものと考えているようだ。私
は、３８歳ガイドが風の息の話をしたが、待っていても風の勢いが収まる
ことはないので、ガイド自身がその考えを捨て去ったのだと思っていた。

３８歳ガイドが風の息の話をしたのは事実だが、誰も今までその評価を遠
慮して言わなかっただけである。ガイドを批判したくないからである。言
わないでもわかるだろうと。また批判的な証言は編集で除かれているから
である（ガイドの責任を追及するところではないとして）。然るに報告書
は積極的なものとして評価するのだ。私が言わねばならないと買って出た
理由である。

______________________________________________________________________________________

⑳　デットエアーの必要　トムラウシ遭難⑳　デットエアーの必要　トムラウシ遭難 （（ 4月月23日付け日付けmail ））

こんにちは　お世話になります。掲載してくださるようお願いします。

昔はウール１００％のセーターを直接肌に着ることが薦められていた。下
着がぬれると断熱性が極端に落ちる。水の伝導率は高いので、肌着をとお
して熱が奪われるのを防げない。しかし衣類には水にぬれても空気層（デ
ットエア）を残すものがある。空気の熱伝導率は非常にひくいので、衣類
に含まれている空気は保温の役割をする。そのようなものとしてウール
１００％が薦められていた。ウールは汗などにぬれても繊維のうろこ構造



の中に空気層を残しているのである。それが保温の役割をするのである。
その場合肌に直接着ることが肝要とされた。肌着が問題だからである。

最近はこういうことがあまり言われなくなった。それはゴアの雨具で肌着
がぬれることが少なくなったからだという。しかしゴアも使い込むと防水
性透湿性が落ちるので、長時間の山行では肌着が,ずぶぬれになることが避
けられないという。肌着がウール１００％なら、その場合でもピンチを切
り抜けることができるわけである。（ゴアは５年で雨具の用を果たさない
とか、スプレーでは回復しないとか言われている。撥水性が問題らし
い。）

ただし着やすさということがある。ウールは暑いときにはあまり着たくは
ない。まして直接肌に着るというのだ（今はメリノウールのよいものがあ
る）。私は化学繊維でウールのようにデットエアを繊維の中に残す構造の
ものがあると聞いていたので,それを探して使っている。私の愛用のものは
一年中使えるというものである。Ｔシャツタイプではなくその上に着るも
ののようである。私はそれを直接肌に来ている。山シャツなどを直接肌に
着るときの涼しさを感じられるのである。北アルプスの夏はこれ一枚です
ごしている。熱いときでも苦にならない。寒いときには上にゴアを着れば
よい。今回はさらにフリースを着た。デットエアのおかげで雨にも強いと
なると、全天候仕様だという事になると思う。（デザイン性はいまいち
か）

夏に普通に使われているものは透湿、速乾性重視のＴシャツに、同じよう
な素材の山シャツということになる。これではゴアが機能しなくなると肌
着はずぶぬれになるのではと思う。このタイプ（透湿重視の二枚重ね）は
雨の中の長時間の山行のタイプではなかったということになる。雨の中の
長時間の山行は、ゴアが機能しないのだからゴアがなかった昔（本多勝一
氏の時代）と同じように、ずぶぬれになってもよいようにデットエアーで
保温を確保する必要があることになる。トムラウシ遭難事故ではデットエ
アーが必要だったと思うが、デットエアーのことがあまり言われていない
のが気になる。

モンベル　ジオライン　３Ｄ　サーマル　ロングスリーブ　ジップとい
う。他のメーカーも同じような機能のものを発売していると聞く。

______________________________________________________________________________________



２１　自己責任と他人のための救援要請２１　自己責任と他人のための救援要請 （（ 4月月23日付け日付けmail ））

どこまでが自己責任の問題だろう。同じパーティーの他の参加者は。リー
ダーの場合は変わるか、ガイドは。

ツアー登山でも仲間同士の登山でも、組織的山岳隊でも参加者が他の参加
者のために救援要請するのは自己責任の問題になるか。リーダー、ガイド
が参加者のために救援要請することは自己責任の問題になるか。こういう
場合は自己責任は「自分で」ではなく、「自分たちで」始末せよとなるら
しい。なぜなのか。

私は自分のために救援要請することには躊躇を感じるが、他の参加者のた
めには躊躇を感じなかった。それで遭難だと感じたとき、自然と救援隊を
呼ぼうと叫んだのである。自分たちでできないのは明白であったから。こ
れに対して「すぐ救援要請をしようとする感覚である」という感想があ
る。私は信じられない思いをした。こういう場合は自己責任として自分た
ちでがんばるべきなのだろうか。他人のことだから躊躇することなく救援
を呼ぶということはおかしいのだろうか。

Tガイドの救援要請は遅かったが、Ｔガイドは自己責任の問題と考えたの
ではないかとも思う。自分で解決しようと最後までがんばったから、救援
要請が遅れたというならばそれは正しいことか。

_____________________________________________________________________________________

２２　トムラウシ分岐～　母体はガイド協会２２　トムラウシ分岐～　母体はガイド協会(前）前） （（ 4月月23日付け日付け
mail　）　）

こんにちは　お世話になります。　掲載してくださるようお願いします。

私はトムラウシ分岐のことを何度か述べてきた。そしてそれを見ればわか
るはずだと思ってきた。しかしきちんとまとまったものを残したほうがよ
いと思うようになった。事実でない記述が主張されているからである。ト
ムラウシ分岐で何があったかは私が言わなければならないと思うようにな
った。忘却から逃れるには記録することである。今のうちにきちんとした
記録を作っておくべきだと思った。そして調査特別委員会の母体がガイド
協会というガイドの利益団体であることの不自然、矛盾点が報告書の「遭



難事故パーティ行動概要」のトムラウシ分岐～の記述に表れていることも
述べておきたい。

トムラウシ分岐はMガイドが参加者を置いて、下山したところである。ア
ミューズの８／７「弊社の認識内容」に対して私が批判した文章（コメン
ト）にこの過程は詳しく書いている。しかし調査委員会はこれを見ていな
い。見ないのは自由だと思う。しかし間違ったことを書いてはならないと
思う。なお報告書ではMガイドはガイドCとなっている。

報告書ではトムラウシ分岐での出来事についてはMガイドの言い分だけ書
いている。「彼が立ち止まって振り返ったところ、列がばらけて、彼が見
る限りでは８人しか来ていなかった」（Ｐ１４）
私が「コメント」で「弊社の認識内容」を批判して述べたことは以下の二
つである。①Mガイドが「トムラウシ分岐に１５分～２０分程度で到着し
たが、点呼したら８名しかいなかった」というのはうそである。②「８名
のお客様に道標に向かって進んでくださいと伝えて」というのはうそであ
る。報告書は①②について何も判断していない。「弊社の認識内容」で述
べられた事の真偽は何も判断されていない。「弊社の認識内容」はないも
のとして扱うというのが調査委員会の扱いである。この扱いについてはア
ミューズとの内部的打ち合わせがあったと思われる。

報告書は二つの月刊誌で参加者が証言していることに対して何も判断して
いない。「Mガイドについて歩いた客（ＭＥさんが証言しているのであ
る）を含め、客は点呼を聞いていない」（岳人２００９年１０月号
Ｐ１４９）とされていた。

とくにKMさんは驚愕の証言をしている。「分岐の下でオーイと叫んで下
へ降りていったのはKMさんで、Mガイドはそのとき１０分～１５分先にい
た」（山渓２０１０年２月号Ｐ１７５）ＫＭさんの証言により報告書のＭ
ガイドについての記載「彼が立ち止まって振り返ったところ、列がばらけ
て、彼が見る限りでは８人しか来ていなかった」（Ｐ１４）はうそである
ことがあきらかになった。なお私はＭガイドがトムラウシ分岐にいるとこ
ろを見ていないから（８人の中には私が入るから）、それだけでもＭガイ
ドに関する記述はうそであるといえる。

報告書の記載はＭガイドの証言という形式でなく、報告書作成者が理解し
たところとしての、報告書作成者の記述となっている。Ｍガイドが証言し
たとは限らないようだ。Ｍガイドの証言という形式を取らなかったのはそ



れができなかったからだと思う。Ｍガイドが記載どおりの証言をしている
のなら証言の形式をとるべきであろう。私は報告書作成者がＭガイドのた
めに作ってやった記載だとおもう。もちろん関係者で打ち合わせが行われ
たのだと思う。イニシアチブはどちらにあるかを考えればよい。作成者、
背後者とすればなんとかしてＭガイドの失地を回復したいのだと思う。Ｍ
ガイドにイニシアチブはないと思う。

「うそ」をＭガイドがした場合は報告書記載者は無批判に他の証言とつき
合わせることもしないで、Ｍガイドの証言をそのまま記載したということ
になる。「うそ」を記載者が書いたとすればそれはＭガイドのプラスイメ
ージ作出のための作業ということになる。私は後者だと思う。前者だとす
れば証言の形式をとるべきである。人間特に庶民には「うそ」をつく習慣
はない。顔に表れるというように苦手なのだと思う．本当のことを言うの
がどれだけたやすいか。これに対して「行動概要」の作者は「任務」とし
てＭガイドのプラスイメージ作出のためにやっているのだから、他人に関
する「うそ」は簡単だと思う。

なお「弊社の認識内容」もＭガイドの証言という形式をとっていない。作
者の認識を書いているだけである。だからＭガイドが言ったとされること
が「弊社の認識内容」と「報告書」で変わるのだと思う。Ｍガイドの証言
なら簡単に変えることはできないと思う。

「立ち止まって振り返ったところ８人しか来ていなかった」という記載は
「弊社の認識内容」でした作り話が批判を浴びて手直ししたものだと思
う。作り話は手直ししてもだめだと思う。それと同時に「弊社の認識内
容」との連続性を感じる。話を作ったのは同じ人間ではないかとも思う。

調査委員会は責任を追及するところではないといってこのような扱いを理
由付けている。そのためにガイドの言うことと反する証言は取り上げない
ということになるらしい。ガイドの証言があるところはガイドの証言だけ
を取り上げ、ガイドの証言がないところだけ参加者の証言を取り上げると
いうのだろう。おかしな話だ。問題があれば両論併記すればすむと思う。
（なおＭガイドが証言しているとは限らないこと、Ｍガイドのプラスイメ
ージを作るための他人による作業と見るべきことは上述したとおりであ
る）

調査報告書は以下の記述をしている。Mガイドは「前トム平に着き、携帯
で電話する。ここが１６時。」「前トム平の巨石のあるトラバースぎみの



下山路〈当時はこの辺に雪渓があった）をくだり、ザックをおろして携帯
を出そうとして、そのまま前のめりにハイマツの中に転倒、意識を失
う。」（どちらもＰ５３）また「前トム平下部のハイマツの中でたおれて
いたガイドC（３８歳）が登山客に発見され、１１０番通報される。後ヘ
リで収容されたが、捜査開始から６時間以上もかかっている。無事下山し
た参加者から的確、迅速に情報を収集しておれば遭難地点が確定でき、も
っと早く収容できたのではなかろうか」（Ｐ２２）と記述されている。

Mガイドはハイマツに倒れこんだという。私は草むらだとおもっていた。
ハイマツの上に座れるのか、私が来たときMガイドは彼がハイマツと言っ
ているものの上に座っていた。。登山道にはOさんがいて、二人は向き合
っていた。Oさんは私にMガイドについて「降りてきたら寝ていたのです
よ」と言った。私は「ガイドだからガイドの仕事をしてもらわねば困る」
とだけ言って一人ですぐ下山した。ハイマツかどうか調べたいと思う。O
さんは「ハイマツ」の上にいるMガイドを見つけたのだが、救援隊は見つ
けられなかったのだろう。登山客は見つけられたが。救援隊は別のところ
を探していたというのだろう。

「トムラウシ分岐～母体はガイド協会（後）」につづく《以上は推測が含
まれる。これに対して（後）で述べることは私に関することだから、推測
は少ない》

______________________________________________________________________________________

２３　トムラウシ分岐～母体はガイド協会（後）２３　トムラウシ分岐～母体はガイド協会（後） （（ 4月月23日付け日付けmail
））

続きです　掲載をお願いします。

これ以後の記述は私しか問題にしないことである。私が個人的利益を追求
していると思われると思う。それで私はできるだけ無視しようとしてき
た。しかし事実は事実だと思う。個人的利益だと評価されようとも、明ら
かにしておくべきだと思った。

①報告書のＰ１７からＰ１８までの私についての記述は間違っている。
「トムラウシ分岐で男性客C（６５歳）（私のことです）に追いついた女
性客A（６８歳）（Oさんのことです）が、二人で降りてくる。」とされ
ているが、これはむちゃくちゃな記述である。



トムラウシ分岐での私とOさんの位置関係は、出発してからしばらくして
私がアンカーになろうと思って後ろに回ったのでむしろ私がOさんたち
（いわば本隊）に追いついたのである。その後のことは二人で歩行の困難
となった人の介助、そしてトムラウシ公園の上で残してきたこと、先に下
っていた私が前トム平の上の高みに上るところで、ビバーク地点を探して
いたらOさんが来て二人で歩き出したこと、しかしここで道を間違えて逆
行して４０分ぐらいロスしたこと、もどって前トム平にきてOさんに先に
行ってもらったこと（彼女の足が速いから）以上があった。そしてＯさん
がＭガイドといるところに私が来たのである。

これを「トムラウシ分岐で男性客C（６５歳）に追いついた女性客A（６８
歳）が二人で（Mガイドのいるところに）降りてくる。」と書いてある。
これは作り話もいいところだと思う。二人は行きつ戻りつしているのであ
る。

MガイドのいたところにはまずOさんが降りてきたのである。OさんはMガ
イドに「警察に電話して！上のほうで弱っている４人の女性たちのため
に、あんたの持っているテントを張ってあげて」と叫んだという。私はそ
の後に降りてきたのだから二人の会話も携帯も知らないのである。私はそ
れからその場所を出発して、再びOさんがHさんと一緒にくるのに出会っ
たとき（私がワンデリングしたとき）にOさんから電話のこと（電話させ
たという）は聞いた。しかしテントのことは私は聞いていない。Mガイド
のザックにテントがあったと知ったのは下山後だいぶたって会社が発表し
たからである。Oさんはマスコミに出ないので報告書ではじめて聞くこと
ばかりである。

②報告書には意図的な記述がある。MNさんの証言のところに「後方にい
た男性客C（６５歳）（私のことです）が追い越していく。」とある
（Ｐ１６）。　これは山渓２００９年１０月号の羽根田治氏の署名記事の
なかのMNさんの証言に基づくと思われる。該当部分を書き出す。「その
後、明るいうちに３人の方が降りていきました。最初に戸田さん、次に長
田さん、最後に斐品（ひしな）さん。みなばらばらでした（Ｐ１８）。報
告書は３人について述べられた証言を切り刻んで私だけことさら「追い越
していく」と書くのだ。私は批判したこと、しゃべったことに対する仕返
しのつもりだと思った。私はそういうわけで報告書を見たくなかった。今
読み返しているところである。しかし後に述べるように目的は感情的なも
のでなく、冷静な計算された作戦の一環だと気づいた。



③報告書のＰ１５には二人の証言がある（３行目～１０行目）。女性客
Ａ（６８歳）（Ｏさんのこと）「岩場の頂上に女性客Ｌ（６９歳）さんを
支えながら引き上げて前方を見たら、ガイドＣ（３８歳）さんがどんどん
先に進み、消えた。女性客Ｌさんを助けていると、今度は女性客Ｋ（６２
歳）さんが転ぶ。２人ともまっすぐ歩けない。自分も荷物を背負いながら
だから、きつかった。やがて足が攣ってきた」
女性客Ｂ（５５歳）（ＭＮさんのこと）「その時振り返ったら、女性客
Ａ（６８歳）さんが女性客Ｌ（６９歳）さんを抱えて下りていた。女性客
Ｋ（６２歳）さんと女性客Ｏ（６４歳）さんは私の後ろにいたが、やっぱ
り自分を含めて皆、ちゃんと歩けていないな、と思った。そんななかで他
人をかばって、すごいことをやっている人がいるんだ、と感心した」

ここには私の姿が意識的に省かれている。のみならず証言を切り刻んで、
二人がそう証言したようになっている。私としてはそのからくりを明らか
にするために複雑な説明をしなければならない。できるだけわかりやすく
説明をしようと思うので、読んでいただきたい。

女性客Ａ（６８歳）「岩場の頂上に女性客Ｌ（６９歳）さんを支えながら
引き上げて前方を見たら、ガイドＣ（３８歳）さんがどんどん進み，消え
た」。この部分はトムラウシ分岐の手前のことだと思われる。ガイドＣが
消えたところだからである。私はガイドＣが消えたところを見ていない。
後ろに行って２人（男性客の２人）がいないことを確認して、戻りつつあ
ったころである。

次に「女性客Ｌさんを助けていると、今度は女性客Ｋ（６２歳）さんが転
ぶ。２人ともまっすぐ歩けない。自分も荷物を背負いながら、きつかっ
た。やがて足が攣ってきた」。ここのところは私のことがまったく触れら
れていない。女性客Ａさん（Ｏさん）が私のことを無視する動機はないか
ら、これは報告書の作者が女性客Ａさんの証言を切り刻んでつなぎ合わせ
たか、または捏造したものと思う。女性客Ｋさんが転ぶところを私は見て
いる。私の目の前のことだからである。その時私はＯさんと二人で交代
で、Ｌさんのサポートに当たっていた。Ｋさんが転んだのでＯさんはＫさ
んの担当、わたしがＬさんの担当になったのである。それからトムラウシ
公園の上まで来たのである。このことがきれいに省かれている。「行動概
要」の作者は私がいなかったことにできると思っているようだ。



私はトムラウシ分岐を降りてからしばらくして、女性客Ａさん（Ｏさん）
に言われて女性客Ｌ（６９歳）さんのサポートに参加した。二人で交代し
てＬさんをサポートしながら降りてきた。そのうちに女性客Ｋ（６２歳）
さんが転び、立てなくなったので、ＡさんがＫさんを担当し、私はＬさん
を担当することになった。トムラウシ公園の上の雪渓まで来て、Ｌさんを
座らせ杖につかまらせて雪渓の下まで下ろした。ＡさんもまねをしてＫさ
んをおろした。そこでＬさんが立てなくなったこと、次は岩場のくだりに
なったこと、自分のすべき範囲を超えていると思ったこと、下まで連れて
行くことは自分ではできないと思ったこと、救援情報や、後どれだけかか
るかわからなかったこと等で、私はＡさんに抜けるといって一人下山し
た。Ａさんはその後Ｈさんが来たので、Ｈさんに任して下山し、Ｈさんは
手に負えないとして、救援を呼びに行くことを考えて下山したと聞く。Ｌ
さんとＫさんはトムラウシ公園の上あたりにそのまま残されたと思う。

Ａさん（Ｏさん）が私のことを無視した証言をするはずがない。Ａさんは
事実を証言すればよいからである．事実のなかには私のことが入っている
のだから（共同でやっていたのだから）それを除いた証言をわざわざする
はずがない。Ａさんの証言として記載されているものは恣意的な編集の結
果に過ぎない。編集はこのようにやろうと思えば何でもできる。ＡをＢと
いうこともできてしまう。行動概要の筆者はそれをやっているのだと思
う。（編集権の乱用）共同正犯を単独犯と描けば虚偽となるのは常識であ
る。同じようなことをやっているのだと思う。

女性客Ｂ（５５歳）（ＭＮさん）「その時振り返ったら、女性客Ａ（６８
歳）さんが女性客Ｌ（６９歳）さんを抱えて下りていた。～そんななかで
他人をかばって、すごいことをやっている人がいるんだ、と感心し
た」「その時」は何時のことかが問題である。ＡさんがＬさんをサポート
しているときだからトムラウシ分岐の前だと思う。トムラウシ分岐を下っ
てから私がサポートに参加する間のことかもしれない。いずれにしても
「行動概要」の作者はこの証言をＡさんの証言として記載されているもの
全体を裏付けるものとして利用しているのだと思う。女性客Ｂさんの証言
は私が参加する前のことだから、彼女が私のことを何も言っていないのは
当然である。「行動概要」の作者は私が参加する前の彼女の証言を利用し
て、私が参加した以後のことまで彼女が言ってるように見せかけ、私の参
加がなかったと印象づけようとしている。

④報告書全体に対する私の評価は「基本的に妥当なもの、今までみなが指
摘してきたことが詳細な証言で裏付けられている」というものである。し



かし「遭難事故パーティの行動概要」は私以外の参加者についての記述は
妥当だろうと思うが（ただし参加者とガイドの証言が交差するところでは
ガイドの言い分だけをのせているという問題がある）、私についてはこと
さら無視と含みの有る記述となっていると思う。こういうのは相手にした
くないのだが、言論には言論で反論すると言うのが民主主義の原則だか
ら、私はきちんと反論して記録にとどめて置く。

「行動概要」には署名がない。無署名記事となるのだろうか。おそらく担
当者レベルの、理事者側（６人の委員）が真の意図を知らないのを奇貨と
した行いだろうと思う。担当者の目的は何か。

私はガイド一般を問題にしてはいない。私は今まで他の会社のツアーで出
会ったガイドを基準にして、今回のガイドを批判しているだけで、反発を
買うことはないと思う。

ガイド協会が調査特別委員会の母体であるという不自然、矛盾点がここに
表れているということがいえる。中立を旨にすべき組織にあっては疑わし
いことは避けねばならないのに、センスがないとしか言いようがない。調
査委員会の事務局スタッフはどこから派遣されたかということもあるが、
母体がガイド協会であるということが一番の問題だと思う。反論があるな
ら言論ですべきなのに。言論でいえないからこういう無視、不規則的行為
に出るのだろうが、それなら自制すべきであろう。目的は何か。

私と「行動概要」を書いた人間以外の第三者には、「行動概要」を書いた
人間の真の意図はわからないと思うから、私が述べるしかないと思う。私
は委員会全体の意思だと仮定して反論することにした。各個撃破は攻撃の
要諦だという。まず私が、次によくしゃべる３人が的になるということだ
ろうか。私は沈黙するわけにはいかない。

登山では参加者はリーダーに対する批判はしないというのが原則だとい
う。私がそのタブーを破ったとして反発を買っているのだということもあ
るかもしれない。仲間だけの登山（組織登山を含めて）ならば私もリーダ
ーを批判することはないだろう。私が批判しているのは法律的義務を負っ
ているガイド、会社に対してであり、法律的義務がどこまで及ぶのか、法
律的注意義務違反がなかったかを述べているのである。タブーはそこまで
は及ばないと思う。私は法律的義務についてのみ関心がある。参加者の自
己責任も法律的意味がないのなら問題にしようとは思わない。道義的義務



については際限のない論争になるだけで決着がつくものではないと思う。
私は道義的義務には関心はない。

⑤訂正前の中間報告書（中間報告書は参加者、遺族には訂正前のものがあ
らかじめ配られていた。公表されたものは訂正後のものである）には私が
①「どうなったんですか」と言ったと書いていた（中間報告書Ｐ１１最終
報告書Ｐ１２）。②「早く救助要請しろ！」と言ったとなっていた
（Ｐ１１、Ｐ１２）。③「彼（Mガイドのこと）を怒鳴りつけなが
ら、、」とあった（Ｐ１６、Ｐ１８）。④「不満が爆発して」と言う書き
方をしていた（中間報告書Ｐ４０、最終報告書は全面的に書き換えられて
いて該当部分はない。）。これらは私が訂正を要求したので改められた。
①は「早く救助要請すべきだ！」となり、②は「「どうするんですか？」
と訂正された。③は「男性客Cも彼を叱咤しながら」とされ、④は「不満
が高じて」と訂正した。もちろん訂正後の記載を私が容認できるというこ
とではない。

報告書が描こうとした私の姿は「大きな声を出してガイドを混乱させ、権
利ばかりを主張して、参加者を助けることもしないで、ガイドを怒鳴りつ
ける身勝手な冷淡な客。あくまで客だと主張してガイドに命令する客」こ
んな感じだと思う。レッテルを貼りたいのだと思う。マイナスイメージを
貼り付けたいのだと思う。私の要求による訂正で緩和されているとはいえ
基調は変わらない。訂正箇所を前に戻すと、私につけようとしたマイナス
イメージがよくわかると思う。そのためにことさらな無視と不規則な諸々
なこともしているのだと思う。目的は何か。

「行動概要」は私にマイナスイメージを貼り付けることのほかに、Ｍガイ
ドの積極点を何とか探して失地回復をさせ、マイナスイメージを糊塗し、
プラスイメージを作出したいたいということがある。Ｍガイドの「風の
息」、「耐風姿勢」に関する発言を評価しているのはそのためだろう（プ
ラスイメージの作出）（しかしこれらの発言は根拠のない間違った発言だ
と思う。）（「風の息、風に向かってかがむのは間違い」を参照）（私は
「風の息」とか「耐風姿勢」を報告書がわざわざ取り上げるのが疑問だっ
た。たいした問題ではないからである。Ｍガイドのプラスイメージに役立
つものを探していたとすれば納得できる。やっと見つけたのだろう）。ト
ムラウシ分岐のことはマイナスイメージの糊塗である。

そして私にたいするマイナスイメージの貼り付けは何のためにするのかと
いうと、わたしがＭガイドのプラスイメージの作出、マイナスイメージの



除去に最大の障害になっているからだと思う。結局行動概要の作者は私自
体に関心があるのではなく、私がネットやマスコミで明らかにしてきたＭ
ガイドのイメージを変えたいのだと思う。そのために私にマイナスイメー
ジを貼り付けて、私の発言の信用を失わせようとしているのだと思う。な
ぜかそれはＭガイドが最も弱い環だからだと思う。ガイドと会社の注意義
務違反の判断に影響すると見ているのだと思う。さらに会社のイメージ回
復のためにはＭガイドのマイナスイメージが邪魔になっているのだと思
う。反発といったような感情的なものではないと思うようになった。冷静
な計算された動機に基づくものだと思う。

私に対する聞き取りはまったく意味のないものであった。聞き取りをした
という形をつくろうだけのものであった。ダシにされて今でも腹立たしい
思いがする。わざわざ名古屋駅まで（担当者が宿泊したホテルの一室で行
われた）出かけたのだ。私に対する聴取は着衣と食事、非常食を聞くこと
（あらかじめ作っておいてほしいというので作った表を提出した）、低体
温症の兆候を聞くことであった。後は雑談であった。つまりほとんど雑談
であった。合計３０分の聴取であった。担当した二人の長老は事情を知っ
ていたのかどうかわからないが、感じていた可能性は有る。私はナイーブ
だったんだと思う。

私は自己責任でトムラウシのことを発言してきた。それに異論、反発があ
るなら自己責任で、かつ言論で批判するべきだと思う。このような「無
視」「冷遇」といったようなことで私のイメージを悪くするといった戦術
を取るのではなくではなく、真正面から、また言論で批判してほしいもの
である。不規則的行為はやめるべきだと思う。

報告書の「遭難事故パーティの行動概要」はＭガイドのプラスイメージを
作り出すことを隠れた目的にして作られている。そしてそのために最大の
障害となっている私にマイナスイメージを貼り付けようとしている。それ
は会社のイメージ回復にＭガイドのマイナスイメージが邪魔になっている
と感じているからである。これが私の結論である。私は苦しい思いをし
た。自分の個人的利益を追求していると思われることを恐れた。孤立感を
感じた。神経戦だと思う。しかしこの問題は私の個人的問題ではない。Ｍ
ガイドのためのイメージ作戦の一環だからである。こちらが苦しいならば
向こうも苦しいのだと思う。ここに記録として残しておくことにした。


