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  山行報告   米山   

                   2014年6月1日(日)   石井ひろ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

角田山に続いて、海の眺められる山，第 2弾・米山に登ることができた。 

高速道路から海に向かって堂々とした山が見えていた。いつも車中から眺め 

ていた山だ。 

高速道路では鶴川さんカーが宮島さんカーを追う形となった。車中ではさし 

ずめミニ例会版となり、本音のトーク!? 里山談義が出るわ出るわ・・。 

 

 さて登り口に沢山の車があり、まずびっくり。展望の良い駐車場より、い 

きなり階段上の急登と言う汗だく山行ではあったが、ブナ林の中、新緑の森 

の中はすっきりとしたとても雰囲気のある山道であった。 

1時間半の10：47山頂の避難小屋に着く。山頂には苗場山に似た大きな休 

憩小屋があり、沢山の人が集まって来ていた。 
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「安曇野から～」と言うと、「あんないい    

所にいて何で‥?』と聞かれることがある     

が、ここでもそうであった。 

 山頂からは、火打・妙高の横に後ろ立 

山が白く浮かび上がり、その下にはずぅ 

っと長く続く、海岸線の景色を眺めなが  

らペコペコだったお腹を満たした。(完) 

                                 

米山からの展望  

山頂からの展望は何といっても妙高・火打・焼山とその右(西)に連なる雪をたっ 

ぷり頂いた山々の素晴らしさに尽きる。しかし、分かりやすいのは妙高・火打・焼 

山の三山だけであって、そこから西の山々は分かりにくい。三山に続くのは天狗原 

山，金山，雨飾山々とも思えるが、桑原さんによると『あの高さと雪の量からする 

と、焼山に続く山々は北アルプス』だとのこと。 

 後にカシミールで調べてくれた人があり、『白いのは全部北アルプスで、焼山の 

右の一番高いのが白馬岳，その左奥が白馬鑓ヶ岳，右の尖った山が雪倉岳，右端は  

朝日岳』と判明した。 

 

妙高山         火打山   焼山       白馬岳  雪倉岳   朝日岳 

全国で3つしかない原三角点 
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山行報告 乗鞍岳・山滑走  三本滝～頂上～三本滝 

平成26年6月1日(日) 横田竜三 (単独) 

 

 今回は初乗鞍岳です。15年くらい前に観光で来て以来です。 

朝4：30に家を出発。6時には三本滝駐車場へ到着。この時期はここから雪がつ

ながっていないため、バスにて肩の小屋(トイレの所)まで行く。往復 2500円。 

7：50分にバスが到着し、4台も連なって出発。15年前はこのくねくね道を車で

肩の小屋まで来た覚えがあり、上高地もそうであるが、松電だけに権利があるとは

納得いかない。20分で便所迄到着。 

人は多く、雪も先週の白馬と違い綺麗だ。一気に2600ｍまで来たので、たった30

分の摩支利岳にゼイゼイ言う。しんどい。とりあえず 1本滑る。 

そこからまたシールを履き、剣ヶ峰へ登る。約 40 分、山頂はスキーヤーや登山

者でいっぱいだ。天気もよく 360℃全て見渡せる。気持ち良い。 

山頂は風も強く、少し寒い。滑走開始。途中まで。それからまた、シールを付け

て丸山へ登り返す。天気が良すぎてかなりグチャグチャな雪質、しかも斜度が緩い。

スピードを出して本日 3回目の滑走。 

トイレの所で丁度12時になったので昼食。バスは 13：20発であるが、位ヶ原ま

で滑ることにする。トイレの所からたった5分で到着。 

 かなり初心者コースです。“タルい”という印象。2500円の価値はないかも。も

う少し時期が早ければ、雪が位ヶ原から三本滝まで、沢のところに繋がっているそ

うで、そうすれば無料だ。 

 帰りに温泉に入って帰ろうとしたら、「湯けむり館」は 720 円もかかり、竜島温

泉にて入浴。日帰り温泉で 720円って何なのって思った乗鞍岳でした。 

 

  〈今回の反省点〉 

・時期が遅かった。人が多過ぎ。 

・斜面緩すぎ。1：25000では良い斜面に見えたけど、実際滑ってみるとゆるい。 

・天気がよく、マスクをすべき。毎週灼けてるからとおもいきや、鼻の皮が剥けて、

唇も焼けた。 

・独立峰はどうしてこんなに風が強いのか？亡くなった方が何人もいるのがわかる

ような気がする。 
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摩支利岳から見た西側  

うしろは御嶽山 

ＧＷに遭難した奥穂高岳（中央）と前穂高岳の吊り尾根 

頂上から見た北アルプス全景 



山行記録  青崩峠トレッキングと熊伏山    

    2014年 5月25日(日)  鶴川  栄 ( 同行者・尾形 )  

 

今から445年の昔、武田信玄公を旗印に 2万数千の兵が天下統一に向けて越えた

峠へいつかは訪れて見たいと思っていました。 

熊伏山はその峠を起点にした山なので、『これだ!! 』と思い、尾形氏を巻き込み 5

月25日に決行!! 早朝、4時15分に松川村を出発して、飯田市南信濃村へ。 

青崩への道は土砂崩れのため進入できず、一路兵越峠へ。TV でおなじみの綱引

きの広場を見学し、青崩峠のトレッキングコースの看板があるのを見つけて歩き出

すもコースタイムが表示されていません。 

地図を点検すると 2時間近くかかるかもと思い、兵越峠を出発する。きれいな道

で浜松市側は天然林の新緑が美しいのだが、信州側は杉、桧の植林地で薄暗い林で

県境を挟んで全く違う山の表情!! やっぱり、信州は貧しいのだ。山に生活を求めな

ければ生きて行けないのだ。遠州は茶や魚介類が豊富、農産物に恵まれて 

いた土地なので天と地の違いなのだ!!   

                                                                             

登り下りを何回も繰り返し、2 時間で長

年の夢だった青崩峠に到着しました。 

  歴史の石畳を踏みしめ、1 歩 1 歩!! 

石ひだには『あ!! 遠州見える』の文字 

と塩の道!! 糸魚川街道と並んで秋葉街

道も太平洋からの塩の道だったのだ。 

目標の熊伏山は時間不足で断念しまし

たが、往復4時間の兵越～青崩峠のトレ

ッキングにより信州人や他国の人々や天

下を目指す武田軍団が通ったと感じた歴

史の山旅をしてきました。長野県最南端

に近いロマンの峠に立てたことに感謝で

す 
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青崩峠              青崩峠から伊那段を見下ろす 

 

  

青崩峠・兵越峠（ひょうごし峠 or ヒョー越 ） 

  静岡県浜松市天竜区と長野県飯田市の間にある標高 1082m の峠。地質構造は

中央構造線による破砕帯で、山腹に広がるむき出しになった青い岩盤が峠の名の

由来。 

静岡側・長野側とも、R152号の端点から林道、遊歩道（かつての塩の道）を歩

いて峠にたどり着くことができる。 

武田信玄の徳川領侵攻において、軍兵の一部が通過したことで知られている。 

R152 号のこの区間は未通区で、三遠南信自動車道の一部として位置づけられ

たが、地形の急峻さと地盤脆弱性のため道路を通すことが出来ず、2014年現在も

未だ開通のめどが立っていない最大の難所である。 

峠を迂回するために兵越（ひょうごし）峠直下を通過するルートとして草木ト

ンネルが建設されたが、兵越峠の地盤が脆弱なことが判明し、やや地盤の硬い青

崩峠西側を通るルートに変更された。普通車両は草木トンネルを通って隣接する

兵越林道を使用することにより迂回が可能。 

  兵越峠（ひょうごし）峠では 1987年より、毎年10月の第4日曜日に浜松市と

飯田市の間で『峠の国盗り綱引き合戦』という綱引き行事が行われている。 
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     私の山歴（１）三月の毛渡沢でスキーを流した話 

                        桑原 巌 

       谷川岳一ノ倉沢 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の山登りは、昭和29年，高校を卒業して建設省湯沢砂防工事事務所と 

  いう山の中で砂防ダムを造る役所に就職したときからはじまった。 

谷川連峰の麓の上越線土樽駅近くの砂防工事の現場で労務者の賃金の支払 

いや、工事材料の管理などの仕事の担当として働いていたが、日曜日になっ 

ても遊びに行くところもなく、近くの山に登るのが唯一の楽しみだった。 

その工事現場に夏休みのアルバイトに来ていた大学生が山好きで、山の話 

  をいろいろ聞かされているうちに、だんだん山登りにのめりこんでいってし 

  まった。 

  砂防工事の現場の仕事も終わり、越後湯沢の町の本所に帰っても山登りは 

続いた。近くには山の会等もなく、もっぱら単独行だった。たまには職場の 

友人達と近くの苗場山や谷川岳などにものぼったが飽き足らず、谷川岳周辺 

の沢登りに熱中した。 

 谷川岳研究（長越茂雄著）なる本も買い込み、南面のオジか沢,ヒツゴー沢、 

川棚A沢、B沢，東面の西黒沢、マチガ沢，湯檜曽川本流、はては一の倉沢まP7 

で単独で挑戦し、ついに 4ルンゼ滑落事故まで引き起こしてしまった。以来一ノ倉

沢には登っていない。 

 

 これは３月，雪の毛渡沢の暗闇の中でスキーを流した話である。 

毛渡沢は谷川連峰仙之倉山へ土樽側から突き上げている沢だ。この日私は妹 

の軽いスキーを借りて山へ向かった。 

前夜湯沢の宿舎から上越線で土樽へ行き、暗闇の中、ヘッドランプの明かり 

を頼りに毛渡沢を目指した。 

途中萱ボッチの中で仮眠し、夜明け前に出発し、暗闇の中スキーを担いで右 

岸側の締まった雪面を上部へ向かった。1時間も歩いた頃であったと思うが、 

一休みと思い肩からスキーをおろして片方のテールを雪面に突き刺し、もう片 

方を突き立てた瞬間、先に立てた方がことんと倒れて滑り出した。.慌ててザッ 

クを投げ出してスキーの後を追いかけた。 

スキーに追いつけるわけもないが、とにかく追いかけた。暗闇の中ヘッドラ 

ンプ頼りに追いかけた。ところが、50メートルも下った辺りに何とスキ 

ーが横たわっているではないか。あーあこれで妹に文句言われずに済む、と胸 

を撫で下ろしたものだった。この日は無事に仙之倉山へ登頂を果たし、帰りは 

まっしぐら仙之倉谷へスキーを滑らせて土樽に下山した。 

                   仙ノ倉岳・毛渡沢 
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  第 2回例会から  5月 17日(火)  

     参加者；石井(2)，勝野，桑原，小林，小山，佐藤，鈴木，谷口，土田， 

     鶴川(2)，北條，宮島，森田，横田   計16名 

  

1；奥穂南稜遭難関連で論議集中 
5/13 の拡大役員会での議論と勝野報告および横田報告と鈴木報告を踏まえて遭

難事故の経過と問題点について論議しました。 

 

2；鍬ノ峰募集山行でヒヤリハット 
下山の終わりに近い鉄塔手前で、参加者１名が登山道から左斜面に落ちる事故が

ありました。とくに危険な場所ではなかったのですが、約 3ｍ滑落、幸いケガはあ

りませんでした。おしゃべりで不注意な歩きだったようです。また、ストックを斜

面に数メートル落とした方があり、会員が回収しました。 

他の課題として、人数の関係から登山口までの搬送に車が不足したこと、今回ト

イレをブルーシートで仮設的につくりましたが今後どうするのがよいか検討が必

要です。 

 

3；4月例会以降の山行について 
5月11日(日) 鍬ノ峰・県連交流登山には、勝野，谷口，鶴川(2)，津田が参加。 

個人・有志山行では、5月15日(木) 鍋倉山に、森田（他非会員2名）、5月22

日(木)～23日(金) 雲取山・両神山に宮島が行きました。 

 

4；当面の山行について 
(1) 会山行・県連山行等 

6月1日(日) 米山  CL：森田 

6月8日(日) 針ノ木・蓮華岳  CL：谷口（雨天中止しました） 

(2) 個人・有志山行   なし 

(3) 7月以降の山行，夏山合宿等 

(4) 8月22日(金)～24日(日) 新穂高温泉～双六岳～槍ヶ岳        

(5) 検討中の山                        

瑞牆山 鍋倉山 岩殿山 日向山                      P9  

  

5；事務局から 

① 個人賠償保険の加入手続き完了しました。 

② 携帯メールアドレス未登録の方は空メールを事務局長宛に送って下さい！ 

  PC =qyf06372@nifty.com  携帯＝qyf06372-qyf06372@docomo.ne.jp 

③ 組織拡大について 

  会員勧誘のチラシを松本市～白馬村のスポーツ店等に置く等 

④ 用意したスライドショー『低体温症』は 6月例会にて上映します。 

 
6 月拡大役員会報告  6月 10日(火) 

    参加者8名；尾形，勝野，桑原，小林，小山，鈴木，森田，横田 

 

 1；奥穂南稜遭難関連で引き続き議論されました。 
   (1)県連『奥穂高岳南稜遭難事故についての関係者会議』の報告 

    大町労山からは勝野，小山，谷口，鈴木が出席 

   今回の山行は県連主催のものではなかったが、メンバーが複数の会で構成 

    され、報道でも『県連』の名前が出たので、県連として報告書を作成するこ 

    になりました。『2014・5・5-5.6奥穂高岳南稜遭難報告書』として 6月末 

配布の見込みです。報告書作成責任者は「佐久山の会」の古川さんです。 

 

 (2)南稜遭難検証の現状と問題点～拡大役員会で出された質問や意見 

 ◎関係者会議と言いながら、8名全員が参加し     

た会になっていないではないか‥。 

  全参加者が個々の位置や状況を突き合わせ   

て全体像を明らかにする必要はないのか‥。 

 ◎今回の奥穂南稜隊の主体がはっきりしてい  

ない。県連の山行ではないし、 

   海外遠征隊の訓練の山行でもない。しいて言えば海外遠征を目指すメンバ 

   ーを主対象にした個人による山行と言うことか‥!? 

◎そうであるならば、その発案者等主たる責任者は誰なのか、報道では勝野 

   リーダー1人が全責任を追う形になっているが、果たしてそうなのか・・。 

   勝野リーダーは総合リーダーではないのではないのか。     P10 

 

mailto:qyf06372@nifty.com


2；鍬ノ峰募集登山の決算は若干の赤字  

   保険料，食材・光熱費，通信費(写真つきハガキ等)，事務費で参加費をほぼ 

   消化，搬送(ガソリン)代，印刷費が出せない状況(赤字)で、次回から参加費 

   増額の必要があることを確認し、上げ幅(800～1000円)については、秋の公 

     募登山前に検討することになりました。 

 

3；今後の山行等について 
(1) 会山行等 

  7月 5日(土) 針ノ木岳 CL：谷口 

  7月 19日(土)  鉾ヶ岳 CL： 

(2) 個人・有志山行 

      6月21日(土)or22日(日) 信越古道・真川(杉の沢)～富士見峠 森田 

  6月 21日(土)～22日(日) 常念岳～蝶ヶ 横田 

 

4；会と会員の動き等 
(1) 土曜例会 7月12日(土) 鈴木さん宅～小林前会長の慰労会です 

(2) 新入会員 神津美保子さん(松本市)  

   鍬ノ峰募集山行を機に加入されました。他にも加入の意志のある方、話し 

   を聞きたいと言う方が多数あり、会長からできるだけ早くコンタクトをと 

   ることになりました。 

 

5；事務局・機関紙担当から 

1；発行日は第 3週火曜日～木曜日頃を目途に・・。※メール便が第 3週内に届

くよう 

2；ページ構成について 

    4月号，5月号は4ページ(A42枚建て)で発行しましたが、内容さえあればペ

ージを増やすことは簡単です。A4 版が入る封筒を使ってメール便で送るか、

直接手渡しで配布しているので、何枚に増えても送料は変わりません。 

3；記事が少ないと機関紙担当が作文してしまうことになりかねませんので、 

例会報告や拡大役員会報告も、機関紙担当がまとめるのでなく役割を決めて頂

きたいと思います。できるだけ多くの方にタッチして頂いて、みんなでつくる

機関紙にしたいと思います。                  P11 

4；山行記録，報告について 

各月の会山行の報告を必ず入れたいと思います。リーダーの方がご自分で、ま

たは参加者の何方かに書いてもらうようお願いします。 

5；それとは別に山行報告を毎回 2 つ以上載せたいと思っています。なるべく偏

りがないように、沢山の方の原稿をお願いしたいと思います。 

文章を書くのは苦手な方も、あまり文体に拘らず、また全行程をうまくまとめ

ようとせず、部分を切り取った感想だけでも構いません。写真だけでなく 

スケッチやイラストも歓迎です。 

6；マイ登山歴，想い出の山，憧れの山等，悔恨の山等、各人の山への思い入れの

読み物を期待しています。 

7；例会に参加できなかった方に、資料を送ることにしましたので活用して下さい 

8；予告 

文集『ごんぞ』編集 (拡大) 担当者会議を行います。日時，場所 未定 
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NHKニュースより 



特集 奥穂南稜遭難 参加者報告 

 

「奥穂高岳南稜 遭難について」   横田竜三 
 

2014年 5月 6日の 8名遭難は特に技術的な要因が大きいとおもわれる。特

に女子 2名はバリエーションルートを経験したことがあるのかと思うほど貧弱

であった。 

 5 月 3 日，4 日にかけて雪上訓練という名目で当たり前の技術の練習をした

が、できて当たり前であり、確認事項であると思った。しかし、そこで危うい

方がいた訳である。そのことを踏まえた上で 5月5日のルートを選択した。勝

野氏と池田氏は夏の稜線歩きの感覚でルートを捉えていたように思う。 

2 年前(2012 年)に春合宿に参加した時は年を取っていても猛者が集まってい

たように思う。 

 自己申告で行きたいルートを選択したわけだが、奥穂南稜ルートの経験者は

私 1人ということ自体おかしいと思われた。このルートはクラッシックルート

として有名で 2年前は大雪のため比較的簡単であった。トリコニーと呼ばれる

3 つの鋲の形をした岩壁以外雪壁を歩き、稜線を抜けるのだがトリコニー以外

は雪があり歩きやすかった。 

 事前説明では 13 時間~14 時間の工程で南陵の頭から奥穂頂上に行き、ロバ

の耳、ジャンダルムを超えて天狗のコルから天狗沢を下るというものであった。

まず、そこは絶対無理だと分かった。一般コースの夏道で最難関の所を雪岩ミ

ックスで行けるのか？ 2 年前は吊尾根を行き前穂高岳から前穂高沢を降って

きた。8名という人数で土台無理な話である。 

 天候悪化の為、撤退を判断したのは良かったが、きた道を下るという判断で

懸垂下降が余りうまくないパーティーを 8人しかも支点設置に時間がかかって

もたもたしているうちに 5時間が経過した。ここは低体温症を起こした女性が

いて十分に動けなかったのでかなり時間が掛かったが、そのまま滝沢を降れな

かったのか、提案してみたが却下された。雪山で低体温症を起こす方も悪いが、

体を冷やすことは登山にとって危険な行為だと当たり前のことがわからないの

かレベルを疑う。ビバークでもう一人持病の男が発症したのでなんとか 5日の

うちに下山できなかった事が悔やまれる。   
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  この遭難は技術レベルが低いために起こるべくして起こったものであること

がうかがえる。懸垂下降の技術、ビバークの仕方など雪山登山、バリエーショ

ンを行くものは当然知っておいて当たり前の事ができていないのだから無理だ。

ヨーロッパ登山はマッターホルンとか言っているが無理ではないか。モンブラ

ン程度に変更せざるを得ないと思う。 

 今回は事前で収穫できて良かったと思う。死なずに済んで。ヨーロッパでは

下山はヘリをチャーターした方が良いように思うが。（もし、マッターホルンを

登るなら） 

 今回は勝野氏が一人責められていたが、パーティーの技量（レベルの低い方

を誘っていた）に問題があった。ルート選択は自己申告であっても 2日間の雪

上訓練でよくわかったはずだ。遭難は池田・勝野氏の両責任であると思う。 
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岳沢小屋スタッフブログより（赤線が南稜ルート 2013.4撮影） 



穂高岳南稜遭難事故報告      

小山 守彦 
 概要 

 2014年 5月 5日に南稜へ 8人パーティーで行ったところ、天気が悪くなっ

た。雪の斜面が急になるにしたがってアイゼン歩行技術の未熟さからペースが

落ちるメンバーがいた。ロープを使ってフィックス、懸垂下降で待ち時間が長

くなったことで当日テント場へ戻ることがむずかしくなって下山を決めた。し

かし吹雪で視界が悪い中の下降ルート捜しと懸垂下降に時間がかかってしまい、

体調が悪くなるメンバーが出、やむなくビバークすることを決めた。標高2700

ｍ付近で全員が座れるよう場所を作ってビバークした。 

 6 日朝、一部メンバーの自力下山が無理と判断し救助要請をした。救助ヘリ

の来るのが風の影響で午後になってしまい、自力下山を考えていたメンバーも

一緒に全員が救助されることになった。 

  

 原因 

 午後には天気が悪くなると全員が知っていながら早く引き返さなかった。9

時頃に小雪が舞い出していたのに下山を考えずに前に進んでしまった。 

 トリコニーの岩場上部に到着した時には吹雪で視界が悪かった。こんな状況

で懸垂下降を行い前進したことが大きな失敗だ。 

 リーダーが前進思考で、先へロープを伸ばしてラストとはだいぶ離れてしま

い、中間にも数名留まる状態で前に進むのか引き返すかの会話がパーティー内

でできなかった。 

 リーダーのみがメンバー全員を知っていることから、リーダー任せになった。 

8人パーティーで人数が多くスピーディーな行動が取れなかった。 

メンバー同士で初めての人もいて意思疎通ができなかった。 

  

 結果 

 リーダーの引き返す判断ミスがあったが、吹雪で視界不良の中での下降ルー

ト捜し、ビバーク場所を見つけ、狭いながらも一晩座って過ごすことができ、

全員が無事救助されたことはリーダーの強い力があったからだ。そしてメンバ

ーの頑張りがあり、天気に助けられた。                       P15 

 

奥穂南稜遭難にかかわって 
一参加者としての感想と反省 ～ 鈴木 均 

 

 今回の奥穂遭難にかかわって、岳沢合宿参加者の一人であり、南稜ルートの

スタート直後で下山した者として、私の誤解や認識不足もあるかもしれません

が、率直な感想を書かせて頂きます。 

  私が考える、いくつかの問題は以下の通りです。 

 

①池田・勝野両氏が中心になって、岳沢合宿を何年続けているのか知りません

が、この時期(大町労山では春山合宿をやっていないため)、私は大阪の会(泉州

労山)の春山合宿に参加しており、県連関係の岳沢合宿には初参加で、メンバー

14名のうち５名は初めてお会いする方、知っている方でも山行をともにしたこ

とがない人が何人もいます。これは、私以外の方も大なり小なり同様であった

と思います。 

 池田・勝野両氏は、全メンバーを知っているし、それなりのヘビーな山行も

同行しているものと思いますが、パーティーとしては、多くの会の寄り合い世

帯で、初顔合わせ、参加者の冬山経験や技術・体力などはほとんどわかりませ

ん。それにしては、ルートのハードルが高すぎたのではないかという気がしま

す。一日半雪上訓練しましたが、雪訓は一朝一夕でできることではなく、当日

は雪も少なく、奥穂南稜は岩と雪(氷)のミックスではなかったかと想像するの

ですが、そういうレベルのルートを全員がどの程度経験あったのか私にはわか

りません。少なくとも時間が大幅にかかっていることは、単に人数が多かった

にとどまらない技術不足の方があったのではないかと(一日半の雪訓からも)私

は想像します。 

アタックパーティの協議と決定は前夜で、個人の希望でルート(事前には知ら

されていない)を選ぶというのはどうかなあということも考えます。私を含むす

べてのメンバーは、それを受け入れた池田・勝野両氏を信頼していた(というよ

り、すべてを委ねていた？)とは思いますが・・。 

②天候や下山、ビバークの判断などについて、登攀途中のパーティー内で協議・

相談をどの程度やったのか、私にはわかりません。             

※前夜、天候についてあまり情報交換はありませんでした。私自身は、天候に

ついては楽観的にとらえていました)。               p16 



また、メンバーは勝野リーダー任せで、リーダーは「まだ行ける」となって

いなかったのか。メンバーの一部はしんどいのに、「しんどい」と言えない  

(言わない)まま突っ込んでいったのではないかと想像です。 

※(大パーティーではよくありがちで、過去の立山大量遭難や一昨年のＧＷ小

蓮華山大量遭難、夏のトムラウシはその典型) 

サブリーダーはとくに決めていなかったがルート経験者は唯一、横田さんだ

けだったことも判断を遅らせた一因かもしれません。 

 

③リーダーはもちろん、メンバーの全員が低体温症に対する理解と認識がどれ

だけあったのか、私にはわかりません。判断を遅らせた原因の一つに、低体温

症に対する認識不足があったのではないかと想像します。メンバーの状態を見

て早期下山すべきではなかったか。この点について、勝野報告は「隊員の健康

状態の把握ができなかった」とありますが、低体温症については一切ふれてい

ません。（マスコミ報道はかなりの部分をこのことに割いています）   

 ただ、勝野報告の中で、「風が体温を奪う」とはっきり書かれていること、「Ｓ

氏が体調不良を訴える。お湯を欲しがり、2度お湯を与え」というのは、低体温

症になっていたのであり、適切な処置であったと思います。 

 

④ルートに対する参加者一人一人が事前理解・学習はどうだったのか。計画書

自体に行動計画予定がないため、全日程トレーニングと思っていたのか、リー

ダー任せになっていなかったか。リーダーも、岳沢に行って、一定のトレーニ

ングをしてからアタック先を決めればいいとの判断だったようです。 

 

5 日夕～６日の対応及び救助後の対応について、救助本部・体制と各会の連

携、荷物搬出等も含め、わかりませんでした。私自身は、後述するように早く

下山したため、メンバーの一員だったということもあって、少なくとも岳沢Ｂ

Ｃにある大町労山２名の装備類は荷下げしなければならないし、ビバ 

ーク地点の装備類も荷下げと思って、前夜遅くまで連絡を取りましたが、大町

労山は行かなくてもよいとのことでした。 

ところが翌日10時過ぎに取りに上がってほしいという連絡があり、「やっぱ

り」と思いました。県連の行事ではないが、多くの会にまたがっているた                                        

め、混乱が生じたのかもしれないし、今後似たようなことがあってはいけない

が、体制的な確立が必要ではないでしょうか。 

 

 敢えて私の感想を言えば、大町の３人の技量と他のメンバーでは違っていた

のではないか。その日も３人は自力下山できると言われており、その力はあっ

たと思います。だからこそ、ヘリが14時を過ぎても飛ばない（飛べない）時の、

各メンバーの心情はどんなだったかと想像すると胸が痛みます。 

同時に、テレビを見ていた家族や参加している会員の仲間の心配も相当なも

のだったと思います。 

私は、万一その日ヘリが飛べず、もう一日ビバークとなれば大変なことにな

りかねないし、16時ころにヘリが飛んでくれて５人を救助したとしても、力が

ある３人が暗い中を下山する方が、今度は危険ではないかと心配しましたが、

幸い全員がヘリ救助されたということで、ある意味間一髪だったのではないで

しょうか。 

遭難事故の総括は、誰かへの批判や追及ではなく、冷静・客観的に分析し、

教訓を見いだしたいものです。 

 

極限の状況の中（自分の経験でも、こういうとき、意外と冷静で「極限」と

いう認識はあまりない）で、どう行動すべきかの判断はきわめて難しいと思い

ます。ましてや、リーダーの重い責任を感じていればなおさらです。冷静な判

断力は様々な経験が大きくものいうと思います。 

無線でＢＣの池田さんと連絡をとっていたようですが、リーダーがビバーク

判断したこと、翌朝早く救助要請したことが適切だったからこそ全員無事だっ

たと思います。生死を分ける紙一重の選択をとっさに迫られたとき、人間のも

ろさと強さが両面出るのではないでしょうか。 

※全く事象は違いますが、東北大震災の大川小学校の児童教職員が津波にのみ

こまれた、あの直前の判断の誤りや先日の韓国船戦沈没事件での船長の判断ミ

スが大量の犠牲者を生みました。 

あの日，奥穂周辺でベテラン登山家を含め多くの方が亡くなっています。         
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私のとった行動に対する反省 

   私は、ＧＷの時期に岳沢から前穂や西穂に入ったことはあるが、奥穂南稜 

には行ったことがないため是非とも行きたいと思っていました。 

従って、テント出発時は、南稜パーティーは私を含め９名でしたが、寝不足

か、ペースが自分にとっては速すぎてスタートしてしばらくして息切れ。これ

では途中までついて行けるかもしれないが、予定の 12～15 時間の行動は無理

ではないか、危険ルートを一人で下山するのはよくない、リーダーが誰かをサ

ポートをつけさせた場合、登りたいと思っていたのにその人は登れなくなる、

途中下山は危険であることとパーティーに迷惑をかけるべきではないとさっさ

と BC に戻る決断をしました。それで、勝野リーダーに了承を得、途中で出会

った明神パーティリーダーの池田氏にも了承してもらいました。 

 テントで少し寝て、まだ時間がたっぷりあり、一日テントキーパーしてもム

ダと考え、早々と上高地に下山し白馬に帰りました。当然、その時も帰ってか

らも、よもやメンバーがビバークすることになることは思いもしません。 

私がテントにいれば池田氏の指示でビバークしたパーティーとの連携や    

  救助について、多少の力にはなっていたかもしれませんが、遠い山ではなか  

ったので、今回私はたまたま下山してしまいました。 

勝手行動をとったことには違いありません。せめてザック類の荷下

げには行かなければと考えていました。           以上。            
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＜ 当面の予定 ＞ 
可能な限り、ご参加ください。 

 
●6月例会  6月 24日(火) 19：30～ 

スライドショー 『低体温症』を上映しますのでぜひ参加し

て下さい。 

●7月拡大役員会  7月 8日(火) 19：30～ 

●会山行予定 
  ７月  ５日（日）針ノ木岳 

７月１９日（日）鉾ケ岳 
●土曜例会・小林前会長ご苦労さん会 
 ７月１２日（土）５時 白馬・鈴木宅 

登山計画書・届け 下山報告をきちんと 
登山(計画)届けのフォーマットを送ります。 

山行に際しては必ず小林副会長（遭対担当）に計画書を 

ファックス(電話はダメ！)で送り、下山後は報告を怠ら 

ないようにして下さい。 

 

二ューフェイス紹介 

神津美保子さん  松本市在住 

 「高所恐怖症・狭所恐怖症・怖い・虫怖い．．．．」 

そんな私が 恋人（山峰）に逢いたい一心で ワクワクし

ながら山行の準備をします ♪♪ 

一つ一つ恋人の名前と容姿を覚えていきたいです。 

大町労山に入会出来て、とても嬉しいです。  

おばさんですけど、通称「mihoちゃん」です。 

よろしくお願いいたします。 

 


