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巻頭言

事故を起こさないスキルと組織風土
今年 6 月に警察庁から 2014 年の山岳遭難事

きた剱岳・源治郎尾根での滑落死亡事故である。

故の概況が発表された。それによると昨年の山

ご存じのように源治郎尾根はバリエーション

岳遭難は全国で 2293 件、遭難者は 2794 人(福

ルートで人気があるコースだ。ルートを間違え

島県は 52 件、58 名)にのぼり、統計が残る 1961

深夜の移動中に滑落して死亡したのだ。リスク

年以降で最多となった。10 年前と比較して遭

を冒してまでなぜ深夜に行動したかは定かで

難件数、遭難者数とも 66％増加している。特

ないが、これら遭難事故を自分たちに置き換え

徴としては単独登山者と中高年の遭難が目立

て考えてみることも必要だろう。

ち、
原因のトップが道迷いで41.6％を占める。
この特徴は近年特に顕著になってきている。

私たちの会でも今まで事故が無かったわけ
ではない。山スキーで骨折しヘリで救助された

単独登山者の山岳遭難は 941 件で、山岳遭難

り、滝の登攀中に転落・骨折するなどの事故も

全体の 41％であるにも関わらず、死者・不明

あった。また冬期や沢での下山遅延により、捜

者の 61％を占める。これは、通報や捜索に複

索を開始するなどの事故も起きている。いずれ

数での登山と違った難しさがあり、登山届がな

も発生原因があり、その多くは登山者自身に起

ければ更に見つけ出すことは困難になる。

因している。ヘリでピックアップされた事故を

一方中高年の山岳遭難も増え続け 40 歳以上

除けばコンパニオンレスキューとセルフレス

の遭難者は 2136 人で全体の 76％を占める。50

キューの範囲で終わっているのだが事故に変

～70 代の遭難者だけでも 60％と飛び抜けて多

わりはない。

いのである。確かに中高年が登山者全体に占め

遭難事故には必ずその原因がある。事故の芽

る割合が多いのも理由のひとつだが、過去の東

を摘むには事故を起こさないための知識と技

京都勤労者山岳連盟の分析によると、加盟する

術を身につけ、総合的に判断する能力を高める

山岳会の事故原因の中で一番多いのが転倒で、

ことが必要となる。これは長く登山を続けたか

実に事故全体の 44.8％を占めている。先日も

ら身につくものでもなく、意識を持って学習し

山岳救助隊の方から事故の話を聞く機会があ

スキルアップしなければ難しい。私自身その努

ったが、登山道のちょっとした段差につまずい

力は常に続けたと考えている。

て転倒し、ヘリで搬送されるパターンが多いと

もうひとつ必要なことは、遭難事故を起こさ

いう。また、平標山で一緒に県連活動をしてい

ない組織風土である。私たちの会では、今まで

た方が急性心不全で亡くなられた。私自身現在

山で失敗したことや、ヒヤッとしたことを隠さ

66 歳で「高齢者の医療の確保に関する法律」

ないで話し合うようにしてきた。失敗は誰にで

では前期高齢者に分類されるのである。本当に

もあるし、事故に対する考え方も人により異な

人ごとではない。50 年前には自分がこの年齢

る。それまで育ってきた環境が違うのだから当

まで登山を続けていることなど考えも及ばな

然なのだが、それを前提に共通の認識を持つこ

かった。体力の維持と健康管理がいかに大切か

とが大切である。私たちの会は、今までも学習

を痛切に感じている。

会や搬出訓練、雪崩講習会などを通し、事故を

組織された登山者が、次に起こす割合の多い

防ぐための取り組みを行ってきた。だが、それ

のが滑落事故と雪崩事故、冬期における道迷い

らのものをすれば事故は無くなるわけではな

である。特にこれらの事故は死亡・行方不明な

い。重要なのは勉強する機会を得ることで、会

どの重大事故に結びつく率が高く深刻である。

員ひとりひとりの安全に対する意識が変化す

気になる事故があった。8 月 24 日未明に起

ることである。
（和泉 功）
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