
緊急時粛 んヽ セハう。

I.遵難ぃスな

4業 自身 床々に遣驚に道偶したことがなぃばかりが、そうした現場
に立 場合 った こともな し).但 し予業 とさ れ う幸 tヽ に t遣 軽 にぼ至う
rか つたた・じむバさな来事lよ 何国がこ験している。に って達験に関
しては全くバンロートで、じκ下ニバることも、売像によЪ事項がタ
tに とちボことゎりしておく。
ムでヽ^与全 、特 にぬスキーで^与全 は、最終 的にはふ f口 た

^菱
色

に葵ぅことが多し).暮 すうにリーダー仁 して'は なく、ふ 10人 ヘ レバ'

|レ で ^島イ螢徒記が碇夢けにl“ 摯だとぃぅことぢ。そへ時●に リーダー

ヤたヘメ ンバーと一高 に巻 き込 んで
｀
自倫ゞ 久幹 ■えたみじとに一n

に構わな t)。 これ1↑ 告 t、 手 ん率ぼ
.)た

0し でァレザイ レンと思孝する

^と 同じことだ と考んられる。
`た

ってッ_ダ _Fろ ん :す 黒貴イ■′tん
に,一 って滑 つて しまうこと:す 本来Jま つつ しまな lク れ l■

‐
い |夕 な ttヽ

にち うが _`… 、、。

ん斜 0ノtあ つてFす 夜術に合つた0合な滑降ゝ 蓉由んて`コフィぶ吻な
と'で'は積極

`,な
スムーズ

｀
T行 船が'摯 衆さ率ろ。甦に,え ^中 で年たえ

ななと|す 良〈らこぅ年でヽっtつ キ4〕 そぅなば,楊 Pヶ て́休むこヒ。 これだ
°

けで't島 失に実イTぴ き彙が、た手に遣得するT能性はた令少ひぐ↑
3だ

.ろ

ぅ。見にな`ス^中 で・̂行 動はカンに頼 う子ρtt t夕 ι、パ、日撼
^な い″ケて‐′す行動しひ l)。 帰仏ひlナ ネが、帰 うケリ凝|ざ tlい んだ、
とtヽ ク考えL持 っことも ,μネだろぅ .

ヤた ち可
｀
ム>ャ ラに看うこ進tt‐ たぃ掟で,け な tヽ し、かとllっ てタつく踊れば4れ 崚うこと

“こ足しIF・
λaにヤした行動r

ターンt走 行 す■がたぃ とぃうこ

具体
"に

と^よ うヶな:態 ′:バ lヽ ろヒL事生というぃか_明 確 ケた義
は良くも ウなしl・ み介、ムスキーパーシーが

｀
稽:々 な理。から吉†ここ

りの行りができなくな り、しかtモ ^ゲ たから ^■ スマ_フ・が不oT

能tし くは凰ぉか月なでこ洛チ段が放よひ t、 パ小半バ↓鷺 したえら
れろ

`

ここで`特に注た.し た 1ヽ こ.(は 、体カヘ消耗による道驚庁に対にさ
tフ なければダ〆だ しt、 ぅこじだ。 体力がf念 とつにヽて夕“xに なみひし
てこヒ|よ サイテ_な

^で
'、 lψ す

^を へ節緯ギえへ学1貯■下t3だ |す の
記ればこ村 にγふ伊^で

'け に今 してボかひけれがなうな 1)。
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4、 厖庭地妻と|ヾ ―テf一

黒らヽな消孝tt防 (ヽ 。雪洞率へ†て外力、食米十̂斑Lう とはか りヽえ

侵^回 4え ■各つ。 (^峙 は本にたきな目印を場 l■ 、た のだ一贄 ―公

ここでへ リヨフリ ーによう捜索にたな 7ろ こ
`。

巳印 |す にえ■に経Iが

さふないようlt気 とっ |す ること。

たイ晨^回
復なんによってぼ 一気に下ム してしまうこヒがじ全 に下

ろ手段 しな bこ とがスる。
ム入ヽ一に よ る道難 はじ甦場場 ^狩たがす卜常に困な こ、捜 素には

寸卜澪な国艇 バ予碍 でヽき る。ヘ リヨプ フーにかる核彙が 士繁 になもさ
・

ろ■得 ないだ'3う 。持 に初期才え索 |・ 1」 ir撃 不・Tた だ 。たって 8青 え時
にはヘリコプ フ ~に よう授索に対 すろえ ながた絆 膠 ア暑だ 。残含↑
こした

.バ
、 こ ^へ り]フ・フヽ |■ ♪ Ъ7/7期 捜 索が

｀
残勁 しなんヽ つためな

^主みヤぼコンマlX下 になつてしようだろうことも、ふ自が・た分に

記裁 してボ訳ひけなぼならなぃだろぅ.

このへ リ コフつ ´に よろ核 索|な ム去保瞼 の力,入 が前i不 十 となう

^rヽ 次 員にはム去峰喰 ^ル 入L頑 +1し て し` ろ彼だ 。

こう考ぃて しまぅヒ甚 しくれ 責資T^で ぼヽしギtン ■持っか しわ

れないが・、〔ムスキーヘじ難=行 λネ明二発七〕とtiぅ w//が 多ぃヒ2
わ軋 うか らで・、 ふ 個 人 にが げ ろ祥 々な危嗜 に対 す う5Z庭_が

｀
ス Tた だ

・

とい 1ヽた い
^に

,卜 ↑ らな ιl.

歌 に もよ う ように 、ム では発 ル ζぼ 伊 ぅな い ^ざ。 こぅ した強 ぃ

ち裁■持ってムスキーを実践することが、通難財上 へ場たへ彦句だ
うう .

事故 、主 難 に颯す Ъギ
'tン L^竹 バ ふり ました り｀こた、なく 、担

当^な 員ゃこ 趣 準 員に盲向 す ζか り、 当 ら.ね 一じ夕に涯稿 毛 ム 喜さ下

ぐ tぅ 。
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