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子 沢
猿倉へ の夏道を捜 したが見 つ け られず、時間ばか り過 ぎて い く。 日没 まで後 2時 間 しかな
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い。明 るい うち に猿倉へ のル ー トを見つ けなければ と焦 るが、東へ行 って も西 に行 って も
ヤブばか りで、夏道 が見 つか らない。猿倉にて待 っていると思え る菅沼氏や橋本氏 の こと
が気がか りだ。なん とか今 日中に下 山 しな くてはと思 い、一度引 き返 した沢を下 りること
に した。現在地 の標高が

1500mな

ので、高度差に して 300m程 下 りれば、車道にで

るはずだ。沢 には踏跡が ついてお り、なん とな く下 山で きそ うな様子であ った。
加藤氏は、あ くまで も沢を下 りることには、気がすすまないよ うであ った。高度差 に して

100m,時

間 に して 30分 程下降 した。そ こで流木を足場 に して対岸 に渉 る所 があ っ

た。流木 の下 には、激流が流れて お り、危険な場所 だ。私 は、 ここを渉 るのにス トックが
邪魔 にな り対岸 に投げ捨 てた。 しか し片方 のス トックを川床 に落 として しま った。幸 いス
トックは流 されず岩角に引 っ掛 か った。苦心 して もう一本 のス トックで拾 いあげたが、そ
の様を横で見 て いた加藤氏は、非常 に危 険 な感 じに見 えたよ うだ。 (事 実危険であ った。
この 時、加藤氏 よ り「山腹 に道が見 え る」 とい った声が 聞 こえた。私 は うなず いて、先に
沢を下 りて いった。 しば らく下山を続 けたが、後 ろか ら加藤氏 の下 りて くる様子がな い。

10分 程待 ってみたが、加藤氏 は下 りて来ない。何 かあったのではないか と思い引き返 し
てみた。先程 の危険な流木 が流れて い る所 まで戻 ってみたが、加藤氏 の姿 は、 どこにも見
藤 さん
えな い。雪渓を踏 み外 した様子 もない。 助日

!」

と叫んでみたが応答がない。私 は

加藤氏 が道 らしきものが見 え ると言 って いたことを思 いだ した。加藤氏 はその道の様子を
見 に行 き、 そのまま下山 して い るのに違 いないと思 った。私 も加藤氏 の後 に続 いて登 って
行けば、 こんな結果 に成 らなか ったのだが、その時の私 には、 ヤプの急な斜面を登 り返す
元気がな く、沢を一人で下 りよ うと思 った。加藤氏 とは、下で会 え るだろ うと思 った。タ
岸 に岩岳 のスキ ー場 が見 えている。下山 して い る途中か らこの沢が長走 り沢ではないと気
づいて いたが、 ここが長走沢の とな りの 中山沢であ ることに気がついた。幸 い この沢 は、
特 に危険な場所 も滝 もな く 18時 丁度 に中山沢出会 いの車道 に着 いた。加藤氏 と分かれ 2
時間程 の下山時間ではあ ったが、今朝 か ら 10時 間以上 の行動 で疲 れ き って しま った。猿
倉方面 に登 る車 に乗 せて頂 き猿倉 にて待 つ菅沼、橋本 の両 氏 の元 に戻 った。加藤氏 は、ま
だ下山 して いなか ったが、 この時は、 まさか加藤氏が戻 って来な いなんて考 えて もいなか
った。一 時間程すれ ば、下 山す るのではな いか と思い、中山沢 出会 い周辺で菅沼氏 らと加
藤氏を待つが、 7時 にな って も 8時 にな って も加藤氏 は下山 して来なか った。
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もはや今 日中に闇の中、下山するとい うことは、考え られない。加藤氏はどうしたのだろ
うか。何か事故が起 きたのだろ うか、それとも道 に迷 い、 ビバークしてぃるだろ うか。

3人 で協議 した結果、今 日は、猿倉 に泊まり明日早朝に、加藤氏を捜索 しに行 くことに決
める。猿倉荘 は、まだ営業は していなか ったが、管理人に事情を話 して、今夜泊めて頂 く
ことがで きた。
猿倉荘の管理人よ り遭難の可能性 もあるので、万一のことを考え、警察に捜索願 いを出 し

た方がいいだろうと言ゎれた。とりあえず白馬の駐在所に連絡した後、大町署より状況確
認 の電話がかか って きた。
主 に聞かれた事 は下記 の よ うな事柄であ った。

1.遭 難者 の名前 住所 電話 性別 年齢 生年月 日
2.同 行者 (岡 坂 )の 同上
3.遭 難 までの行動概略 (な ぜ別行動を とつたか。 )
4.遭 難推定場所 中山沢 の どのあた りか
5。

職業 (勤 務先 )

遭難者 の山歴、 同行者 (岡 坂 )の 山歴

6.遭 難者 の血液型
7.山 行届 の有無 (な ぜ山行届 を提出 しなか ったのか )
8.遭 難者 の服装及び所持装備、食料 (特 に ビバークに耐 え られ る装備か どうか。 )
9.本 ル ー トの過去 の経験
10。 現在 の救助体制

以上 の よ うな事柄を電話で質問 された。 しば らくして再び大町署 よ り電話があ り、明 日

7時 よ り捜索 のヘ リを飛 ば したい。 ついては、 費用 が一 時間 50万 程 かか るが、家族 に
了承 を取 ってほ しい。私 に もヘ リに同乗す るように との連絡 があ った。 もはや現事態 は、
遭難 と考 えなければな らない。私 は、いまさらなが ら加藤氏 と別行動を取 ったことが悔 や
まれてな らなか った。加藤氏 の御家族、同志会 の運営委員へ の連絡な どをすませて、 3人
で明 日の捜索 について協議 した。 明 日 4時 に菅沼、橋本の両 氏で中山沢をつめ る。私は、
ヘ リに同乗す るため と連絡用 に猿倉 に残 る。以上の打合せをすませ 明 日にそなえ加藤氏 の
無事を祈 りなが ら床 についた。寝床 について、 さまざまな可能性を考えてみた。加藤氏 と
分かれた後、沢には特 に危険な所 は無か った。加藤氏が下山 して来ないのは、やは り道を
求 めヤブ こぎを している内に 日が暮 れたのか。沢へ戻 って くれて いれば明 日見 つ け られ る
はず だ、 な どを考 えていると神経が高 ぶ りほとん ど眠れな く早朝をむかえた。
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翌朝、予定通 り 4時 に菅沼、橋本氏 は捜索 に出て行 った。小屋 の管理人 の御好意で トラン
シーバーをお借 りした。結果 として この トラ ンシーバーのおか げで、ヘ リを飛ばさな いで
すんだ。 いつ で も連絡 が入 るように と トランシーバーのス イ ッチを入れ っぱな しで、一人

1300m地

猿倉荘で待つ。 5時 半頃、菅沼氏よ り標高

点 にて、加藤氏を無事発見 したと

の連絡 が トラ ンシーバーか ら入 って きた。やは り加藤氏は ビバー ク して いたのだ。私 は、
す ぐ加藤氏 の御家族及び大町署 に無事 の連絡を入れ た。
以上が加藤氏 の発見 まで の経過であ る。
帰路、大町署 に寄 り報告 と挨拶をす ませ、帰宅 したが、大 町署よ り特 に山行届 の件 と別行
動 を取 った件を強 く注意 された。今回の捜索 の件で菅沼氏、橋本氏には、たいへんな迷惑
をか けて しま った。 また同志会 の メンバーの方 に も御心配をかけて しまいま した。深 く
お詫び申 し上げます。また猿倉荘には、大変お世話にな りま した。紙面を借 り御礼 申 しあ
げます。
(岡 坂
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