
文覚沢事故報告書 

※文中、敬称は省略させていただいた。 

１． はじめに 

２０２０年１０月２６日、当会所属の長島孝幸が、玉川文覚（もんがく）沢を単独遡行中に事故に遭

遇した。地元救助隊のご尽力で同３０日に遭難者を発見、翌３１日にヘリにより搬送、長島の死亡が

確認された。単独事故であること、うかつに現場に近づけないこともあり、十分な検証はできないま

まであるが、判明している事実関係を整理し、報告書としてまとめておくことにする。事故の直接の

原因は不明であるが、報告書として残し、広く公開することで沢登りに関わる全ての方々の安全管理

の意識向上につながることを長島も望んでいると信じる。 

２． 謝辞 

捜索にご尽力いただいた、小国警察の方々、飯豊朝日山岳遭難対策委員会救助隊の方々、ヘリで搬送

していただいた救助隊の方々、小国町役場の方々、朝日町役場の方々、すべての方に感謝申し上げま

す。 

                 ２０２１年１２月        渓人「流」 代表、石田篤 

３． 経過報告 

  事故発生前後の経緯を坂部が時系列にまとめたので以下に記す。 

『飯豊 玉川湯沢文覚沢  事故記録』（日付は、すべて 2020 年） 

10/24 18:31 長島より 10/26-27 で文覚沢計画実施と連絡入る。 

10/25 14:17 石田にて計画承認。修正コメント（ルート名の間違い）付き。 

10/25 22:17 長島より修正連絡あり。 

10/27 下山連絡サイボウズになし。 

10/28 06:12 石田より会メンバーに長島より下山連絡受けていないか問い合わせあり。 

10/28 正午頃 石田より長島の携帯に Tel するが、自宅に転送されてしまい通じず。 

10/28 18:31 石田より相変わらず長島から連絡がなく、明日 10/29 朝の状況で警察に連絡するか判断

する連絡あり。 

10/28 19:53 牛久が飯豊山荘に Tel、確認を試みるが電話通じず。 

10/28 20:12 牛久が飯豊山荘に再度 Tel、確認を試みるが電話通じず。 

  



10/28 20:15－20:24 石田より以下の遭難対策準備に入る旨会員に連絡あり。 

（明日 10/29 8 時まで各自待機指示あり） 

会員各位 

現時点、長島さんから下山連絡がありません。下山予定から２４時間以上経過しているため、遭難を想定

した行動をお願いします。 

明朝８時までに連絡が取れない場合は、以下の遭難対策を実施します。 

１．石田から警察に連絡します。警察から指示があれば展開します。 

２．連絡は LINE の一斉通信でお願いします。緊急連絡メールは、万が一の時のために通常連絡では使用し

ないでください。 

３．遭難対策本部はわたくしの電話とします。 

４．現地に向かえる方は現地に向かってください。ただし必ず遭難対策本部に連絡してからにしてくださ

い。また、装備を持参してください。トランシーバー持ってる人は忘れずに。 

５．現地本部は飯豊山荘に設置する予定です。 

６．文覚沢は中上級の沢です。独断での捜索は禁止します。 

取り急ぎ連絡です。念のためですが明朝８時に最終判断しますので、それまでは待機です。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10/29 06:54 石田より以下の連絡あり。 

石田です。 

現時点、連絡はありません。電話もつながりません。 

今後の予定は以下の通りとします。 

・８時時点で連絡がない場合、石田から小国警察に電話連絡する。 

・警察からの連携事項を LINE で会員に共有します。その時点で会としては遭難対策活動に入ります。 

・現地に向かえる人は、LINE で連絡取り合って、現地に向かってください。拠点は、飯豊山荘を仮決めし

ておきます。 

・石田が現地に向かえるのは明日の夜か土曜日になります。このため現地に先着した方は、現地対応お願

いします。 

〇現地対応 

 ・警察対応 

 ・周辺捜索（車両確認、沢の状態確認、山荘他への問い合わせ） 

 ・その他 

・長島さんの実家連絡先、山形での住所、山形での勤務先等ご存知の方がいれば、この掲示板に書き出し

ておいてください。＞鎌田より情報提供あり 

・会計古巻さんは、遭難対策費を持参してもらいたいのですが、たぶん私がいないと引き出せないと思い

ますので、現地に向かう人は現金は余分に所持していってください。 



10/29 08:18 石田より小国警察署に連絡したとの報告あり。警察は車両確認に向かう。 

この時点で、現地に向かうのは 

山崎：10/29AM 出発、15:00 現地着予定 

石田：10/30 夜か 10/31 出発 

高森：10/30 朝現地着 

古巻：10/29PM 出発で調整＞10/30AM 出発 

伊藤：10/29 出発で調整＞10/30AM 出発 

牛久：10/29 午後出発で調整 

鎌田：10/30 夕方以降出発＞お父様救急搬送により現地向かえず。 

坂部：東京で待機 

井谷：10/30 夜現地到着 

 

10/29 08:55 山崎、小国警察伊藤氏に地形図（水線入）を Fax 

10/29 10:34 山崎、小国警察に全域危険と説明。取りあえずヘリ捜索するとのこと。 

10/29 10:45 坂部より会員に文覚沢遡行記録情報を提供。危険個所は入渓点から上部までの模様。 

10/29 11:58 長島の車は飯豊山荘付近にあったと警察から連絡入る。 

10/29 16:30 山崎、警察署に出頭、警察の伊藤氏に説明。 

10/29 17:00 長島の顔写真用意 

10/29 17:37 坂部、会員名簿を小国警察署地域課さとう氏に Fax 

10/29 18:18 山崎、警察での話完了。本日の捜索では発見できず。捜索には雪山装備も必要とのコメン

トあり。小国山岳会・NPO 飯豊朝日を愛する会・飯豊朝日山岳遭難対策委員会救助隊の渡部政信氏 (43

歳)を紹介されました。救助隊の 2 名が明日入渓してくれるそうです。（沢経験のある方ということです。）

救助隊のメンバーと警察は梶川尾根を登りながら沢筋を目視確認、門内小屋を確認をして、稜線を歩き丸

森尾根を下山する班と、丸森尾根を登り下降できそうな場所を探しながら沢筋の確認をする班で捜索を行

う事としました。我々は明日は参加しないで欲しいとのことです。明日の pm1:00 に警察が午前の状況を

電話で伝えてくれるので、電波の有るところにいてほしいとのこと。救助隊の渡部氏は、源頭から下降し

て捜索する方法も模索してくれましたが、危険を伴うということで採択せず。 

10/29 19:00 牛久、合流 

10/29 20:08 宗像より坂部へ問い合わせあり。状況連絡、計画書提供。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10/30 05:30 飯豊山荘登山口に捜索隊集合 

小国署員 3 名、救助隊 4 名、小国町役場職員 3 名、民宿奥川入荘主人、山崎・牛久 

10/30 06:00 捜索隊は小国署 3 名および救助隊 2 名の梶川登山道ルート班と救助隊 2 名の丸森登山道

ルート班の 2 班で編成し、両岸尾根から捜索に入る（丸森班は下降点を探しながら登る）。天気が小雨（上

部は雪に変わっていると推定）で、ヘリ捜索は本日出来ず。 



捜索隊出発後、山崎・牛久は小国の道の駅にて待機。 

 

 

10/30 08:30 牛久、捜索隊の無線傍受のため飯豊山荘へ移動。 

10/30 10:30 牛久＞山崎＞捜索状況連絡あり（無線傍受） 

捜索隊のアマチュア無線を飯豊山荘付近で傍受中の牛久が、宿の電話を借りて(au の電波無し)山崎の携

帯へ現況報告。 

・丸森登山道ルート班 捜索員(救助隊の沢経験者２名) 9:50 霰(アラレ) 視界 100m 積雪 5cm 

視界が悪く足元は積雪と落ち葉でペースが上がらない。丸森峰まで行き戻る。可能なら途中から沢まで

降りて探って来る。（沢上部は雪があり目視が有効でないため雪が無い中流域を確認する） 

・梶川登山道ルート班  救助隊 2 名、警察 3 名 ゲートの沢に架かる橋の東詰が出合の登山道から梶

川峰ｰ門内小屋ｰ地神山~丸森登山道下降=16 時帰還予定 尾根筋から見える範囲内を探す。 

10/30 10:45 丸森登山道ルート班の 2 名が 1100ｍ付近から文覚沢に向かい下降開始。 

10/30 10:45 高森、合流（道の駅おぐに到着）。 

10/30 11:00 山崎から小国署に問い合わせ。長島の携帯電波から位置情報とれないのか？長島の携帯

は電源が入っていないため位置情報とれない、との回答。 

10/30 11:19 石田から丸山に連絡 （この時点では丸山は会員ではないため個別に連絡した。） 

10/30 11:25 堀尾から石田に連絡あり。夜に合流するとのこと。 

10/30 11:56 高森、山崎、役場担当者に挨拶。 

10/30 14:30 長島のお母様現地入り。山崎が警察署で対面（16:00 頃まで）。 

10/30 14:30 高森、牛久と合流（飯豊山荘到着）。 

10/30 14:35 山崎、小国署に向かう（署より要請）。 

10/30 14:35 伊藤、合流（道の駅おぐに到着）。 

10/30 14:45 文覚沢上空にヘリ飛来。850m 上空あたりでホバリング。15:05 ヘリ帰還。 

10/30 15:20 山崎、小国署にて捜索隊から送信された写真を見て長島と確認。 

10/30 16:15 丸森登山道ルート班の吉田副隊長が下山。「1100m から文覚沢に向かい下降し、途中の

テラスから沢筋に赤いザックと人らしき物を発見した。梶川登山道ルート隊も合流し一緒に下山してくる」



との話を聞く。 

なお、発見現場では携帯電話が使えたため 11:00 頃から無線の使用は無かった。 

10/30 17:30 捜索隊最終の 2 人下山。お礼を伝えて高森、牛久は道の駅おぐにへ移動。 

※補足：30 日の捜索隊は警察 3 名、救助隊 4 名。丸森尾根班は救助隊の沢班２名で登山道 1100m 付近か

ら左岸の灌木帯を 999ｍ付近まで下降して沢床まで標高差 70~90m 位のテラスで小休止。双眼鏡で沢を

見下ろすと 100m 程離れたゴーロ帯の小さな溜まりにザックらしき物を偶然発見する。この時に撮影され

た写真を山崎が確認したことになる。梶川尾根班は警察 3 名救助隊 2 名の計 5 名で門内小屋に立ち寄っ

て、時計回りで丸森尾根道を下降して、丸森尾根班 2 名と合流。合計７名のうち伝令が先に下山。 

10/30 19:00 古巻合流（道の駅おぐに着） 

10/30 夜 井谷、堀尾合流予定（長島発見の報を受け、堀尾は引き返す。） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→（高森追記）長島発見時の状況については、牛久と高森が一番最初に下りてきた捜索隊の人から聞いた

状況（滝壺の端にいる）と山崎が写真を見ての状況説明（ゴーロ帯の小さな溜まり）と食い違いがあるの

で、後日、警察・発見者の方からの聞き取りが必要かと思います。） 

→（石田追記）直接救助隊の方から確認はできていないので、詳細は不明。ただし後述するようにおそら

くゴーロ帯ではなく連瀑帯の途中であったと推察する。 

10/31 未明 丸山合流（道の駅おぐに着） 

10/31 05:30 石田合流（道の駅おぐに着）＊現地集合予定の 8 名が揃う。 

10/31 06:30 道の駅から飯豊山荘に向け出発 伊藤、牛久 2 台（山荘着 07:05） 

天候は良好 

10/31 07:55 県警ヘリ飛来、収容隊員降下、08:10 にヘリ帰還。 

10/31 08:35 県警ヘリ再来したが収容にはいたらず 08:45 にヘリ帰還。 

（この時、我々は長島を収容できたものと思い、道の駅へ向かおうとしたが、途中、旧小玉川小中学校に

県警のヘリが待機しているのを見つけ、まだ収容できていないことを聞く）。以後、旧小玉川小中学校にて

待機。（この間ヘリは少し燃料を補給する。） 

10/31 09:30 県警ヘリ出発 長島の収容に成功したものの燃料不足のため一旦米沢空港に行き、給油

後旧小玉川小中学校へ帰還することになった。 

10/31 11:50 県警ヘリ旧小玉川小中学校に帰還、長島は県警車両で小国署へ搬送。我々も後を追う。 

10/31 12:20 小国署到着、警察でお礼を伝える。長島には会えず。 

10/31 12:30 宗像合流（小国署着） 

10/31 13:00 検視後、お母様が本人確認をされるので、我々には解散要請があり。道の駅おぐにへ移動 

10/31 14:30 解散 今後の対応は石田から連絡する、とした。 

  



＜石田追記＞ 

10/31 小国警察では、詳細は後日警察まで問い合わせるように指示があった。 

11/2 13:16 小国警察から石田に電話があった。 

   ・警察としての捜査は終了した。 

   ・ご遺体は、葬儀業者にお渡しした。 

   ・ご遺体の状態は全身骨折で、現場はかなり険しい場所で滑落したと想定される。 

   ・捜索に協力いただいた救助隊の方々への謝礼は不要である。 

   ・発見したのは、捜索隊清水隊員で登山道から沢側に 100ｍほど下降し 999ｍ付近のテラスから双

眼鏡で確認した。 

11/2 山崎が警察に電話でいくつか追加で確認した。 

   ・ザックは回収していない。 

   ・死因は警察からは教えられない。 

11/3 山崎が、長島のお母さまと連絡が取れたとのことで、石田から電話をかけて、お母さま、弟さまか

らお話を聞いた。 

   ・葬儀は、11/2 に親族だけですませた。 

   ・当日の遡行メモは残っているので、落ち着いたら拝見させていただくことにした。 

   ・死因は滑落時の頸椎骨折によるもの。水に浮いた状態ではあったが肺に水は溜まっておらず即死

であったと考えられる。 

＜救助隊の方々からの情報＞ 

※10/29~10/30 の救助隊の方々の行動の情報をご提供いただいたのでここに記しておく。 

10/29  

08:40 小国警察署より飯豊連峰文覚沢で遭難事案（下山遅れ）が発生したと、渡部政信に一報が入る 

    小国警察署には具体的な情報収集、車両の確認、必要なら打ち合わせを行うので役場を 

通して調整すると指示する 

08:46 渡部政信より救助隊 LINE に遭難事案（下山遅れ）発生と、出動に備えて隊員の確保を指示 

10:00 小国警察署で対策打ち合わせ 

    横山副隊長、警察 2 名で先行して湯沢ゲートから文覚沢に無理のない場所まで入るように指示。 

12:00 渡部政信、斎藤中央班長、井上、三島の救助隊 4 名で警察署集合して丸森尾根を登り双眼鏡で 

文覚沢を目視確認しながら登る。 

16:00 1160ⅿ付近で日没も近くなり目視できなくなってきたので下山開始 

    途中救助隊 LINE で明日の人選を行う 

17:00 頃 下山 

17:38 救助隊 LINE で明日の捜索方針を連絡 

    ・渡部政信、直木隊員、警察 3 名は梶川尾根を登り、文覚沢を目視確認。門内小屋を確認して 



     丸森尾根を下山。登山道上にいる可能性を排除する 

    ・吉田副隊長、清水隊員は丸森尾根を登り、下降できそうなポイントを探して下降できれば 

     沢に入る。状況は 2 人の現地判断に委ねる。 

10/30 

05:30 湯沢ゲート集合、捜索開始 

11:42 清水隊員より渡部に発見の LINE  救助隊 LINE に転送 

    現在地 999ⅿ、詳細な画像が送られてくる 

    吉田副隊長、清水隊員で下降点を探すが場所が悪いと連絡がある 

12:46 井上隊員に画像を印刷して警察署に届けるように指示 

12:53 梶川尾根班は扇の地紙から丸森尾根を下山すると警察、救助隊 LINE に連絡 

14:00 頃 梶川尾根班と丸森尾根班が合流 現場目視確認 

14:15 県警ヘリが山形空港をフライト 

14:40 上空を旋回 現場は霰が降ってきて風も出てきた 

15:05 県警ヘリが撤収 救助隊、警察も下山開始 吉田副隊長は用事があるとの事なので一足先に下山 

17:30 警察の最後尾が下山完了 

４． 事故状況（想定） 

単独事故であるため、事故発生状況は不明である。したがって長島が遺した遡行メモ、遭難現場の写

真を確認した会員および警察から聞き取れた情報を整理しておく。 

長島の残した遡行メモでは、標高 700ｍ付近の連瀑帯をまとめて左岸から巻いており、遡行メモはそ

こで終わっている。他会（峡彩山岳会）の記録によると、この付近は雪渓を避けて右岸を巻いて「ふ

んすい沢」から沢に戻っている。同山岳会の記録によると、このあと 900ｍ付近から上にかなり厳し

い連瀑帯がある。捜索隊は、1100ｍ付近から沢側に 100ｍほど下降したところにあるテラス（999m

付近）から、沢を双眼鏡で確認したときに発見している。地形図から、その場所で沢を確認すれば、

おそらく文覚沢が左に曲がるあたりが見えたのではないかと推察できる。標高にすると 900ｍを越え

たあたり。おそらくこの連瀑帯が事故現場であろう。連瀑帯の高巻きの途中で滑落したものと思われ

る。警察の話では、最初に救助隊員をヘリからおろした場所は、身動きが取れずに、再度ヘリで移動

していることからもかなり険しい連瀑帯であったと思われる。 

５． 原因分析 

おそらく現場検証をすれば少しは原因が分かったかもしれないが、うかつに近づける場所ではない。

我々はリスクを許容範囲内に収めるようにして遡行を完成させていくが、おそらく想定外の何かがお

こったのだ。それでも同行者がいれば、結果は違っていたであろう。少なくとも事故の原因は特定で

きただろう。以下に想定した原因分析を記す。 

① 計画の妥当性 

文覚沢に関しては、いくつかの記録が残っている。文末に参考として記しておく。多くは雪渓処



理に難渋しているように、通年雪渓が残る沢のようである。一方で雪渓を利用することにより登

れる沢ともいえる。しかし、この年は前年の少雪のため、雪渓は残っておらず、険悪なゴルジュ

が全容を見せていたと考えられる。ゆえに、沢のレベルは上級であったと考えるが、飯豊の厳し

い沢の遡下降を続けてきた長島にとって、オーバースペックの沢ではない。 

② 準備面 

長島はこの年の夏に会社を早期退職し、山形に移住している。農業実習生として新しい生活が始

まったばかりであった。また、新型コロナの影響で、通年であれば毎週のように飯豊の沢に入っ

ていたが、この年は文覚沢の前に飯豊の沢には２回入っただけであった。長島自身も、この年は

飯豊の大きな沢に入るには準備不足であると認識していた。準備不足であるがゆえに、工程の短

い文覚沢を選んだように思える。 

③ 結論として 

雪渓が残っていないことは本人はわかっていたと思う。リスクに対する感覚が鈍っていたとは思

えないが、事故が起こったということはリスクを過小評価してしまったということに他ならない。 

多くの事故は、想定できることを想定していないがために起こる。しかし、長島がそのような初

歩的なミスを犯すはずはないが、この事故から我々が思い知ることは、想定外のことが起こると

重大な結果を引き起こすということである。 

６． 総括 

本文に示したように、事故の直接の原因は特定できないままである。しかし、単独山行が一因であっ

たことは否定のしようもない。もともとがマタギの活動から派生したと考えられる沢登りは、単独に

対してあまり否定的ではない。ただし、山岳会としては遡行レベルの高い沢においての単独山行は安

全管理の面からも熟慮する必要がある。長島も本来は単独志向ではなかった。ただ、飯豊の沢に高い

モチベーションを持っており、メンバーが集まらずにどうしても単独が多くなっていたことは事実だ。

その点を心配した、沢登りの恩師が山形在住の沢屋の方を紹介して一緒に遡行するように勧めていた

矢先の出来事であった。 

 

また、警察への通報が遅れたことは反省の一つである。これは、長島が遭難するはずがない。ただの

下山遅延だろう。警察に通報して大騒ぎにする必要はないと判断したからだ。しかし、瀕死の状態で

救助を待っているとしたら、素早い行動が必要になる。結果、ただの下山遅延であればそれはそれで

よい。警察や救助隊の方々にはご迷惑をおかけすることになるが、そこは躊躇すべきではなかったと

反省している。もちろん安易な救助要請は厳に慎むべきであることは言うまでもない。 

７． 最後に 

一周忌をまち、慰霊のために有志で丸森尾根を歩いてきた。1000ｍ付近から登山道を離れて文覚沢が

望める場所まで藪を分け入り、事故現場と思われる場所を見ながら焼香をした。もしかしたら現場に

置き去りにした赤いザックが見つからないかと期待したが、見つけることはかなわなかった。 



参考 

＜文覚沢 過去の遡行記録調査＞ 

1974/08：わらじの仲間遡行 

1982/08：わらじの仲間遡行、年報 6 号に記録 

1997/07：わらじの仲間遡行 

2000/07/29-30：わらじの仲間 宮内、酒井、矢本 下部の滝は何れも登れず巻き、上部は雪渓歩き 

2003/08/02-03：トマの風 手嶋、佐貫、棚橋、古野 中退している。 

2004/09/25-26：トマの風 手嶋、棚橋、矢野、古野 中退している。 

2013/10/07-08：峡彩山岳会 Tomaru、Futta、下部の滝を三つ巻き、続く 50m 4 段を右岸取りつき中

間リッジを登って越える。続く滝も登れず右岸をブッシュから上にどんどん追い上げられ巻いてふんすい

沢に懸垂で降りる。文覚沢本流は雪渓がかかるのでうかつに降りれず、そのまま高巻き継続。ロープを引

いて嫌らしい草付きを気休めの草を束ねた支点を取って再度ブッシュまで。ブッシュに入って文覚沢右岸

を 1 時間 30 分藪漕ぎ、雪渓が切れたところを強引に懸垂 3 ピッチで川床に下降しビバーク。翌日も巻き

中心で遡行、上部は雪渓歩き。 

飯豊朝日連峰の登山者情報に記載された記事 

http://www.iideasahi.jp/2190.html 

  

http://www.iideasahi.jp/2190.html


＜長島が遺した遡行メモ＞ 

 

＜事故現場（想定）＞ 

 

想定される事故現場 

捜索隊が下降したと思われるルート 


