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１．はじめに 
 
 ４月２５日１１時前に職場で執務中、事務所の荻原より私の携帯電話に連絡が入った。川苔山に向かっていた

小原と田中が奥多摩本仁田山の安寺沢で、落雷にあったとのこと。小原の状態はかなり悪そうだとのこと。その

後の連絡で、雨宮、穂苅が現地へ向かうとのことで、こちらは連絡を待つことにする。夕刻小原死亡の連絡を受け、

田中の入院した病院へ直行した。 
 
 その後の経緯に関しては“事務所記録”参照。会員が被雷したのは雲稜会では初めてのことである。今回は、事

前に雷の予報が出ていたとのことであるが、被雷した場所は灌木のある尾根筋で、実際に現場を見ても“こんなと

ころで？”と、信じられないような場所であった。田中が雷鳴を聞いていないことから、事前に近くで落雷があった

訳でもなく、その一帯での最初の落雷を受けたようだ。 
 
 事故現場では居合わせた登山者（ルブラスさん親子）が人工呼吸を含む懸命の救命行動と、連絡のサポートを

行ってくれた。また奥多摩警察の山岳救助隊の方々とそして消防庁立川航空隊のヘリコプターとの連係プレーに

よる迅速な救出行動が行われた。関係者の方々にお礼申し上げる次第である。 
 極めてまれな山岳遭難事故の報告として、事実を正確に述べ今後の対策に生かしてゆければと考えている。 
                                                     代表  滝本 健 
 
 
２．事故報告 
２．１ 行動計画 
  平成１８年４月２５日（火） 安寺沢～本仁田山～川苔山～鳩ノ巣 
メンバー  Ｌ小原和晴、田中瑠璃子 
  ＊山行目的：５月に予定されていた鹿島槍ヶ岳での春合宿に備えての足慣らし山行 
 
２．２ 概 要 
（１）経緯（奥多摩交番の記録より） 
 平成１８年４月２５日 
 10:45 大休場尾根上の標高 920m地点で落雷事故発生。小原は動かず。田中は大腿部負傷の模様。 
 11:50 山岳救助隊現地到着。救助活動開始。この日は本仁田山登山口の安寺沢から大ダワに向かって敷 
    設されたモノレールの運転講習会が開催されており、関係者が一同に揃っていて、さっそくモノ 
    レールを使って素早く救助活動に入れたとのこと。 
 12:35 小原を消防庁立川航空隊のヘリコプターに吊り上げ開始。 
 12:53 小原をヘリで搬送。 
 13:01 田中をヘリにて吊り上げ、搬送。両名共に立川の災害医療センターへ収容。 
 14:20 小原の死亡確認が医師によってなされた。 
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＝経緯補足＝（詳細は金副隊長の文章および通信記録参照） 
 10:30～10：40の間に被雷し、田中は数分間気を失っていた可能性がある。 
     （東京電力の記録によると、その日の最初の落雷は 10:33で位置もこの事故現場と一致している。また田

中が雷鳴を聞いていないことから、最初の落雷で被災したものと思われる） 
 10:45 田中より会事務所に携帯電話で連絡が入る（小原は意識なく、田中も動けないとのこと）。 
     事務所からは、田中が直接 119 番に連絡するように伝え、一方、雨宮を通じ、奥多摩警察署山岳救助隊

の金副隊長に救助の要請を行う。  
     ルブラス氏は被災した２人よりも先行していたが、落雷と降雹により、下山してきたところで、２人の被災現

場に通りかかり、その後救助活動に尽力していただいた。 
 11:50 山岳救助隊が到着すると間もなく消防庁のヘリコプターが到着し、救助隊により、発煙筒による合図、救

助のための樹木の伐採などが行われ、警察と消防の連係プレーにより迅速な救助作業が行われた。 
 
（２）被災状況 
 小原：雷は頭から入り、両足の裏に抜けたとのこと。田中は大腿部から脚の表面を電流が流れた模様。 
警察の調べでは、小原は直撃された模様とのことだが、その後当会で詳細に現場を調べたところ、裂け目の入っ

た樹木を発見したため、樹木からの側撃雷の可能性が高いと判断している。 
 
 
３． 事後の経緯 
３．１ 病院 
  小原、田中共に、消防署のヘリコプターで尾根からピックアップされ、小原、田中の順で立川の災害医療センタ

ーにピストン輸送された。小原は病院で死亡が確認され、青梅警察署に移送された。一方田中は一旦はＩＣＵ（集

中治療室）に入ったが、数日後一般病棟に移り、４／３１には退院した。退院後は一度診察を受けることになった

が、特に通院治療は必要のない状態とのこと。 
 
３．２ 葬儀 
  ４／２８に通夜が、そして ４／２９に告別式が行われた。 

     喪主：小原富子（夫人）    式場：武蔵野市八幡町１－１－２ 延命寺 tel 0422-51-8377 

     通夜  4/28（金）18:00～  

     告別式 4/29（土）11:00～ 
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４． 当日の状況 
  前夜から雷雨注意報が発令されており、雷雲が発生しやすい状況であった。 
  雷雲と落雷の状況については巻末の参考図を参照のこと。 
 
 
  当時の東京電力の記録によると、最初の落雷は 
１０：３３に記録されている。田中が雷鳴を聞いて 
いないことと、位置的にもこの最初の落雷に被雷 
したものと思われる。 
 
  また、この落雷は雲間雷と観測されているが、雲間雷と 
  対地雷の区別は、複数のレーダー観測により落雷の角度 
  から判断したもので、山中への落雷のために雷雲から 
  浅い角度で落雷したものと思われる。右図に雷電流の 
予想経路を示す。 

 
 
 
 
 
 
 以下は同年５月１４日の追悼山行の際の写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 被雷予想図 

 

被災現場（2006年 5月 14日） 
救出作業のために伐採された樹木が写っている 

 焦げてはいないが、大きな裂け目のある樹木 
 この木に落雷したものと推察される 
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５． 落雷を避けるために 
 山中で雷雲が接近してきた場合には、避けようがないケースが多いが、一般的知識として以下のようなことは知

っておくべきである。 
  
 （１）避難する場所 
   ☆車、建物があれば、その中にはいるのが最も安全 
   ☆樹木がある場合には、樹木から４ｍ程度は離れ 
    一番上から４５度で囲まれる範囲が比較的安全と 
    されている。 
   ☆地面には伏せないで、身をかがめてしゃがむのが 
    良いと言われている（地面に伏せた場合には、落雷 
    の際に地表面を流れる電流が身体を流れる恐れが 
    ある）。 
   ☆金属や携帯電話が雷を誘雷するという説もあるが、 
    最近の実験結果では無関係と言われている。 
 
 
 （２）雷警報 
   ☆事前に雷注意報が発令されている場合には山行を中止した方がよい。 
    各種天気予報の他にもインターネットでは、東京電力のサイト（以下参照）で情報を得ることが出来る。 
     http://thunder.tepco.co.jp/ 
   ☆出発後は電話で東京電力の雷情報音声サービスを受けることが出来る。 
     ０３－４２１６－０１７８ 
 
６．総括 

今回の事故は避けられなかったのだろうか？この事故の後、同じ年の８月、剱沢定着の夏合宿の際に、雷

鳥平から剱御前小屋に向かう途中の尾根で雷雲に接近されるという経験をした。一天にわかにかき曇り、雷

鳴が近づいてきて、雹が降ってきて、そのうちに雨となった。この時は正直言って生きた心地がしなかった。４

月の事故が頭をよぎるが、避難しようにも、周りには樹木も小屋もない。しゃがみ込んで、なすすべもなく雷雲

が遠ざかるのを待つしかなかった。 
 本仁田山でも雷鳴を聞いて、しゃがみ込んでいれば、ひょっとしたら今回のような即撃を受けずに済んだか

もしれない。しかし、今回は雷鳴を聞く間もなく最初の落雷で被災したようである。 
 前日の予報では、雷雲が発生するとの予報が出ていたそうである。慎重策を取るならば、奥多摩への山行

を取りやめるべきであったかもしれない。しかし、現実問題として、そのような判断はなかなか困難である。山

行を中止して、その後天候に問題がなかったときの後悔も大きなものがある。 
 今回の山行の判断に関しては、小原を責めることは出来ないと思う。一方で再発防止を考えるならば、雷警

報が発令されたときには山行を中止するべしという他はない。直前の情報、あるいは山行中にも携帯電話な

どで雷情報を収集することが必要である。 
                                                       滝本 健 
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７．参考資料 

 
（１） 雷撃死                       Ｈ１８．５．２７ 金邦夫(青梅警察署山岳救助隊副隊長)  
 
 爽やかな5月になったのに、奥多摩にフジが咲かない。早い年だと 4月の半ばから咲き始めるフジを、私は毎年
楽しみにしているのだが、今年の多摩地域はどこも花付きが悪いそうだ。氷川の昭和橋の南詰めに、背の高いモ

ミの木に絡んでスラリと優雅に咲き、私が「貴婦人」と呼んでいるフジも、ひとつも花を付けていない。新聞などによ

ると、フジは前年の夏に芽ができはじめるため、その時期の気象条件に左右されるという。昨年 6月に雨が少なく、
6、7月の気温が低かったから花芽が育たなかったのではないかと専門家はみている。 
 
 奥多摩ではその年にダメだったものを「チガイ」と表現する。「今年はジャガ芋がチガイだった」とか、「柚子がチガ

イだ」とか話す。その方言をかりるなら今年はフジの花がチガイなのだろう。いつもの年だと多摩川の両岸の新緑

の中に咲くフジが見事なのだが、車で青梅街道を走っていても、川沿いに全くフジの紫が見えない。それに代って

キリの花のくすんだ紫が目立つ。今年はキリの花が当たり年なのだろうか。 
 
 小河内ダムまで遡って、やっとフジの花に出会えた。奥多摩湖の湖畔にあるフジは新緑の中できれいに咲いて

いる。豊富なダムの水や水蒸気が、近くにある植物にも恵みの湿り気を与えているのかもしれない。今年の春先

は、全国で山岳遭難が相次ぎ、マスコミを賑わわした、谷川岳でも八ケ岳でも、北アルプスでも、雪崩や転落、凍

死などで、多くの死者を出した。例年より残雪が多く、気象の変化が激しかったから、急変する春山の天候に対応

ができなかったものだろう。それにしても相変わらず中高年遭難の多い事が痛ましい。 
 
 4 月 25 日、奥多摩は朝のうち爽やかな日差しがあったのだが、午前 10 時過ぎから突如雨が降りだし、稲妻が
光り雷雨となった。バケツをひっくり返したと表現するような大雨である。傾斜のある奥多摩交番前の道路を、雨水

が川のようになって流れた。しかしそれも長くは続かず、30 分もすると雨は止んだ。寒冷前線が通過してしまった
のだろう。 
 
 午前10時40分ころ、山スキーガイドの雨宮節さんから、山岳救助隊本部の奥多摩交番にいた私の所に電話が
入った。雨宮さんはヒマラヤ黄金時代といわれた初登頂争いが終わって、より困難な尾根や壁から頂上にアタック

するヒマラヤ鉄の時代になって活躍した登山家である。バリエーションルートから、マナスル、ダウラギリ本峰、サ

ウスピラー、アンナプルナなどに「イエテイ同人」隊長として挑み、「山学同志会」の故小西政嗣さんなどとヒマラヤ

鉄の時代に足跡を残した。そして還暦を過ぎてもチョ・オユー、エベレストなどの 8000 メートル峰に挑戦し続けて
いる。 
 
私とは、雨宮さんが「山幸」という登山用品の店をやっていた 20数年前から、親しくお付き合いさせてもらってい
る。その雨宮さんから突然の電話は遭難事故の連絡であった。「いま雲稜会の小原が、本仁田山で雷にやられた。

こちらからも向かうが山岳救助隊にすぐ出動してもらいたい。」というものだった。場所は安寺沢から登る大休場尾

根で、1時間ほど登ったところだという。雨宮さんと電話で話しているときに、通信指令本部からも山岳事故発生の
指令が入った。私は雨宮さんに「いまからすぐに出動します。」と言って電話を切り、山岳救助隊の召集をかけた。 
 
 私も雲稜会の小原さん(66 歳)とは 5 年ほど前、「東京雲稜会」創立 50 周年記念パーティでお会いしたことがあ
る。通信指令本部から聞き取った通報者の携帯電話番号をプッシュした。男性が電話に出た。様子を聞いたとこ

ろ、通報者は遭難者の同行者ではなく、たまたま近くにいた男性登山者であった。私は「雷に何人やられています

か。」と聞いたところ「男性と女性の二人が倒れています。」と言う。「意識はありますか。」と聞くと「男性は呼吸して
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いませんが、女性は足をやられているだけで意識はあります。」と言う。 
 
 私は「心臓マッサージはできますか。」と通報者に聞くと、「できません。」と言った。私は「すぐ向かいますから人

工呼吸を続けていて下さい。」と言って電話を切った。私は山支度をしながら、今日は週休で近くの白妙橋岩場で

フリークライミングをやっている、W隊員と S隊員に電話を掛け、すぐ遭難現場に向かうよう指示した。 
 
 本仁田山はどこから登っても急な山だ。北側の大ダワ周辺は、増えすぎたシカの食害が進み、山肌が砂漠化す

る現象が激しいため、町は安寺沢から大ダワまで、荷物および人員搬送用のモノレールを架け、シカ被害防護に

乗り出した。 そのモノレール運転者講習会が今日、安寺沢で行なわれており、山岳救助隊員のＩ小隊長なども参

加しているはずである。そのモノレールが使えれば遭難者の搬送は容易だ。  
 
 午前 11 時 05 分、私は集まった者だけで出発した。安寺沢には消防の救助隊が先着していた。モノレールは 2
台あるが 1台に 5名しか乗られない。スピードも人が歩く早さか、むしろ遅いくらいだ。ただ使用したのとしないのと
では到着してからの体力消耗度が違う。「よし行くぞ。」私は S 隊員に運転させモノレールの先頭車両に乗り込ん
だ。消防の救助隊も乗り、乗れない者は徒歩で大休場尾根を登りはじめた。 
 
 途中体が冷えてきたと思ったら、山肌の所々に白く見えるのは大豆ほどの雹が残っているものであった。下は大

雨であったが、この辺りでは激しい降雹があったものだろう。上空はガスッており、ヘリは無理だろうから、このモノ

レールで降ろすことになるだろう。約 30分ほど登り、モノレールが尾根に最も近づいた辺りで見当をつけて私はモ
ノレールから飛び降り、尾根に這い上がった。「おおーい」と声を掛けると、尾根の下の方から「おおーい」「おおー

い」と何人かの応答があった。 
 
 現場より少し登り過ぎたらしい。モノレールを止めさせ、私は大休場尾根に登り上げ、登山道を少し下った。徒歩

部隊が早く着いたらしい。100 メートルほど下ると N 隊員の姿が見えた。「現場はそこか。」と声を掛けると、「ここ
が現場です。」との答えが返ってきた。現場には被雷した小原さんがシートを掛けられ横たわり、消防の救助隊員

が心臓マッサージを施していた。「どんな具合だ。」と聞くと「心肺停止状態です。」という。傍に蹲って震えている女

性がいる。同行者の田中さん(52 歳)であった。田中さんは足が痛いといっているが、意識はしっかりしているとい
う。 近くにいた隊員に保温しておくように言って、一刻も早く降ろす算段を考える。 
 
 大勢の後続隊員も到着した。W 隊員が「登山道を 50 メートルほど下ったところのすぐ下にモノレールの線路が
通っている。」と言う。私も確認に下ってみた。ここまで降ろせばモノレールに乗せることは容易だ。ここまで降ろそ

うと再度現場に戻ると、消防のヘリが立川の航空隊基地を飛び立ち、いまこちらに向かっているという。 
 
 ヘリの方が早い。ここの尾根上は立ち木は多いが大木はない。吊り上げるにじゃまな木を何本か切れば、ここか

らヘリにピックアップ可能だろう。みんなで吊り上げ場所の整備に取り掛かる。10分もしないうちヘリの爆音が聞こ
えてきた。発煙筒を焚き場所を知らせる。ヘリは真上でホバリングし、担架を持った航空隊員が降下してきた。 先

ず重傷の小原さんを担架に移し替え、大型ヘリの風圧の中、下で誘導ロープを操作し、午後 0時 35分、小原さん
をピックアップし立川の災害医療センターに搬送した。30 分ほどして再びヘリが飛来、同行者の田中さんもピック
アップされ、同じ病院に搬送された。 
 
 ヘリを使った最も安全で、素早い救出ができた、あとは小原さんが何とか蘇生してくれることを祈るばかりだ。遅

れて本署の刑事課員が登って来て、実況検分が行なわれた。大休場尾根は、氷川から本仁田山(1225M)に直接
突き上げる急な尾根である。現場は標高 920 メートル付近で、所々に岩が露出した場所もある。巨樹と言われる 
ほどの大きな木はないが、尾根の右斜面は杉の植林帯であり、左斜面および尾根上はコナラなどの雑木が覆っ
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ている。 
 
 現場付近の樹木には焦げた跡や引き裂かれた跡などないことから、人体に直接落雷したものと思われた。しか

し小原さんが着ていた衣服にも、被雷した写真などで見るような焼け焦げた跡やボロボロに破れた跡なども見当

らなかった。検分が終わって、午後 2時 50分安寺沢に全員下山した。 
 
 奥多摩交番に本署の刑事課から連絡が入り、病院に運ばれた小原さんは医師により午後 2時 20分、死亡確認
がなされ、死因は「雷撃死」だという。一緒にいた田中さんも、側撃により火傷を負ったが命には別状がなく、一週

間ほどの入院となったという。 
 
 午後 3 時を過ぎて、奥多摩交番に雨宮さんが東京雲稜会の代表も務めた穂苅さんと、小原さんの奥さんを伴っ
て到着した。残念ながら小原さんは亡くなられたことを報告すると、三人は一様に肩を落としたが、小原さんの奥さ

んは丁重に救助活動に対する礼を述べられた.私は遭難現場に到着した時の小原さんの状況、ヘリにピックアッ
プし二入とも立川の災害医療センターに運んだこと、医師により小原さんの死亡確認がなされたことなどを三入に

説明した。 
 
 小原さんの奥さんにとって、突然の夫の死は衝撃以外のなにものでもないはずなのに、取り乱すこともなく、携

帯電話で知人に連絡をとっていた。登山家の妻であれば「いつかはこのような事もあるかもしれない」という覚悟

があったものだろうか。私が奥多摩に来て、落雷による遭難事故は初めてである。以前に長沢背稜の樹林帯で事

故があったと聞いたことはある。落雷事故は、北アルプスなどの岩山ばかりではなく、雷雲が発生すればどこでも

その危険があるということだ。 
 
 この雷は、寒冷前線の通過に伴って発生する界雷と呼ばれるものであろう。上空に寒気が入って、大気の状態

が不安定になったために積乱雲が発達し、雲の中では激しい上昇気流が起こり電気が発生、そして降雹、落雷と

なったものと思われる。当日、天気予報では「関東地方を寒冷前線が通過するから、各地で雷をともなった強い雨

が降る。」と報じていた。事実西多摩地区一帯で強い雷雨があり、八王子などでは直径 5 ミリほどの雹が叩きつけ
るように降り、見頃を迎えたサツキなどがうっすら白く化粧したという。 
 
 小原さんは最初の一発でやられたという。雨が降りだしたので同行者の田中さんが荷物を降ろして合羽を用意

していたとき、傍に立っていた小原さんに落ちたという。そして間近にいた田中さんも側撃を受けて倒れた。人間

の体は、約 60～70パーセントは電気を通しやすい水分でできている。尾根上には樹木もあったのだが、立ってい
た小原さん自らが避雷針の役割をしてしまったものだろう。 
 
 亡くなった小原さんは、伝統ある東京雲稜会の卓越したクライマーであった。昭和 41 年には都岳連隊の一員と
して、マナスルの頂上にも立った。また雨宮さん達とダウラギリ 1 峰にバリエ～ションルートから挑戦したり、還暦
を過ぎてからもチョモランマに挑戦するなど、常に前向きに山に情熱を賭けてきた登山家であった。 
 
 この遭難のすぐ後に発刊された登山誌「G 山想」に、小原さんの「中高年のチョモランマ挑戦記」が載っていた。
それには「遠征というものは同年代で気心の知れたメンバーで行かなければ楽しくはないし、中高年にとっては登

山そのものが無理だということがよく分かった。（中略）中高年には、それに合ったタクティクスを組むことが不可欠

であると思った。そんな遠征隊が組めれば是非もう一度挑戦したいものである」と結ばれていた。 
 そんな小原さんは軟弱者を拒否し続けるヒマラヤではなく、「心のふるさと」のような奥多摩に逝ってしまった。 

一合掌一 
※本稿は金さんの許可を得て、氏が奥多摩町のパンフレットに寄稿した文章から引用させて戴いた。 
  但し、原文では K、T と仮名で表現されていたものを小原、田中に置き換えた。 
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（２）通信記録 
１） 現地サポート隊記録 

メンバー：雨宮、穂苅、小原富子（小原夫人：以下小原富） 
10:50 雨宮→穂苅 tel。「小原・田中で本仁田山を経由して川苔山に向かう途中、本仁田山で落雷に遭い、小原  

は意識無し、田中は意識はしっかりしているが、脚をやられて動けない状態」とのこと。穂苅車で雨宮、小

原富の３名で現地へ向かうこととし、雨宮に青梅警察署山岳救助隊の金邦夫副隊長と小原富への連絡

を依頼する。 
11:00 ようやく穂苅から田中の携帯につながり「本仁田山の三分の二くらい登った所で落雷を受け、小原は意識

無く、田中も歩けない状態で、現在は下山してきた登山者１名が田中に付き添い、もう１名が連絡に下山 
中である。」とのこと。「会から３名が現地に向かうこと、地元救助隊が向かっているので安心して待つよ

う」伝える。 
11:05 穂苅→雨宮に tel。「用意でき次第出発するが、１２時くらいには迎えに行けそう」。折り返し雨宮より「金副

隊長と連絡がとれ、奥多摩交番に来るように。又小原（富）とは田無駅北口で待ち合わせた」とのこと。 
11:10 穂苅→事務所に tel。「雨宮、小原富、穂苅の３名で現地に向かう旨と、本部を設置し、関係者への連絡を

依頼。折り返し、第一報は田中より携帯電話があり、荻原の指示で 119番へ連絡したとのこと。本部として
関係者への連絡を始めた事」を知る。 

11:45 穂苅、中野を出発。 
12:20 雨宮宅着。田無へ向かう。 
12:50 小原富合流。 
15:05 新青梅街道～吉野街道を走り、途中で昼食を摂って奥多摩交番着。 
 ＝奥多摩交番で情報を得て、小原の死亡を知る。小原は立川までヘリコプターで運ばれ、死亡を確認さ

れ、青梅警察署に陸送されるとのこと＝ 
15:40 吉川より tel。事務所に詰めるよう頼む。 
15:55 奥多摩交番出発。 
16:35 青梅警察署着。小原到着までの間、青梅の葬儀社に小原の自宅迄の搬送を手配する。また（災害医療セ

ンター）の田中の所へは時間的に無理なので、事務所に tel し代わりの人を依頼する。 
17:50 小原と対面する。 
17:55 青梅市勝沼の葬儀社に状況を話し、すぐ来るように tel。この間青梅警察署より小原の荷物一式を小原富

が受け取り、田中の荷物と現金を穂苅が受け取る（現金、ザック、靴、ストックなど）。 
18:45 青梅警察署出発 
19:50 小原宅着。ご子息２名と吉川、河野の出迎えを受け、小原を自宅に安置する。明４月２６日は雨宮、穂苅と

もに都合が付かないため、雨宮より高須に tel し、葬儀段取りの相談に乗るよう依頼する。  
20:20 小原宅を辞す。吉川、河野を田無に送る。 
20:45 雨宮宅着 
20:58 事務所着。荻原に本部の状況を聴くと共に、こちらの状況を話し、田中の現金、荷物を預ける。 
21:30 穂苅、自宅着。 
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２） 事務所記録 
４／２５ 

10:45 「田中よりｔｅｌ「小原が雷で倒れた」とのこと。「１１９番に救助要請するよう」伝える 
10:50 雨宮に連絡。「穂苅と奥多摩警察金さんにもｔｅｌするよう」要請。田中に場所を聞く”安寺沢より本仁田山を目指 
      し、１０：１５大休み場を過ぎ、少し登ったところ。現場は雨とのこと” 

10:55 滝本、南にｔｅｌ 
11:00 吉川は連絡とれず 
11:05 穂苅より「雨宮と２人で、小原宅により奥さんも乗せて出発予定。奥多摩金さんとは連絡ついた。小原は心 
      停止。田中は両足動けない。病院への収容を考える。取り敢えず出発し、奥多摩交番へ行く」 

11:10 滝本よりｔｅｌ「南さん車出す用意ありとのこと」。南の出発は見合わせる。 
11:15 穂苅よりｔｅｌ。小原の状態を奥さんに知らせるとのこと。 
11:25 雨宮へ「小原と連絡ついた。金さんはすでに出発している。雨宮、「奥多摩交番へ出発する。着き次第連絡入  
      れる」事務所は今のところ、連絡のみでこの体勢でいく。 

11:25 河野は連絡つかず 
11:35 二宮に状況知らせる 
11:40 河野よりｔｅｌ。状況知らせる。 
11:43 藤に状況説明 
12:10 雨宮より「今より出発する。田無で小原夫人拾う。奥多摩の救助隊は１１：００頃出発している。田中主人に 
      はもう少し状況が判明してから連絡する」 

12:30 河野より、状況問い合わせ 
13:55 河野より、状況問い合わせ 
14:15 南より、状況問い合わせ 
14:55 吉川より、状況問い合わせ 
15:04 石橋より、状況問い合わせ 
15:20 雨宮より「小原は死亡。１３：００ヘリで立川の病院へ送った」 
15:25 滝本へ、現状報告。田中の連絡先問い合わせ 
15:28 南へ、現状報告 
15:30 河野へ、現状報告 
15:35 石橋へ、現状報告 
15:40 吉川よりｔｅｌ。現状報告。事務所に来るとのこと。 
15:43 二宮へ、現状報告 
15:45 藤へ、現状報告 
15:48 榎田よりｔｅｌ。現状報告 
15:50 滝本よりｔｅｌ。現場の位置問い合わせ 
15:55 雨宮に tel。雨宮「青梅警察にいく。病院はそこで分かると思うので、青梅より連絡する」 
16:05 雨宮より。病院は立川の国立災害医療センター。田中は入院の可能性。 
      病院ｔｅｌ ０４２－５２６－５５１１    田中瑠璃子 と田中夫の携帯電話の番号を確認 

16:10 病院にｔｅｌ。田中が入院していることを確認。 
16:15 滝本より。病院について問い合わせ 
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16:15 雨宮へ、田中病院に入院中の件教える。田中夫と病院で会うため、雨宮のｔｅｌＮｏ．聞く。 
16:20 悉知よりｔｅｌ。状況説明 
16:25 田中夫にｔｅｌ。今ロンドンにいるとのこと、娘が大阪より向かうとのこと。 
16:25 滝本より、「麻布十番をこれから出て、病院に向かうとのこと」雨宮と連絡を取るよう伝える。 
16:30 雨宮へ、田中夫と連絡した件伝える。 
16:45 滝本よりｔｅｌ。インターネットで事故の記事が出ているとのこと。 
16:55 二宮より、状況問い合わせ。吉川来る。 
17:20 秋山より。状況報告。 
17:25 鈴木博よりｔｅｌ。状況説明 
17:30 穂苅より。青梅警察より遺体を引き取り、小原の自宅に行く。 
17:55 石橋へ状況説明（吉川） 
18:00 小川へ状況説明（吉川） 
18:00 武藤へ状況説明（吉川） 
18:00 滝本にｔｅｌ「病院で娘さんとあって欲しい」「南も病院へ向かっているとのこと」 
18:05 二宮から状況連絡：秋山、鈴木博、悉知、岡本、榎田、内田誠、藤田、宇塚、大河内 
18:05 小池へ状況説明（吉川）。大川、高橋への連絡を依頼 
18:10 武藤へｔｅｌ（吉川）、川又、塚田への連絡を武藤の判断で依頼 
18:10 滝本より。「病院に着いたが、家族以外は面会できない病室に入っているので、入り口で娘さんを待つとのこ 

 と」 

18:15 鈴木忠にｔｅｌ。家族に伝言を依頼 
18:30 雨宮より、「これから遺体を青梅より自宅に運ぶ。１９：３０～１８：００頃着く見込み。」 
18:40 前田にｔｅｌ 
18:45 穂苅より「青梅警察を遺体が出発。自宅より事務所に行き、田中の荷物を持ってくる」 
18:55 橋本よりｔｅｌ。状況説明 
19:15 河野、吉川は小原宅へ向かう。藤、武藤は車で小原宅へ向かう。 
19:55 滝本より「病院で娘さんに会った。手続き後病室に入れれば状況を見てくる。その後に連絡を入れることに 
      なった」 

20:20 雨宮より。「小原宅に遺体が着いた。これから事務所に向かう」 
20:30 悉知より tel。現状説明 
20:50 穂苅来る 
21:00 吉川より tel 
21:05 滝本より、病院より。「娘さん、面会中」。病院にいるのは滝本の他、秋山、八木、鈴木忠、南。 
21:10 前田より状況問い合わせ 
21:15 穂苅帰宅 
21:20 滝本より「電流が足の表面を通ったようだ。足は動かせる。痛みが出てきたようである。これから娘さんを連 

れて事務所に向かう。 

21:23 雨宮へ。明日からの打合せ（小原葬儀）の件。 
21:25 高橋（寿）より tel。状況説明 
21:30 柏木より tel。状況説明 
21:32 穂苅へ。田中の状態説明 
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22:35 滝本、南、田中嬢来る。田中の状況を聞く。血液に異常が見られるようだ。火傷はたいしたことはない。 
 

４／２６ 

10:45 吉川より tel。葬儀の件問い合わせ。「未定と答える」 
11:05 小池より tel。葬儀の件問い合わせ。「未定と答える」 
11:40 前田より tel。葬儀の件問い合わせ。「未定と答える」 
11:45 木村（元会員）より tel。葬儀の件問い合わせ。「未定と答える」 
13:50 二宮より tel。葬儀の件問い合わせ。「未定と答える」 
14:35 高須来る。小原葬儀の件 
     喪主：小原富子      場所：武蔵野市八幡町１－１－２ 延命寺 tel 0422-51-8377 

     三鷹駅が最寄り駅。武蔵野中央公園の近く。五日市街道・５小入口を中央公園の方に入ったところ 

     通夜  4/28（金）18:00～      告別式 4/29（土）11:00～ 

15:20 橋本へ tel。葬儀の件 
17:00 吉川より葬儀の件問い合わせ。「集会にて発表と答える」 
17:30 橋本へ tel。葬儀日時訂正（間違えて教えたため）。生花発注済みの件も 
18:35 岡本より葬儀の件問い合わせ。「集会にて発表と答える」 
19:25 滝島へ葬儀の件連絡 
20:15 高橋より tel「ホームページ見たとのこと」 
４／２７ 

 高須と葬儀の手伝いなど打合せ。  田中リカさん香典を持ってくる。田中はたって歩けるがまだ痛いとのこと 

４／２８ 

 小原通夜 

４／２９ 

 小原告別式 

 滝本より tel。田中の状況問い合わせ 

４／３０ 

 滝本より tel。「田中、一般病棟に移った。明日退院予定と秋山にメールはいる。 今日見舞いに行くとのこと」 

16:50 滝本より tel。「見舞いに行った。明日退院。ほぼ直り通院不要。後日一度通院する予定。 
    右足の携帯に雷が落ち皮膚の下を通ったようだ。落雷の前に雷の音を聞いていなかったので、一発目が落ちた 

    ようだ」 
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 参考図  2006年４月２５日の雷雲と落雷の状況 
 
 図の記号の見方は以下の通り 
 
  上段：雷雲の状況 
（図の上の数字は時刻） 

   ■（赤）：強雷 
   ■（青）：弱雷 
 
  下段：落雷の状況 
（図の下の数字は時刻） 
  ○：雲間雷と観察されたもの 
  △：対地雷と観察されたもの 
 
  色 
   赤：現在時刻～１２分前 
   橙：１２～２４分前 
   黄：２４～３６分前 
   紫：３６～４８分前 
   青：４８～６０分前     
 

 


