
今後のガイド、旅行業界および

登山界に対する提言

隕
躙

塚

ガイドのスキルアップと

ガイド組織の見直し

「ツアー登山」という形態が普遍化 しつつある現

状を見たとき、最も急がれるのは、実情に合ったガ

イドの養成である。ツアー登山においては、ガイド

の存在がすべてであると言っても過言ではない。そ

のガイドのスキルアップに関して、社団法人日本山

岳ガイ ド協会 (以下、ガイ ド協会)を 中心にい くつ

か提案してみたい。

(1)ひ と口に「ガイ ド」と言っても玉石混清で、プ

ロ意識の欠如しているガイドも散見される。広範に

わたる登山の知識や技術を、体系的に、実戦的に学

び、全体のレベルアップを図る必要がある。

(2)特 に大人数のパーテイの運営や複数のガイ ドに

よる引率の場合、リーダーシップとフォロヮーシッ

プの理解と技能が要求される。個人の知識や技術 と

合わせ、別途、研修を積ませる必要があろう。

(3)「 ツアー登山ガイ ド」は、単なる山好きの引率

者ではない。ガイ ド協会はツアー登山旅行会社 (以

下、ツアー会社)や旅程管理者を所管する省庁、組

織と協力して、そのカテゴリーに属するガイ ドの職

能基準や安全管理基準について明確化し、研修や資

格審査などの方法を検討すべきである。

(4)ガイ ドが弱い立場ではいけない。ツアー会社 と

対等な関係を築き、現場においてはガイド判断が最

優先することを確認するため、ガイド協会は最大限

の努力をすべきである。

(5)ガイ ド協会はガイ ドの待遇面を見直し、プロ意

識の持てる存在 として地位向上を図ること。また、

契約関係 もきっちり文書化すること。このために、

旅行会社や団体などとの標準的な契約書、および顧

客との標準的な約款および契約書を早急に整備する

必要がある。

(6)ガイ ド協会は組織をもっとオープンにし、未加

盟の地域ガイ ド組織や未組織ガイド、旅行業に雇用

される資格認定のないツアー登山ガイドをも取 り込

み、より合理的な方法での研修や資格取得の機会を

積極的に提供すべきである。

(7)ガイ ド協会において、本遭難に見 られるような

危機管理研修に関しては、机上の原則論だけでは不

十分で、多 くの過去の遭難例に学ぶ、事例研修を繰

り返す必要がある。

(8)本遭難の直接的原因である低体温症は、予矢訃が

難しく、教科書どおりにはいかない。初期段階での

対応が肝心だが、それより以前にガイ ドは、雨、風、

気温、年齢、体力、補給すべきエネルギー (カ ロリー)

など、どのような状況、あるいは環境になったら低

体温症の危険があるか学習し、よく理解 しておく必

要がある。ガイ ド協会はこれらについて、事例研修

も含めて学ばせる機会を数多 く設けるべきである。

(9)ガイ ドは風や濡れに対する防御はもちろんのこ

と、特に気温に対してもっと敏感でありたい。たと

えば、今回の調査か ら判断すると、夏の北海道の

2000m級 山岳は、同時期の北アルプスの 3000m級
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山岳に相当することなどを、知識として備えておく

必要がある。ガイド協会は、これらに関しても大い

に啓発してもらいたいもの。

(10)現状でのガイ ド協会の職能資格検定試験は、

合格するには難しいと言われているが、いたずらに

易しくすることが安全上益するとは思えない。むし

ろ、検定受験希望者の経済的負担を軽減するため、

関係諸官庁および旅行業界と、費用負担について協

議すべきだろう。

「ツアー登山」という概念が生まれ、「ツアー登山

ガイド」というカテゴリーが形成されつつあるが、

あくまでもその活動舞台は「登山」の世界である。

登山には必ずリスクが伴う。したがって、ツアー登

山ガイドといえども、いわゆる専門の「山岳ガイド」

と同等のリスク・マネージメント能力が要求される

ことは言うまでもない。特に「ツアー登山客」は、

すべてガイドの指示に従って行動するのが特徴であ

る。それだけにガイ ドの判断は重い。何を措いても、

ツアー登山ガイドのスキルアップが喫緊の課題であ

ると、ガイドおよびガイド組織全体で認識し、行動

に移してもらいたいものである。

靡叢了轟言史警菖亀警
が   |

2008年 の山岳遭難が発生件数、遭難者数 とも、

統計開始以来最多を記録している状況下で、ツアー

登山の事故率は低いと言われる。しかし、大人数で

行動しているケースが多いだけに、いつまた今回の

ような大量遭難が起こらないとも限らない。そもそ

も旅行業界の中で、元々専門家である登山家たちが

起業して成 り立ち、経験の深い登山家たちが実務を

行なっている旅行会社は、わずか数社にすぎない。

概ね百名山などの付加価値に着目して商品化 し、あ

るいは他社が成功 していることに追従して企画・募

今後のガイド、旅行業界および登山界に対する提言

集 している旅行会社がほとんどである。

つまり、ツアー登 山業界は、旅行業のレベルで考

えて「登 山」 を安易 に商品化 していないだろうか。

体制的には整っているように見えるが、それはビジ

ネスとして成立しているだけで、登山活動の着実な

実施と安全性の確保という観点から検証すると、実

力不足を感じさせる会社がほとんどではないだろう

か。経営者や企画者、登山ガイ ドが一体 となって、

ツアー登山に対するレベルアップに努めるべきであ

ろう。

登山が、専門的な登山家や登山者だけの遊びでは

なく、ツアー登山という形で敷居を下げ、自然を愛

する人々に広 く親しまれ、定着していくことは大変

喜ばしいことではあるが、そこに潜むリスクをいか

に回避していくかについては、ツアー会社の責任 も、

ガイ ド同様に重い。

ツアー会社によるツアー登山の企画・運営に関し

て、問題の大小や重複もあるだろうが、本遭難から

学んだ事柄を背景に問題提起し、提言としてまとめ

てみた。

(1)ツ アー会社は、ツアー登山においては登山の原

則を徹底すべきである。会社およびガイドのリスク・

マネージメント能力を高め、常に「最悪の状況を考

え、最良の準備を」怠らないことが肝要である。

(2)旅程保証と安全配慮義務は相反するが、ツアー

登山においては、企画立案段階から優先すべきは安

全配慮義務である。

(3)ツ アー登山の増加 とともに一般登山者も足並み

を揃えて、悪条件下でも日程遵守のため強行する

ケースが増えている。雨具を中心に装備の品質向上

が進んだせいでもあるが、原則として「悪天候下で

は登山行動しない」というのが一般的である。

(4)ツ アー会社におけるガイ ド管理体制の確立が急

務であろう。特に登山の安全性に配慮した「業務マ

ニュアル」を作 り、忠実に実行するよう徹底させる
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べきである。

(5)旅程管理者 (添乗員)が登山活動を管理すること

は困難と承知の上で、旅行業法や観光ツアーなどの

運営方式や慣行によって、ツアー登山を運営させて

いないだろうか。ツアー登山においては、旅程管理

者に登山教育を施すよりも、実力のあるツアー登山

ガイドを養成すべきである。あるいは、登山ガイド

に旅程管理者資格を取得させることも解決策のひと

つであろう。

(6)登山を中心に、リスクを伴う野外活動全般に携

わって企画や運営、引率する人材は、広範な知識と

高度な技術を要するので、ツアー会社はそれらの人

材を確保できるよう、関係官庁や専門機関、専門家、

マスコミなどの協力を得て、育成に努めるべきであ

る。たとえばッアー会社が連合して全国的な組織で

あるガイド協会と協働して、ツアー登山ガイドなど

の教育とトレーニング・プログラムを手掛ける必要

があるだろう。旅行会社はこの方面への投資を怠る

べきではない。

(7)現在、社団法人日本旅行業協会の作成になる「ツ

アー登山運行ガイドライン」(2009年 9月 1日 )が

あるが、登山の原則に則って (旅行業の原則ではな

く)見直し、旅行業界とガイド協会の間でコンセン

サスを形成しておくべきである。

(8)ツ アー会社で雇用されるガイドの待遇が、安全

管理という重い責任を負わされている割には厳しい

と聞く。職業としての成り立ちが難しいという状況

では、「プロ意識を持て |」 といっても無理な話で、

待遇改善についても検討する必要があるのではない

か。

(9)技術的・体力的に難しいコースやハー ドなコー

スについては、全国的に通用する有資格山岳ガイド

を最低一人は配置すべきである。

(10)リ スキーなコースについては、事前にリスク・

アセスメントを実施しておく必要がある。そのため

には、現場を預かるガイ ドとツアー会社の企画部門

との緊密な連携が望まれる。

(11)リ スキーなツアー商品については、募集要項

の中に、ツアー中に想定されるリスクに関して具体

的に表示することが望ましい。また、登山活動では、

旅程管理責任を負えない部分があることを強調する

必要がある。

(12)旅行業法や旅行約款に基づいた「業界の自主

規制あるいは自粛」という形ではなく、ツアー登山

における責任問題について、あるいは免責事項につ

いてルール化しておく必要があるのではないか。専

門家および禾U害 関係のない第三者による検討委員会

を設けて、成文化 してはどうだろうか。

蟷奮程襟畠史房尾讐[峯菫
育に関する

登山界全体の問題点 として前述 したとお り、ツ

アー登山者を含む未組織登山者層、あるいは従来型

ではない緩い組織に属する登山・ハイキング愛好者

層、さらにはツアー登山の隆盛とともに問題が浮き

彫 りにされた実力不足のガイドをはじめ知識 。経験

の十分でないツアー会社の企画者や添乗員などの技

術指導や安全教育というテーマは、登山界永遠の課

題である。しかし、腕をこまねいているばかりでは、

いつまた今回のような大量遭難が起こらないとも限

らない。このテーマについて、言い古されている事

柄ではあるが、改めてい くつかの提言を試みてみた

Vヽ 。

(1)社 団法人 日本山岳協会や日本勤労者山岳連盟、

社団法人日本山岳会、社団法人日本山岳ガイ ド協会

など、指導的な役害1を果たせるはずの全国的な山岳

組織の若返 りを図り、主目的とする指導者育成事業

ばかりでなく、ツアー登山客をも含む一般の未組織

登山者層と呼ばれる人々を対象とした、安全に関わ

る教育・啓発活動を、改めて推進 してもらいたい。
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特にガイド協会は、これらの組織の中ではいちばん

未組織登山者層と触れ合う機会が多いはずで、何に

も増して、この分野での機能を確立すべきである。

(2)国 立登山研修所 (富 山)を はじめ長野、群馬、神

奈川、兵庫 (神戸)な ど公立の登山指導施設におい

ても、現在実施している指導者養成事業にプラスし

て、未組織登山者層に対する教育・啓発活動を積極

的に進めてもらいたいもの。特に国立登山研修所に

ついては、1989年秋の立山における中高年登山者

の遭難を契機に「中高年安全登山指導者講習会」が

立ち上げられたという経緯がある (来年度からは日

本山岳協会に移管 )。 ぜひまたガイ ド協会と協働 し

て「ツアー登山引率者のための安全講習会」のよう

なものを、新 しく開講してもらうことを期待 したい。

(3)本 (2010)年 5月 に、財団法人安藤スポーツ・食

文化振興財団による「安藤百福記念 自然体験活動

指導者養成センター」が、長野県小諸市に設立され

る。子どもたちの野外活動を支援する指導者の「上

級指導者」を養成 し、標準的な指導養成カリキュラ

ムの開発などを目的とする、民間では日本初の専門

施設である。近い将来ここでも、未組織登山者層の

教育事業を加えられることを切望するものである。

(4)登山・ハイキングを中心とした野外活動に対す

る国民の志向は年々高まっている。政府は上記のよ

うな「新たな公共」の事業創生を今後の方針として

いると聞くが、国や地方自治体など行政サイ ドによ

る施策や予算面でのバックアップも大いに期待 した

(5)登山全般にわたるスタンダー ドなテキス トの必

要性を痛感する。専門家や専門出版社などの協力を

得て、主要な指導団体からの代表と有識者で構成す

る委員会方式でまとめるのが望ましい。

(6)(1)と (5)に 加え、登山や野外活動の知識や技

術を普及・啓発するために、「登山者検定」のよう

な事業も有効と思われる。専門機関や専門家、専門

出版社を含むマスコミなどの協力を仰いで、全国展

今後のガイ ド、旅行業界および登山界に対する提言

開してみてはどうだろうか。実験作業を含め、早急

に立ち上げる方向が望ましい。

ツアー登山そのものの事故率は高 くなく、優秀な

ガイ ドに引率されたパーテイであれば、安全性の高

いシステムといえる。ただ、ツアー登山といえども、

厳 しい自然の中で活動する「登山」であることは言

を侯たない。したがって、パーテイ登山ではあるが、

一人一人が自覚し、自立して、自己責任の感性を持

つことが大切で、万が一の場合、それが自らの身を

守ってくれるだろう。

最後に、ツアー登山客の山に臨む姿勢について、

本遭難事故調査・検証から浮かんできた問題点を踏

まえて、ツアー登山参加者への要望として挙げてみ

る。

(1)ツ アー登山というシステム (会社やガイド)に対

する依存度が高過ぎて、登山者として自立できてい

ないのではないか。ツアー登山といえども、フイー

ルドは一般の登山と同じで、最終的には自己責任が

基本であることを肝に銘じておくこと。

(2)ガイドを信頼 し、その指示に従って忠実に行動

するのがツアー登山の基本といえども、参加者自身

でも現在地の確認や時間管理、自身の体調把握・管

理など、登山パーティの一員として認識し、ガイド

など引率者の判断に協力することが求められる。

(3)一 般にツアーの参加者は、単独では山に行けな

いのでツアーに参加する、 という人が多 く、パー

ティとしての参加意識が薄 く、時には参加者同士の

繋が りをも避けたりする傾向があるようだ。これで

は、ひとたびガイドが機能しなくなると、パーテイ

の瓦解という最悪の事態を招 くことになる。寄せ集

め集団といえども、いったん行動を開始したら一つ

望要のヘ客山ニ
ユ一アツ
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のパーテイである、という強い認識と協力意識を持

ちたいもの。

(4)ツ アー登山客は、そのシステムの便利さ故にツ

アー登山が中心で、いわゆる「ツアー登山慣れ」し

ている人が多い。Vヽ たずらにピークをコレクション

するだけでなく、登山経験を重ねるごとに一つ一つ

知恵を付けていくことも山の面白味であることを実

感してもらいたい。そして、積み上げていく経験や

知識が、いざという時のための、危急時脱出の能力

として生きてくるだろう。

(5)ツ アー登山客といえども、自分の体力や技術レ

ベルについて客観的に把握しておく必要がある。一

般の登山者やある程度組織的に訓練された登山者と

比べて、自分はどのレベルにあるかを、過信するこ

となく的確に認識しておきたいもの。特に今回のよ

うな悪条件下では、とりわけその差に開きが生じる

ものと思われる。

(6)ツ アー会社の星印などによる募集基準も参考に

はなるが、自分の過去の山行記録から自己診断し、

さらに自らガイドブックを読んで、自分なりの判定

基準を持ってコース選びをすべきである。

(7)た とえツアー登山であっても、対象となる自然、

すなわち山岳地形や気象は一般登山者と全く同じ舞

台で、なんらツアー登山の独自性がある訳ではない。

少なくとも歩く力=体力は日々、培うべきであるし、

状況判断力や装備全般の使用法など技術的なノウハ

ウも学ぶ意欲を持って欲しいもの。それら経験に裏

打ちされた諸々の技術や知識は、専門書からでも十

分吸収できるだろう。自立した登山者を目指して山

を深く学ぶ上で、このような努力は不可欠である。

(8)こ れら(1)か ら(6)ま でが肉体的、あるいは精

神的に負担であるという登山者は、個人的にガイド

を雇用するなり、安全によりお金をかけるなどして、

自分なりのスタイルで登山やハイキングを楽しむこ

とが肝心である。



低体温症 (Hypothermia)|こ ついて

低体温症 (Hypothemia)について

靡低体温症の定義
定義 :体温 (直腸温)が 35℃ 以下に下がった場合を

「低体温症」という。

分類 :寒冷に曝した時間により、

① 急性低体温症 (6時 間未満で):急 に冷水に漬かっ

た場合

②亜急性低体温症 (6～ 24時 間で):登山で寒冷に

曝された場合

③慢性低体温症 (24時 間以上で):老人病の患者の

場合

偶発性低体温症 (Acddent」 Hypothermω :山岳

遭難や水難事故などで体温が下降して低体温になる

のは「偶発性低体温症」という。

体温を奪う
さまざまな現象

人体の熱を奪う現象には対流、伝導、蒸発、放射

がある。

対流 :風 によって体温 を下げる現象。外気温が

10℃ であっても、風速 10m/secで は体感温度は

0℃ になっている。

伝導 :濡れた衣服や金属が身体に触れていると熱を

奪う現象。氷の上に直接座るとお尻は冷たいが、こ

の間に断熱マットを敷 くと熱の伝導は妨げられ、冷

たく感じられない。

蒸発 :発汗で身体を冷そうとする時、熱を奪われる

現象。水が蒸発する時に熱を奪う。

放射 :身体から直接的に熱を放出している現象。熱

の放出を減らすには、衣服を着ていればいい。

蟷藤E慮早県:房か
外気温が下がると皮膚の血管は収縮して体外へ熱

を逃がさないようにする。しかし、それでも外気温

が下がると、体内から熱の産生を促さないと恒温

(36～ 37℃ )を保てなくなる。

人間は脳、肺、心臓など身体の中心部の温度をい

つも一定に保ちたい。この温度を保つために、脳の

視床下部という所に体温調整のコントロール・セン

ターがあり、指令を出す。

体温測定はこの身体の中心部の温度 (鼓膜温、食

道温、直腸温)を測るのが正しい。脇の下ではない。

人体の熱を作る場所は筋肉である。下がり続ける

外気温に身体が熱の産生量を増やさなければなら

ず、全身の筋肉を不随意に急速に収縮させて熱を増

やそうとする。これが「震え」(shivering)で ある。

熱産生は骨に付いている骨格筋によって起こり、

この筋肉の収縮エネルギーが熱になる。震えは四肢、

顎、胸部、背部に起こるが、顔面などの筋肉には起

こらない。熱のエネルギーの燃料になるものは炭水

化物、脂肪が主であり、最後にはタンパク質が分解

してエネルギーになる。

躙
輻

躙
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登山中に低体温症になった場合、熱を作るエネル

ギー (食料の補給)が十分でなければ熱を作ること

ができず、低体温症は進行する。

体温維持のメカニズムが破綻すると、身体全体の

温度が低下するために脳、心臓、筋肉などの機能障

害が生じる。そして、身体の中心部の温度を上げる

ために、身体の表面の温度はその犠牲になって冷た

くなる。さらに冷たい血液が身体の中を流れ、体温

が下がる。

脳 :35℃ を過ぎると会話に支障を来す。33℃ で意

識が薄れて、30℃ で意識は消失する。

心臓 :心臓は寒冷に弱い。心臓のリズムをつ くる

ペースメーカーが遅 くなり、心拍数が減少、心臓が

送 り出す一回の血液の量 も減少する。33℃ では心

房の収縮が不規則になり、心房細動を起こす。心臓

の空回りのようなもの。

血液 :身体に酸素を運ぶヘモグロビンは、低温にな

ると酸素を遊離できずに、酸素が減少してしまう。

肝臓の機能が低温のために低下し、酸の排泄に支障

を来し、血液は酸性になる。これを「アシドーシス」

という。低温下でのアシドーシスはあまり問題では

ないが、重度になると意識に支障を来す。

悪天候下での登山、特に湿性寒冷に曝され防寒、

防風が不十分な場合、行動してから5～ 6時間で低

体温症になり、その 1時間後には虚脱状態になり、

2時間以内に死亡する、と」.A.ウ イルカーソンは

述べている。

体温変化と

それぞれの症状

361C

351C

寒さを感じる。寒けがする。

手の細かい動きができない。皮膚感覚

が麻痺 したようになる。しだいに震え

が始まってくる。歩行が遅れがちにな

る。

35～ 34℃ 歩行は遅く、よろめくようになる。筋

力の低下を感じる。震えが激しくなる。

日ごもるような会話になり、時に意味

不明の言葉を発する。無関心な表情を

する。眠そうにする。軽度の錯乱状態

になることがある。判断力が鈍る。

*山ではここまで。これ以前に回復処置を取らなけ

れば死に至ることあり。

34～ 32℃ 手が使えない。転倒するようになる。

まっすぐに歩けない。感情がなくなる。

しどろもどろな会話。意識が薄れる。

歩けない。心房細動を起こす。

32～ 30℃ 起立不能。思考ができない。錯乱状態

になる。震えが止まる。筋肉が硬直す

る。不整脈が現れる。意識を失う。

30～ 28℃ 半昏睡状態。瞳孔が大きくなる。脈が

弱い。呼吸数が半減。筋肉の硬直が著

しくなる。

28～ 26℃ 昏睡状態。心臓が停止することが多い。

・34℃ 近 くで判断力がなくなり、自分が低体温症

になっているかどうか、分からなくなっていること

が多い。この判断力の低下は致命的。

・疲労凍死という言葉があるが、疲労して低体温症

になるのではなく、低体温症になって、疲労して亡

くなるという意味合いに取った方がよい。

・寒冷ストレスは衣服の断熱性能、体型、年齢、皮

下脂肪の厚さ、寒冷への感受性によって個人差があ
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り、低体温症になる要因でもある。

・「乾性寒冷」(冬山)よ り「湿性寒冷」(夏 山の風雨)

で風が強ければ、体温の下がる速度は加速度的で、

低体温症の悪化が早い。

・低体温症になったら、山中では時間的猶予はない。

・山中では熱源 (湯たんぽなど)がないと、体温は上

がらない。

・悪天候下で体温を保つために歩き続けても、酸素

摂取、エネルギーなどを維持できなければ、低体温

症は悪化する。体温の放射を防ぐには、乾いた衣服

を重ね着して、肌との間に空気層をつ くることが重

要。

①低体温症を知つていたか?

生存者ほぼ全員が低体温症について知 らなかっ

た、と答えた。また、2002年 に同山域で、低体温

症で亡 くなった事例があることも知らなかった。

2名 のガイ ドは低体温症については知っていた

が、その詳細については知らなかった、と述べた。

②いつから低体温症になったか ?

ヒサゴ沼より稜線に出た時から雨と風が強 く、行

動に支障を来す。気温 6℃ 、風速 15m/secでは、体

感温度がマイナス 10℃ になる。

天沼付近の水平木道、日本庭園での強風下の歩行

は、耐風姿勢を取るため歩行スピー ドが極端に落ち

た。スピー ドが落ちると、それだけ烈風に曝される

時間は長 くなり、体温に大きく影響する。

16日 のコースの中で最 もきつい登 りになるロッ

クガーデンは、巨石がゴロゴロした所で歩きにくい。

西側にはクワウンナイ川があり、ここから吹 く風は

沢風になってロックガーデンに吹き上げる。雨で濡

れた岩の上は歩きにくく、黄色のペンキの道しるべ

低体温症 (Hypothermia)に ついて

は見逃 しやすい。強風下でのこの登 りは、60代 の

体力に大きな負荷をかけた。

このロックガーデンの登 りに 1時間以上の時間が

かかったことで、雨と強風で体温が下が り始めたと

推定でき、ここから低体温症を発症 した人がいると

思われる。ロックガーデンを登 りきるとハイマツ地

帯があり、やがて広い丘のような所がある。ここも

風をまともに受ける場所である。

ここから北沼までの緩い下 りでは、女性客 」(68

歳)がガイ ドに抱えられて下 りて来るが、すでに受

け答えがスローであったことは、低体温症の徴候で

あった。

北沼到着は 10時 30分ごろ。北沼分岐に全員が到

着したのは、ヒサゴ沼避難小屋を出発 してから5時

間 (標準コースタイムの倍)が経過していた。北沼か

ら溢れた水が川になって流れていたため、これを渡

渉することになるが、これにも時間を費やす。渡 り

終えた時に女性客 Jの体調は極端に悪 くなる。立っ

ていられない状態で、反応も鈍 く、温かい飲み物を

飲むのがやっとで、すでに体温は 33℃ 台に下がっ

ていたものと思われる。ここでほかの参加者は耐風

姿勢 (し ゃがんだ姿勢)で待機することになる。北沼

分岐出発は 11時 30分過ぎ。強風下での待機時間が

長 く、ほぼ全員が低体温症になる。

この時間の長さが、今回の遭難の重要なポイン ト

になる。

③症状から推測する低体温症の経過

低体温症は、体温変化の過程でその症状が変わっ

てくる。

聞き取 り調査によると、北沼分岐の待機でほぼ全

員が低体温症の徴候を示 していた。死亡者の行動、

表情、言動などからその人の体温を推定したが、風

雨のなか、雨具のフー ドで顔面をすっぽり覆ってい

るために表情を見ることができなかったことや、歩

行スピー ドの低下や転倒を繰 り返す動作は、雨に濡



れた道や岩が滑るためでもあり、それが低体温症の

症状であったかどうかは判別しがたい面もあった。

しかし、奇声 (キ ヤーとかアーとか)を 発 したこと、

呂律の回らない言動、意味不明な言葉を発 したこ

と、まっす ぐ歩けない動作などからは体温を推定で

きた。

たとえば、「全身的な震え」が始まったと思われ

る症状があった時を 35℃ 、意味不明の言葉を発 し

た時を 34℃ 、意識不明になった時を 32℃ 以下とし

たが、確定ではない。

低体温によって心臓が一回に送 り出す血流量が減

少することにより脳への酸素も減少し、それととも

に脳血流においては、冷たい血液が流れるために脳

機能は低下し始める。

人間が他の生物と違って高等な知恵や機能を有し

ているのは脳の中の「大脳皮質」の存在がある。こ

の大脳皮質の中の前頭葉に人間らしい運動機能、言

語、精神機能をつかさどる中枢がある。この中の言

語中枢が低体温によって抑制が取れると自分の意志

とは関係ない言葉、「奇声」「意味不明な言葉」を発

するものと思われる。北沼待機の時点から言語の異

常が見 られることから、低体温による脳機能の低下

はかなり早い時点からくることが示唆される。

北沼分岐ですでに低体温症になった人たちが、待

機から行動に移った瞬間から低体温症は急激かつ加

速度的に進行し、症状が悪化する。これは静止状態

から運動状態に移ったことで、冷たい血液が体内に

一気に流れ出し、脳や筋肉の機能障害が急速にきた

ためと思われる。インタビューした多 くの人が、こ

の北沼分岐を出発 したと同時に「意識が朦朧とした」

「つまずいて歩けなかった」と証言 したことで証明

できる。

待機の時は猛烈な寒さが襲い、次に「止まらない

震え」がきて、次に「眠気」が襲う。この「眠気」

が早期に症状として現われたのは、35℃ から34℃

までの間がいかに早 く経過したか、または、今まで

の概念とは違って「震え」の次にくる症状が「眠気」

なのかもしれない。

低体温症を進行させる環境条件が変わらないので

あれば、この「眠気」を受けて眠ってしまうと、そ

のまま意識を失って、死に繋がってもおかしくない。

骨格筋の「震え」によって熱産生を行ない、体温

を上げようとしている時期になぜ「眠気」がくるの

か。これは全身の筋肉が「震える」ことによって血

液量が末梢の骨格筋に集まってしまうために、脳の

血流量がその犠牲になって減少して「眠気」になっ

たと推定した。

④発症から死亡までの時間

この山行の時間経過については、明確な記録がな

い 。

参加者 自身も風雨のなか、時計を見る余裕はな

かった。ヒサゴ沼を出発 した時間と携帯電話で遭難

の一報を入れた時間 (警察の調べから)、 救助された

時間などは正確であるが、北沼到着時間、北沼出発

時間、南沼 (ト ムラウシ分岐)到着時間、ビバーク時

間など正確ではなく、複数の生存者の証言から推測

せざるを得なかった。したがって、低体温症を発症

してから死亡するまでの時間は、彼 らの証言から推

測したもので、必ずしも正確ではない。

北沼周辺で亡くなった人の内 2～ 3名 は、北沼以

前 (ロ ックガーデン周辺)か ら発症 していたと思わ

れる徴候があった。ロックガーデンを登 り終え北沼

に下 りる時点で、ほかの人の力を借 りなければなら

ないような歩行状態は、すでに症状が進んでいたと

推定できた。北沼以降の発症は待機が始まった時間

(北沼に到着した時間)の 10時 30分にした。

北沼からトムラウシ分岐までの20分間という短

い距離と時間の間に、低体温症で次々に倒れていっ

た事実に注目しなければならない。

発症から死亡するまでの時間 (推定)は、

2～ 4時間以内 :5名



6～ 10時間半以内 :3名

(6～ 10時間半以内の死亡者の中には、テント内で

ビバークした 2名 を含む)

死亡者の半数以上が 2～ 4時間以内で亡 くなって

いることは、低体温症が加速度的に進行、悪化 した

ものと思われる。これは急性低体温症といえる。

低体温症が始まると、前述したとおり、体温を上

げるために「全身的な震え」が 35℃ 台で始まるの

が特徴的であるが、今回の症例ではこの症状期間が

短 く、一気に意識障害に移行した例もある。あまり

にも早い体温の下降で人間の防御反応が抑制され、

30℃ 以下に下がっていったと思われる。

マイクル・ウォー ドは『高所医学』 という本の中

で、「低体温症になると2時間以内に死を来すこと

がある」と述べている。この遭難事故でも、発症か

ら死亡まで 2時間と思われる症例がある。条件が揃

えば、人体の核心温が一気に下が り、死に至る温度

の 30℃ 以下に、急激に下がるのに2時間とかから

ない、ということになる。

なぜ急激な体温低下を来したのかは、体力、気象

条件、服装を含めた装備、エネルギー源としての食

料摂取などを、総合的に検討してみる必要がある。

⑤低体温症からの回復

今回の遭難者の内 5名が、現場から救出 (ヘ リコ

プター)さ れた。その内下山の途中で意識を失い、

翌日、救助・搬送された 1例 と、その他 2名の低体

温症から回復 した例を紹介する。

■症例 I ガイ ドC(38歳、男)

北沼分岐手前で渡渉中に転倒、全身ずぶ濡れにな

る。このことは後に「最大のミス」だった、と証言

している。前述したようにここで 1名が具合が悪 く

なり、その処遇に手間取ったため待機時間が長引い

た。強風下のこの時間に、体温は一気に下がる。

出発 した時から全身的震えが始まった (35℃ 台)。

低体温症 (Hypothermia)|こ ついて

トムラウシ分岐 まで 20分 ぐらいで着いた。 ここで

参加者 2名 が遅れたが、捜すだけの気力はなく、遭

難の通報を入れることだけを考える。

死を覚悟して早足で歩き、歩ける所まで歩こうと

する。人を救う体力と気力はなく、しだいに足が棒

のようになって膝が曲がらなくなり、転倒を繰り返

した。

トムラウシ公園付近では、意識が薄れ出した

(34℃ 以下)。

前 トム平に着き、携帯で電話をする。ここが 16時。

携帯電話で通報しようとしたが、でたらめにボタン

を押していた。この時一緒だった女性客 G(64歳 )

は、彼の返答は呂律が回らなかった、と証言 (33℃

以下に下降し始める)。 死は日前との思いがあり、

せめて最後のタバコを、と思ったが吸えなかった。

前 トム平より巨石のあるトラバースぎみの下山路

(当 時はこの辺に雪渓があった)を下り、ザックを下

ろして携帯を出そうとして、そのまま前のめりにハ

イマツの中に転倒、意識を失う。

北沼分岐を出発時に低体温症を発症し、5時間弱

で意識を失った。その時の体温は33℃ 、あるいは

それ以下だったと思われる。

以後、救助隊に発見されるのが 17日 の 10時 44

分、病院に収容されたのが 11時 35分で、意識が正

常に戻ったのが 12時 50分ごろになる。この間、約

21時間意識を消失していたことになる。

帯広厚生病院の入院時の所見によれば、下半身に

たくさんの打撲痕と前胸部にも打撲痕が見 られた。

大声で呼びかけたり強く揺さぶると開眼する程度の

意識 (JCS20)で、直腸温は 34.7℃ であった。

血液検査 において は CK(筋 肉内の酵素 )が

130001U/ノ (正常 200)と 異常に高 く、低血糖、肝機

能異常、自血球増多、代謝性アシドーシスなどの異

常値も見られた。

*前 トム平からの下山中に意識が失われた当時は、

体温は 32℃ ぐらいまで下がっていたと推定できる。



倒れた場所がハイマツ帯であり、その時は風、雨と

も止んだ状態であったために、生存できる温度が保

たれたものと思われる。日の出とともに気温が上昇

し、体温も上昇したのであろう。

体温の下降は 1時間に約 1℃ の割合で下がった計

算になるが、本人によるとストーンと下がるような

状況で意識を失った、と証言している。なお、低体

温症は言葉では知っていたが、自分でもこんなに早

く意識障害がくるとは想像していなかった、とも述

べている。

■症例 Ⅱ 女性客 H(61歳 )

登山歴は 16年。時々登山中に吐 くことがある。

今回も初 日にしんどかったのか、何度か吐いてし

まった。

衣服は下着の上にノースリーブのメッシュ状シャ

ツ、その上に長袖のスリーシーズン用山シャツ、下

はサポー トタイツの上に膝までの山ズボン、その上

に5年使用の雨具 (ゴアテックス)。 ビバーク時にダ

ウンを着た。雨具を通しての濡れはなかった。

天沼からロックガーデンにかけての風は強烈で、

転んで痣だらけになった。

北沼の渡渉が終わって立ち止まった瞬間から一気

に冷えた。自分では止められないほど全身が震え、

歯がガチガチ鳴った (35℃ 以下)。「これで死ぬのか」

と思うほどだった。

北沼分岐を過ぎた辺 りから手をついて歩いたの

か、爪が真っ黒だった。この辺から意識が朦朧とし

て記憶を失った (33℃ ).

ガイドB(32歳、男)と 男性客 D(69歳 )がほか

の体調不良の 2名 の女性とともに岩陰に連れて行

き、ビバーク態勢に入る。後にテントを張り、ガイ

ドBが背負って収容してくれたが、この時の記憶

がない。テント内はガスコンロを焚いたために温め

られた。19時 ごろに寒いという感覚が戻った。そ

して、震えはあったが、会話ができるほどに意識が

戻った。

寒いのでダウンを着た。雨具のままテント内でう

つらうつらしていた。お湯やスープが飲めるように

なったら夜が開けた。5時 30分 ごろ、自衛隊のヘリ

にて救出される。

*衣服がそれほど濡れなかったこと、テントに収容

され、暖がとれたことなどにより、低体温症から回

復できたものと思われる。

■症例Ⅲ 女性客 B(55歳 )

登山歴 7年。

16日 の衣服は速乾性の下着、長袖のシャツに T

シャッを重ね着、サポー トタイツに山用のズボンを

履き、ゴアテックスの雨具。ウエス トポーチにチョ

コレー トなどの行動食を入れて食べていた。

北沼分岐の待機時間に寒さを感じた。立ち上がっ

て歩 き始めた時か ら意識が朦朧 とし始めた (35℃

以下)。 隊列を組んで歩いていたが、ほかの人がう

まく(ま っす ぐ)歩いていないなと思った。しかし、

自分もよろよろと歩 く状態だった。

南沼からトムラウシ公園への途中で思わずつまず

いてしまい、ハッとして体勢を整えた時に、今まで

朦朧としていた意識が「我に返った」ようになった。

トムラウシ分岐付近の歩行はよろよろした状態で、

ス トックで支えながら歩いた (35℃ 台 )。 寒かった

が、震えがあったとは自覚していない。

トムラウシ公園の手前に来て、登山道脇の草む

らに座 り込んでビバークを覚悟 した。高度計で

1850m付近。雨と風は止んでいた。ザックからマッ

トを取 り出して敷き、シュラフを被ってビバーク態

勢に入った。一睡もしないで朝を待った。

7日 、3時 40分ごろに夜明けを感じたので歩き始

めた。1時間ほど歩いたら前 トム平に着き、ヘリで

救助された。

*自 己判断でビバークした参加者は、この 1名 だけ

である (休憩のためのビバークを除く)。



低体温症 (Hypothermia)|こ ついて

生還した理由として、ビバーク地点にマットを敷

いたことが断熱になり、体温を下げなかった、と語っ

た。

症状から見ると重度な低体温症ではなかったが、

最初、意識が朦朧 として歩き出したことは、症状が

悪化していたものと思われる。どこで着たのか特定

できないが、雨具の下にフリースを重ね着したこと、

時々チョコレー トなどを食べていたこと、南沼を過

ぎたころには雨風が止んでいたこと、ビバークで体

力を温存できたこと、もともと体力があったこと、

などが生還できた主な理由と思われる。

(金田正樹 。記)


