
表 2 生還者 7名の身体特性、登山状況、日常での運動状況
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1日 にウオーキングで 7000歩
(1時間 20分 くらい)

なし(登山が トレーニングがわり)

なし (農作業が トレーニングがわり)

なし

週に 1回低山歩き (3時間コース)

なし
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Ⅲ 体力の問題

体力のない人は、行動中に疲労しやすい。疲労し

て行動スピー ドが落ちれば、それと同調して体熱の

発生量も低下するので、低体温症に4Ftり やす くなる。

したがって、今回のツアーの参加者が、このコース

を歩 くために必要十分な体力を持っていたのかを検

証する必要がある。

死亡者の状況については調べられなかったが、表

2に、生還者の登山状況と普段の運動状況を示した。

両者を総合 して見ると、一般的な意味では全員がよ

く運動をしているように見える。すなわち、日常生

活での トレーニング量が少ない人はよく山に行って

おり、逆に山に行 く回数が少ない人では、普段から

低山歩きなどをよく行なっている。このような運動

状況であれば、日帰 り登山や、食事や寝具が提供さ

れる小屋泊まりの縦走を行なう上では、あまり問題

は生じないと考えられる。

また、今回の トムラウシ登山の場合、アミューズ

社倶|は ツアー参加の目安として登山コースのレベル

(体力度)を 星の数で示 し、参加基準を示すなどの

配慮は行なっていた。そして、参加者は全員、その

基準をクリアしていた。このツアーの場合は、星が

4つで「やや健脚向け」とパンフレットには書かれ

運動生理学の観点から見た本遭難の問題点と今後に向けての提言

ている。このような経験的に付した星の数が妥当な

ものであったかという問題は残るが、このコースで

中高年登山者をガイドしたことのある山岳ガイドに

よると、気象条件などのコンディションが良いとい

う前提であれば、重大な問題はなく歩けただろうと

コメントしている。

ただし、アミューズ社のパンフレットには「山行

に支障を来さない範囲で背負える最大荷重の目安

は、50歳の女性では 12 kg、 60歳の女性では 8kg」

という記載がある。一方、今回のトムラウシ登山で

は、2泊 3日 の素泊まり縦走であるため、寝具や食

料などの重量が増え、「必要な所持品リス トどおり

に準備しようとすると、8kgで はとても収まりき

らなかった」と述べている参加者が何名かいる。表

2を 見ても、生還者のザックの重量は、最も小さい

人でも10kgあ り、ほかの人では12～ 16 kgと なっ

ている。

つまり、旅行社側が経験的に割り出した、疲労せ

ずに歩くためのザック重量の目標値と、 トムラウシ

縦走に必要な持ち物の重量との間には、かなりの

ギャップがあったことになる。参加者のコメントを

見ると、「荷物を背負うのは苦にならなかった」と

言う人もいたが、「初めての (重い)荷物で不安だっ

た」「不安なので軽 くするために荷物を減らした」

という人もいた。



今回のような、ハードな場面も予想される登山で

は、衣類や食料などは十分に準備すべきであるが、

ザックが重くなれば疲労しやすくなる、というジレ

ンマが生ずる。最良の解決策は、重い重量のザック

を背負っても苦にならないような、強い体力を普段

から養成しておくことである。しかし、上記のコメ

ントからも分かるように、このコースを余裕を持っ

て歩くための体力という意味では、不安があった参

加者もいたことになる。

そして現実には、極度の悪天候に見舞われ、遭難

当日は平均風速が 15m強 という台風並みの強風下

で歩かなければならなかった。このような状況下で

は、図 3で も示したように、体力やエネルギーの消

耗は無風時の 1.5～ 2倍以上になる。さらに、ぬか

るんだ道や流水路になった道の歩行、滑りやすい雪

渓の登り、岩の上をバランスを取りながら歩く、濡

れて滑りやすくなった木道を歩く、濁流の中を渡渉

するなど、体力の疲労やエネルギーの消耗を倍加す

るような要因も多く加わった。

つまり、旅行社側としても参加者側としても、気

象条件が良好であれば、このコースは特に問題なく

歩けるという認識があり、実際にそのような好条件

であれば特に問題なく歩けていたと考えられる。し

かし、予想外の悪条件に遭遇し、非常に高いレベル

の体力やエネルギーを要求されることになった。そ

して、それに耐え得る能力を持っていた人はわずか

であった、ということになる。

今回の低体温症の発症は非常に急速であるが、こ

れには苛酷な気象要因だけではなく、体力の非常な

消耗も関係していた可能性が高い。水難事故で冷水

に浸かった場合の話であるが、以前は、体温を生み

出すために身体を動かし続ける方が良いと言われた

ことがある。しかし現代では、このような対処法で

は体力や体温をいたずらに消耗し、低体温症をより

早く招くだけだということが分かっている。このた

め正しい対処法とは、できるだけ着衣を多くした上

で、じっとしていることだとされる。

このようなことを考えると、今回、低温、強風、

濡れといった悪条件下で激しい運動を続けたこと

は、低体温症をより起こしやすくした可能性が高い。

今回の場合の対策としては、体力を消耗する前にビ

バークするか、避難小屋に戻るべきだった、という

ことになる。また、すでに体力を非常に消耗してい

た北沼分岐においては、それ以上体力を消耗しない

ように、直ちにビバークすべきだったことになる。

人間は生活や運動をするために、エネルギー源で

ある食べ物を体内で燃やしてエネルギーを生み出し

ている。自動車のエンジンがガソリンを燃やして動

くのと同じである。したがって、歩行中にエネルギー

源がなくなれば、筋肉も脳 も疲労してしまう。また、

体熱の発生量も低下し、低体温症に対する抵抗力も

落ちる。

荷物を背負い、坂道を何時間も歩 く登山では、た

だでさえ多 くのエネルギーを消費する。特に今回の

ような長いコースの場合、その分だけ多 くのエネル

ギーが必要である。また寒冷、強風下で行動 したこ

とを考えれば、さらにたくさん食べておくことが必

要であった。そこで以下に、今回の登山でエネルギー

の消費量と摂取量がどのようであったかを検証して

みる。

(1)エ ネルギーの消費量

今回の登山は、3日 間という長丁場の行程で、1

日の歩行時間も長く、さらには避難小屋 (も しくは

テント)泊 まりのために、寝具や食料なども背負う

必要があったもしたがって、日帰り登山はもとより、

北アルプスなどのような食事と寝具が提供される小

屋泊まり山行に比べても、消費エネルギーはかなり

と三里費消の
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③重さの要素

行動中のエネルギー

'肖

費量 (kcal)

図 4 登山における行動中のエネルギー消費量の推定式 (中原ら:登山医学,26巻,2000

行動時間 (休憩時間も含む)、 歩行距離 (水平、上方、下方)、 重さ (体重+ザ ックや身に着けているものの重量)と いう3つの要素

で構成される。上り下りの距離については、単純な標高差ではなく、「累積」の標高差であることに注意。

表 3 トム ラウシ登 山時の毎 日の行動 中の

推定エネルギー消費量

ここに示 した値は、気象条件が良く、歩きやす

い道を想定 した時の値である。天候や路面のコン

ディションがきわめて悪かった今回の登山では、

この値よりもかなり大きくなると考えられる。

表 4 日本人の基礎代謝量の推定式

(厚生省 :第 6次改定 日本人の栄養所要量,1999)

Wは体重 を意味する。この式を用いると基礎代謝量 を

求めることができ、その値に 1.2を 掛けると安静時代謝

量 となる。この式では 1日 分のエネルギーが算出される

ので、登山中の値 を出す場合には、行動時間分のエネル

ギーは図 4か ら算出 し、残 りの時間分をこの式を用いて

求める。たとえば行動時間が8時間であれば、残 りの 16

時間分のエネルギーをこの式で求めることになる。

大きかったことになる。

図 4は、著者らが作成した、登山中のエネルギー

消費量を推定するための公式である。行動時間、歩

行距離 (水平、上 り、下 り)、 体重、ザック重量を

代入すると、消費エネルギーをkcal単 位で求める

ことができる。

表 3は、この式を用いて求めた、生還者の毎日の

行動中のエネルギー消費量である (3日 目について

は、 トムラウシ温泉まで 8時間をかけて歩いたと仮

定して計算 した)。 これを見ると、体重の最も軽い

女性の Hさ んでも、1日 の行動で 1400～ 1700 kcal

のエネルギーを使っている。また、体重の重い男性

の Cさ んでは、2300～ 2700kc」 を使う計算となる。

フルマラソンの消費エネルギーが 2000～ 2500 kcal

程度であることも考え合わせると、毎日かなりのエ

ネルギーを使っていることがわかる。

なお、この公式によって求められるエネルギー消

費量は、天候が良く、歩きやすい道を歩いたと仮定
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した場合の値である。つまり表 3の値は、このコー

スを歩 くための最低のエネルギー量である。しかし

今回の登山では、非常な強風に逆らって歩いている

こと、滑 りやすい雪渓、岩場、木道などを歩いてい

ることか ら、表 3の値 よりもかなり大 きなエネル

ギーを消費していたことになる。

また表 3の値は、「行動中のみ」に消費するエネ

ルギー量である。今回のような泊まりがけの登山で

は、これに加えて小屋に泊まって生活や睡眠を行

なっている時に使うエネルギーも考えなければなら

ない。

暑 くも寒 くもない環境で、じっと横になっている

時に使うエネルギーを基礎代謝量、起きて安静にし

ているときのエネルギーを安静時代謝量と呼んでい

るが、これに相当する分を表 4を もとに計算する

と、Hさ んでは 1日 当たり約 600 kcal、 Cさ んでは

約 800kcalが加わることになる。また、この基礎代

謝量や安静時代謝量についても、今回のように寒さ

や濡れなどの影響があると、計算値よりもさらに大

きなエネルギーが使われる。

以上のことをまとめると、1日 当たりの総消費エ

ネルギーは、登山のコンディションが良いと仮定し

た場合でも、Hさ んで 2000～ 2300 kcal、 Cさ んで

は 3100～ 3500 kcalと なる。そして、今回の遭難当

日のような悪条件であれば、少なくともこの値の数

割増 しのエネルギーを消費していただろう。

(2)エ ネルギーの摂取量

前述のように、今回のトムラウシ登山では毎日か

なりのエネルギーを消費していたことから、それに

釣り合うエネルギーを食べていたのかが問題とな

る。そこで生還者に、どんな食べ物をどれくらい食

べたのかを尋ねてみた。

ただし、生還者が毎日食べていた正確なエネル

ギー摂取量は出せなかった。たとえば「菓子パン」

を食べたといっても、種類や重量が違えばエネル

ギー量も違う。また「アメとチョコレートを数個」

を食べたといっても、個数の把握ができなかったた

めである。

このような限界はあるものの、大まかな内容を示

すと、朝食としてはインスタントラーメン、アル

ファ化米 (前夜の残りの半分という人もいた)、 スー

プといった回答が多かった。行動食については、カ

ロリーメイト、ソイジョイ、ゼリー飲料、バナナ、

チョコレート、アメなどを食べていた。また夕食で

は、アルファ化米とカレー、調理済みのアルファ化

米 (半分だけ食べたという人もいた)、 スープ、野

菜といった内容だった。

これらの 1日 分の摂取エネルギーの総和は、多め

に見積もったとしても1000 kc」 台の前半～後半に

しかならず、2000 kcalを 超えている人はほとんど

いないようであった。したがって、エネルギーの消

費量に対して、摂取量はかなり不足していたことに

なる。死亡者の摂取エネルギーについても、「私た

ちとほぼ同じだった」という生還者のコメントがあ

ることから、上記と同様な内容と考えてよいだろう。

また、ガイド(1名 )の食事内容についても尋ねた

が、参加者よりもむしろ少ないという結果だった。

彼は、数日間のツアー登山ではいつも、体重が 2～

3kg減ってしまうと述べていた。

なお、遭難パーティと同日に前後して歩いていた

伊豆ハイキングクラブの食糧についても調査する機

会があった。このパーテイのメンバーの一人は、遭

難パーテイの食べ物を見て「貧弱に見えた」とコメ

ントしている。伊豆ハイキングクラブの摂取エネル

ギーについてもやはり、1000kcalの 中盤～後半で、

十分な量とは言えないが、遭難パーテイが 3日 で歩

こうとしたコースを4日 間かけて歩いているので、

その点でかなりの余裕があったと言える。

エネルギーの消費量に比べて摂取量が少ない場

合、身体に蓄えられた脂肪 (体脂肪)を 分解してエ

ネルギーを生み出すことになる。しかしこのような



場合でも、消費エネルギーの 6～ 7割 くらいのエ

ネルギーは食物 (特 に炭水化物)か ら補給しないと、

疲労が起こる (註 2)。 また、筋肉や内臓などのタン

パク質を分解 してしまうことにもなる (註 3)。

また、エネルギーの摂取が少なければ体熱の発生

が少なくなり、低体温症に対する抵抗力 も落ちる。

また、震えによる熱産生も十分にできなくなる。今

回、震えを経験せずに低体温症になった人もいたが、

これは激しい運動量によってエネルギーを消耗し尽

くしてしまい、震えることさえもできなかったため

とも考えられる。

生還者のコメントを見ると、途中で食べたことが

良かったと述べている人が何人かいる。「猛烈にお

腹が空いたので食べた」「アメ玉 1個 を食べただけ

で、こんなに違うのかと驚いた」というコメントや、

「悪天時なので、身体を動かすために食べなければ

ならないと判断して食べた」という人もいた。死亡

者については不明に近いが、「 (亡 くなったある人に)

食べた方がいいと勧めたが、食べなかった」という

生還者のコメントもあった。

以上をまとめると、今回のツアー参加者のエネル

ギー摂取量は、気象条件などのコンディションが良

いという条件の下で、しかも身体に備蓄した体脂肪

をできるだけ活用した状態で、疲労せずに歩ける最

低ラインに近いものであったと考えられる。そして、

なんらかの理由で、より大きなエネルギーが必要な

条件になった場合には対応できなくなるという、脆

弱なものであったといえる。

エネルギーの摂取量がこのように不足していた理

由として、寝具・食料持ちでの 3日 間の縦走であっ

たため、荷物の重量との関係で食べ物を十分に持っ

て行けなかったことがあげられる。また、人数の多

さに対してコンロの個数が限られていたり、早立ち

が必要なために十分な調理時間がとれなかったとい

う理由も考えられる。またそれ以前に、どの程度の

カロリーを持った食料を準備すべきか、といった指

運動生理学の観点から見た本遭難の問題点と今後に向けての提言

針がなかったことも問題である。 さらには、行動中

に定期的に食べるという基本技術を行なわなかった

(行 なえなかった)と いう、知識や経験不足の問題

も考える必要がある。

I～ Ⅳで述べたことを総合すると、この事故の背

景として、運動生理学の立場からは次のような直接・

間接さまざまな要因が考えられる。

最も直接的な要因としては、遭難当日、かなりの

寒さに加え、暴風に曝されたことによる体温の喪失、

その風に逆 らって歩きにくい道 (雪、岩、木道、渡

渉)を 歩いたことによる体力の消耗、そして、その

ような疲労困億の後に、北沼分岐で吹き曝 し状態の

まま長時間の停滞をしたことによる急速な冷え、ま

た、それらの悪条件に対抗するための着衣の不備や

エネルギー補給の不足、などがあげられる。

次に、これに準ずる要因として、3日 間にわたる

重荷を背負っての長時間の縦走 (3日 目だけではな

く2日 目の天気や道の状態も悪かった)に よる疲労

の蓄積、その間のエネルギー補給量の慢性的な不足、

避難小屋泊まりによる疲労回復の遅延、前日の雨に

よる衣類の濡れ、などが考えられる。

また、この登山の開始以前の問題として、体力的

にハー ドな トムラウシ登山 (荷物が重い、1日 の行

動時間が長い、3日 間を要する)に対 して、余裕を

持って対応するだけの体力の不足、食糧の準備不足、

悪条件下での登山に対する知識や経験の不足 (持っ

ていた衣類を着ていない、エネルギーを補給してい

ない)な どが考えられる。

上記のような直接的 。間接的な要因のうちでどれ

が最も重要かというよりは、これらのすべてが密接

に関連しながら今回の遭難に関わっていたと考える

べきである。

言提たけ向“に止防故事の後△
７

Ｖ

隋
靡

躙

７
／



以上のことを考慮した上で、今後の事故防止に向

けて、ツアー会社、リーダー、ガイド、ツアー参加

者が考えるべきことをあげてみる。なお、低体温症

の事故だけに限らず、昨今の中高年登山者によるさ

まざまな様態の事故についても同様な背景があるよ

うに見えるので、そのことも含めてやや広い視点か

ら考えてみたい。

(1)登山に必要な基礎知識や技術の再確認 と

その啓蒙 。指導

山で遭遇する気象 (環境)的 な要因や、登山者の

身体能力に関するさまざまな基礎知識について、旅

行社、リーダー、ガイドはもとより持つ必要があ

る。しかしそれだけではなく、このような知識をツ

アー参加者に対しても事前に啓蒙しなければならな

い。また登山中にも、必要な対処ができているかを

チェックしたり、指導したりする必要がある。さら

には、このような知識や技術を、参加者が自立して

使いこなせるような教育をしていく必要もある。今

回のトムラウシ登山で言えば、以下のような項目が

あげられる。

①登山に関する一般的な知識として

。低体温症の知識 (体温が35℃ 以下で起こる、夏

山でも起こる、風や濡れの影響など)

。中高年の身体に関する知識 (基礎体力が一般的に

低い、体力の個人差が大きい、環境変化に弱い、体

格差や男女差など)

。登山に必要な基礎体力とそのトレーニング方法

・登山中に起こる疲労などに対する一般的な知識と

その対策

・登山中のエネルギー消費量と摂取量についての一

般的な知識や対策

。参加者の登山経験や知識・技術・体カレベルの把

握

②今回の トムラウシ登山に特化した知識として

。北海道の山の一般的な気象 (夏 でも雪が降ること

があるなど)

・ トムラウシ山域の気象の特徴 (地形、風の特徴な

ど)

。今回のような素泊まり縦走の体力的負担度に対す

る認識やそのトレーニング方法

。今回の登山で用意すべき食科についての知識、行

動中の補給方法など

。今回の登山で用意すべき衣類や雨具の知識、行動

中の着脱の判断、小屋での乾燥方法

。上記の各項目について、考え得るさまざまな悪条

件下でどのようになるのかという知識や、どのよう

に対処すべきかというシミュレーション

(2)目 的 とする登 山コースに必要な体カ レベ

ルの把握

ある登山コースを歩こうとする時に、どの程度の

体力が要求されるのかを把握することは重要で、こ

の点は乗 り物で移動する (体力を使わない)一般の

旅行ツアーと根本的に異なる。これについては昔か

ら、ガイドブックやツアー会社が独自に、「初心者

向け」「一般向け」「健脚向け」といった表示をしたり、

星の数で体力度を示したりしてきた。ただし、それ

らは経験的・主観的に割り出された基準であり、ガ

イドブックの作成者やツアー会社によって、かなり

のばらつきが見られたりもする。

このような要素をより客観的に捉える方法とし

て、ツアー会社やガイドは、図4のエネルギー公式

を使って、目的とするコースを歩くために必要なエ

ネルギー量を計算することを提案したい。この計算

により、そのコースを歩くために必要な体力度を数

値で把握することができる。同時に、その登山で摂

取すべきエネルギー量も分かるというメリットもあ

る。

表 5は、ある日本百名山ガイドブックのデータを

参考に、いくつかの山で、あるコースから登山をし

た時に、どの程度のエネルギーを消費するかについ

74



運動生理学の観点から見た本遭難の問題点と今後に向けての提言

表5 主な日本百名山の体力度と「ルート定数」
「ルー ト定数」 とは、図 4の 「エネルギー定数」に標準タイムを当てはめた時の値である。これに (体重+ザ ック重量)を掛 けるこ

とによって、標準タイムで行動 した時のエネルギー消費量を kcal単位で求めることができる (歩行時間がこれよりも遅かったり早

かったりする場合には,図 4の公式 を使 って改めて計算する必要がある)。 2日 間以上で歩 くコースの場合は、ルー ト定数が大き

な値 となっているが、これは2日 間分以上の消費エネルギーを累積 しているためである。

*そ れぞれの山のコース概要は、『日本百名山山歩きガイ ド(上・下 )』 (る るぶ社)に掲載の資料 を用いた。 トムラウシ山の部分は、

トムラウシ温泉からの往復コースが採用 されている。なお、今回の遭難パーティが歩いた3日 分のコースのルー ト定数を計算する

と、 1 日目 :308、  2日 目 :29.1、  3日 目 :261 となる。

て、図 4の式を用いて計算 した結果である。この

表に示された「ルー ト定数」は、そのコースで必

要なエネルギー消費量を表す係数で、これに (体重

十ザック重量)を 掛ければ、各人が消費するエネル

ギーをkcal単位で算出することができる。

この表を見ると、星の数とルー ト定数との間には

ある程度の相関がある。しかし、同じ星の数の付い

た山であっても、ルート定数の値はかなり違うこと

も分かる。ツアーを企画する際には、目的とする登

山コースについて、星の数といった経験的な体力度

だけではなく、エネルギー計算から求めた客観性の

ある体力度についても把握しておくべきである。

また、図 4の式を使えば、ザックの重量の増加に

よって消費エネルギー (体力度)が どのように変わ

躙
蔵王山   ★       日帰 り        16     39    025    016     66

草津白根山 ★       日帰 り 34      87     044     044     134

斜EEf書      ☆★           前夜,自 。 日り尋り         4 8          8 1          0 99        o 99        21 5

雌阿寒岳  ☆☆      前夜泊 。日帰り    35     71     0.82    083    171

魚沼駒ヶ岳 ★☆      1泊 2日 102     157     129     200     371

至仏山   ★☆      1泊 2日 85      205     088     088     308

谷川岳   ★★      日帰 り 54     77     069     141     198

筑波山   ☆☆      日帰 り 33     51     071     043     148

立山    ★★      前夜泊 。日帰 り    61     99     1 01    l o1    24 6

利尻[]      ★☆★         前夜

'自

・ 日り尋り        9 3         12 2        1 53        1 53        36 6

羅臼岳   ☆★★     前夜泊 。日帰 り    73     138    148    148    32.8

大雪山   ☆☆★     前日泊 。日帰り    74     130    1.30    121    310

トムラウシ ★☆★     前夜泊 。日帰 り    110    162    149    149    405

鳥海山   ★★★     前夜泊 。日帰 り    97     150    135    127    361

巻機山   ★★☆     前夜泊・日帰り    78     147    152    152    346

富士山   ☆★★     1泊 2日 90     162     1 70     1 70     391

白馬岳   ★☆☆     前夜,自・ 1,自 2日    108    157    195    1.34    444

後方羊蹄山 ★☆★☆    前夜泊・日帰 り    108    168    181    181    438

朝日岳    ★★★★     南藤更,自
。1,自 2日      122      18 1      1 78      1 78      46.2

飯豊山   ☆★★☆    前夜,自・3泊 4日    284    350    313    319    948

会津駒ヶ岳  ★☆★★      前夜

'自

。 日帰り       8 7        14 4       1 38       1 38       34 5

平ヶ岳      ★☆★★       前夜,自
。 日帰 り        9 9        20 2        1 75        1 75        42 5

幌尻岳   ★★★★★   1泊 2日 143     238     214     2.14     556

皇海山   ☆★★★☆   前夜泊 。1,自 2日    14.2    263    248    248    597

７
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るかも計算できる。たとえば、体重 50kgの 人がザッ

クなしで登山をした時のエネルギーを 100%と する

と、5kg、 10 kg、 15 kgのザックを背負った時には、

エネルギー消費量はそれぞれ 10%、 20%、 30%増

えることになる。

なお、図 3で も見たように、同じコースでも好天

時と悪天時とでは、要求されるエネルギーや体力が

一変してしまうということについての認識も重要で

ある。たとえば、風速 10mの風に逆らって歩く場

合には、無風でそのコースを歩く場合の 5割増しの

体力が必要であり、パーテイの力量によっては停滞

あるいは退却の必要も出てくるだろう。ガイドブッ

クでは通常、好天時を想定した記述をしているので、

この点は盲点になりやすいと考えられる。

(3)ツ アー参加者の体カ レベルの把握

登山コースの体力度を把握するだけではなく、参

加者の体カレベルについても評価し、両者の間に

ギャップがないようにすることが、安全登山にとっ

てきわめて重要である。

体力が弱い人でも、普通の人よりも多くの時間を

かけてゆっくり歩けば、どんな山でも登れてしまう

ということはあり得る。しかし、必要以上に長時間

歩くことで、天候の急変などにさらされる危険性も

大きくなる。トムラウシ山のような緊急避難の難し

い山の場合、やはリー定レベルの体力を持ち、コー

スタイムどおりに歩ける体力を持つことが、安全性

を高めるための必要条件である。

表 6は、国立登山研修所が中心となって開催して

いる中高年安全登山指導者講習会に参加した、約

100名 の登山者へのアンケー ト調査のデータであ

る。初心者向けコース、一般向けコース、健脚向け

コースでのトラブル発生状況について尋ねている。

これを見ると、初心者向けや一般向けコースではト

ラブル発生率は低いが、健脚コースになると急激に

その発生率が高くなっている。

この表から、健脚向けコァスがとりわけ体力的に

ハードなものであることが窺えるが、それと同時に、

そこを歩く人のかなり多くが、それにふさわしい体

力を持っていないことも分かる。この表の調査対象

者は、指導者向けの講習会に参加するという意識レ

ベルの高い人たちであり、ツアー登山の参加者や未

組織登山者などの場合には、 トラブル発生率はさら

に高くなるだろう。健脚向けコースを歩いた時に、

いつもトラブルが起こるという人は、厳しい言い方

をすればそのコースを安全に歩く資格はないという

ことである。

図 5も 、上記の講習会で得たデータの一つである。

登山のガイドブックに示された標準コースタイムに

対して、それよりも速く歩いても苦しくないと答え

た人 (楽 )、 コースタイムどおりに歩いてちょうど

よいという人 (普 通)、 コースタイムどおりに歩こ

うとすると苦しいという人 (き つい)に 分け、さら

に彼らの脚力も測定して、その関係を見たものであ

る。この図から、体重当たりの脚力が高い人ほど、

楽に登山ができることが分かる。言い替えると、脚

力が弱い人はコースタイムどおりに歩けない可能性

が高く、このような人がハードな山に行けば、安全

な登山は覚束ないことになる。

このようなデータからも分かるように、ツアーを

募集する際には、参加者の体カレベルのチェックを

することが重要なポイントである。脚カテストのよ

うな体カテストを行なうことは難しくても、健脚向

けコースのツアー募集の際には、「健脚コースをコー

スタイムどおりに歩いて、特に身体にトラブルが起

こらない人であること」あるいは「体カ トレーニン

グを行ない、出発前までにはそのような水準を身に

付けておくこと」といった注意書きをつけるべきで

ある。

逆に、このような能力を満たさない参加者がいた

場合、その本人にとってリスクが大きいことはもと

より、最も弱い人に合わせて行動するという登山の
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表 6 登山コースの体力度 と トラブル発生状況 との関係

初心者向け、一般向け、健脚向けコースにおけるトラブル発生状況。体力度が上がるにしたがい、 トラブルの発生数は急速に増え、

健脚コースになると多くの人で弱点が露呈してくる。

〕癬
鸞 |:::::::|::::|:,|
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中

懺̈饒
一̈̈一̈一̈一̈̈

導諄鸞書
:露T爾壕
■,構群

初心者コース

(97メ、)

1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 o o o l o

一般コース

(97人 )

410514210623635231

健脚コース

(91人 )

17   30   27   32   12   33   16    5    11   22   14   31   12   18   5

原則により、行動の途中で天候が悪化 した場合など

には、パーティ全体が危険に曝されることにもなる。

ひと昔前の山岳会や山岳部では、「目的の山に見合っ

た体力や技術がなければ、連れて行かない」という

単純な原則があり、それが安全性にも繋がっていた。

一方、不特定多数が参加するツアー登山では、その

あたりの線引きが曖味になりがちである。 しかし、

これをしっかり行なわない限り、安全性は確保でき

ないだろう。

(4)エ ネルギー補給量の明確化

登山は、低地で健康のために行なうウォーキング

などとは異なり、行動中に莫大なエネルギーを消費

する。したがって行動中、定期的に食べ物を補給す

ることは、筋肉や脳の疲労を防いだり、低体温症を

防ぐ上で重要である。正 しく食べるということは、

登山用具を正しく活用するということと同じように

大切なことである。しかしこれまでは、ある登山コー

スを歩 く時に、どれくらいのエネルギーを補給すれ

ばよいのか、といった具体的な指針が明示されてこ

なかった、という問題もある。

図 4の公式を使えば、その登山で消費するエネル

ギーを概算できる。そして、それに見合ったエネル

ギーを行動中に補給することで、より安全で快適な

登山が可能になる。なお、行動中のエネルギー補給

きつい 普通       楽

図 5 脚筋力と登山能力との関係
(山本と西谷,登山研修,2009)
コースタイムで歩いた時に、「楽」に歩けると答えた人は、
体重当たりの脚筋力が高い値を示す。

量の目安は、図 4の式で算出されたエネルギー消費

量と等しくする必要は必ずしもなく、その 7～ 8割

程度を最低ラインとして補給するものと考えればよ

い (註 4)。

なお、数日間の泊まりがけの山行の場合、十分な

食事が出る有人小屋であれば問題はないが、今回

のトムラウシ登山のように無人小屋 (あ るいはテン

ト)で 自炊する場合には、行動中だけではなく1日

当たりの総エネルギー消費量についても考慮しなけ

ればならない。このような場合には表 4を用いて、

安静時の代謝量も加味したエネルギー補給量を計算

することが必要になる。

図 6は、登山によく持って行く食糧のいくつかに

ついて、そのエネルギー量を示したものである。こ

れを見ると、たとえば朝にカップラーメン、昼に菓

体
重
当
た
り
の
筋
脚
力
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ヽ
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白米、赤飯、五日飯、

山菜おこわなど

ビーフカレー&ラ イス

エビピラフ

汁粉

雑煮

カップラーメン

カップうどん

1食 100gで約 370 kcal

l食 76gで 328 kcal

l食 77gで 281 kca

l食 60gで 229 kcal

l食 40gで 1 47 kcal

1食 59gで 280 kcal

l食 95gで 41 3 kcal

:螂継鐵難警華華:彗:彗華華婆攀難撃華華器:華難1暮華:

インスタン トラーメン  1食 101gで 468 kcal

たとえば、今回のトムラウシ登山の場合で言うと、

天候が良い場合でも、「ザックは10～ 15 kgを 背負

うことが必要 (旅行社が示した目安を超えるという

認識も必要)」 「毎日8～ 10時 間歩く」「3日 間連続

で歩く」といった体力が必要になる。

一方、今回のツアー参加者は、表 2か らも分かる

ように、普段から山に多く行ったり、もしくは日常

でよく運動をしていることは確かである。しかし、

トムラウシ登山で要求されるような運動、つまり重

い荷物を背負ったり、1日 に10時間近く歩いたり、

それを数日間連続で行なうといったトレーニングは

していなかった人もいたことが、「初めての重さの

ザックで不安だった」といったコメントからも窺え

る。

一方、今回の遭難パーテイと同じ日に、同じコー

スを前後 して歩いた伊豆ハイキングクラブから得ら

れたコメントは興味深い。このクラブでは、 トムラ

ウシ登山をするにあたり、15 kgの ザックを背負っ

た日帰 り山行を3回、ノルマとして行なっている。

また、雨の日の登山もトレーニングとして行ない、

さらには熊避けスプレーの使用実験なども行なって

いる。このような、目的とする山を想定したさまざ

まなシミュレーション・トレーニングをすることが、

最も効果的な方法である。

ツアー登山の場合、このような体系的なトレーニ

ングをすることは難しいだろう。しかし、募集のパ

ンフレットなどには、「このコースに参加を希望す

る人は、①ザックは最低 12 kgを 余裕を持って背負

える、② l日 に10時間程度は余裕を持って歩ける、

③ 3日 間連続で余裕を持って歩ける、という能力を

事前にトレーニングしてきて下さい。またこの条件

を満たす自信のない方は、参加をご遠慮下さい (あ

るいは、ポーター付きのツアーの方に参加して下さ

い)」 といった条件を明示すべきである。また、こ

のような啓蒙により、参加者の意識や自主性を高め

る契機にもなるだろう。

奎難菫鋼華彗撃ミ轟華難導華義彗襲曇毒1

ジャムパン

メロンバン

あんバン

カレーパン

1食 120gで 327 kcal

l食 99gで 383 kcal

l食 153gで 336 kcal

l食 99gで 356 kcal

l食 102gで 392 kcal

力ロリーメイ ト     1箱 80gで 400 kcal

ソイジョイ各種     1パ ック約 30gで 約 1 30 kcal

アメ           1袋 123gで 482kcal(1個 1 5kcal)

チョコレー ト      1箱 58gで 324 kcal

i鸞輔鱗難難華ギ灘導熱難灘総灘慕蒸
ウイダーインゼリー   1回 分 180gで 1 80 kcal

パワージェル      1回 分 41gで 1 20 kca

導 華饗華繋辞難:羅:奪華葬難華華 :萎華 議彗墨菫響 華難華華姜:

スポーツドリンク    1リ ットル用 74gで 288 kcal

図 6 登山に持 って行 く食品のエネルギー量

登山者が山によく持って行く食品のいくつかについて、工

ネルギー (力 ロリー)量 を示 した。ここに示したものは、あ

る食品メーカーのある製品の値であり、ほかのメーカーの

ものでは分量やエネルギー値もかなり異なることに注意。

子パン2個、晩にフリーズドライのご飯を食べたと

しても、およそ 1300kcalに しかならないことが分

かる。図4や表 4で求めたエネルギー消費量に対し

て、この表に示したようなエネルギー量を参考にし

て、必要十分な食料を準備する必要がある。

(5)体カ トレーニング法の再検討

登山のための体カ トレーニングを考える時、目的

とする山によって、必要とされる体力が異なること

は当然である。しかし、このことは頭では理解して

いるつもりでも、実際のトレーニングには生かされ

ていないケースが多い。
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Ⅵ おわりに

中高年の登山ブームの背景には健康志向がある。

そして登山は、適切なやり方で行なえば確かに健康

に良い運動である。しかし実際には、無理なやり方

で登山をする人も多く、事故の多発、そして右肩上

がりの増加傾向、というマイナス面も顕在化してい

る。無理な登山が行なわれている背景の一つとして、

運動生理学に対する知識の欠如がある。

健康のための運動といえば、ウォーキング、ジョ

ギング、水中運動などのエアロビクスが思い浮か

ぶ。これらの運動指導を行なう際には、薬の処方に

ならって運動処方という言葉が使われ、各人の能力

に合わせた運動プログラムを提供する。そして、そ

の背景となる理論や方法論も、過去の多くの研究成

果によって裏打ちされ、それらを身に付けた指導者

には専門の資格も与えられている。

これに対して登山界では、このような意味でのノ

ウハウが、現在のところほとんどない。健康のため

に登山をすることを考えるのであれば、一般的なエ

アロビクスと同様、各人の身体に合わせた方法で行

なうことが必要である。そして、ツアー会社やリー

ダーは、それに関する最低限の知識や方法論を持っ

ておく必要がある。

このような認識はこれまで、ツアー登山界はもと

より、登山界全体を通してもほとんどなかったこと

である。しかし今後、安全で健康的な登山を発展さ

せていくためには、このような「登山処方」ともい

うべき知識や方法論が不可欠である。今回の遭難事

故を特殊なケースとして位置付けるのではなく、登

山界全体の問題として捉え、安全登山のシステムを

構築していくことを真剣に考えるべき時期に来てい

る、と言えるだろう。

運動生理学の観点から見た本遭難の問題点と今後に向けての提言

註 1:ほ かのスポーツでは、72kmの 山岳耐久 レースで

2100U/1、  42kmの フフレマ ラソ ンで 1500U/′、 100 kmの ウ

ル トラマラソンで 8900U/1と いった値が報告されているが、

これ らと比べても高い値である。なお、CKが高いことの

もう一つの理由として、強風によって何度も転んだために、

筋肉が壊れたことによる影響 も考えられる。

註 2:運動時のエネルギー源 となるのは主 として脂肪 と炭

水化物であるが、前者は相対的に運動強度が弱い時に、後

者は強い時ほど利用率が高まる。今回のような非常に激 し

い運動をする時には、大部分のエネルギーを炭水化物が供

給することになる。ただし、体内における脂肪の備蓄量は

莫大であるのに対 し、炭水化物の体内貯蔵量はわずかであ

り、中程度の運動を続けた場合でも、約 90分程度で枯渇 し

てしまう程度 しかない。このような理由か ら、行動の途中

では、炭水化物を多 く含んだ食物の定期的な補給が重要だ

ということになる。

註 3:実際に、生還者のうち 3名 の病院収容時の血液デー

タを見ると、尿素窒素 (タ ンパク質が分解された時に生 じる

物質)の値が、基準値よりもかなり高い値を示 していた。

註 4:残 りの 2～ 3割 は体脂肪か ら供給 されることが見込

めるため。なお、運動中の脂肪の燃焼率は、体力のある人

ほど大 きく、体力のない人ほど小 さくなる。 したがって、

体力のあるガイ ドであれば、行動中にあまリエネルギーを

補給 しなくても支障なく歩ける。 しかし、一般的な
´
ツアー

参加者 (体力のあまりない人)で は、行動中にた くさん食べ

る必要があることに注意する必要がある。
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