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THE INFLUENCES OF THE SIMULATED HIGH ALTITUDE
TRAlNlNG ON WORK CAPACITY IN THE ALPINIST

‑MT. KARYOLUNG EXPEDITION MEMBERS‑
Katsumi ASANO, Akira MATSUZAKA, Kohji HIRAKOBA and Sub SUNOO*
Laboratory for Exercise Physiology, Institute of Health and Sport Science, The University of

Tsukuba
The purpose of this study is to elucidate the physiological effects of the simulated high altitude

training to cardiopulmonary and metabolic function in Mt. KARYOLUNG expedition members at rest
and during maximal work in sea level and 4,000m simulated altitude.
Subjects were three men in aged 22 to 29. For high altitude training, a submaximal pedalling on

Monark ergometer (60rpm.) at the load of 180 kpm/min. to 630 kpm/min. of 60% V02max for 30 to
60 min, was performed for 12 weeks with 1‑2 times per week at hypobaric chamber in 5,000m, 6,000m,

6,500m and 6,700m simulated altitude before their departure for expedition. For maximal aerobic
power and anaerobic threshold (AT) determination test, exhausting maximal pedalling work that load

was increased stepweise by every I min. from 180 kpm/min. up to exhaustion were performed at sea

le̲vel and after 30 min. exposure to Pb 462 mmHg in 60m3 hypobaric chamber.
1) VO,max in sea level and 4,000m simulated altitude increased by 4.1% and 6.4%, respectively, after
12 weeks simulated high altitude training and also V02max/kg in sea level and 4,000m increased

by 4.9% and 6.6%, respectively. These increments of V02max in 4,000m altitude by this training
were effectively 1.3 to 1.6 times more larger than that of V02max in sea level.

2) AT (OBLA‑VO.) in sea level and 4,000m altitude increased by 8.7% and 17.3%, respectively, after

this training. AT (OBLA‑VO,lkg) in sea level and 4,000m altitude increased by 5.6% and 17.3%,
respectively. These increments of AT in 4,000m altitude by this training were 2 to 3 times more

larger than that of AT in sea level and also more effective than that of VO,max.

3) RBC, Hb and Ht at rest and exhaustion in sea level were increased by ll‑16%, 9‑13% and 5‑20% ,
respectively, after this training. WBC at 4,000m altitude increased by 40‑50%.

4) Both OH and OK members who indicated 7‑15% increases in V02max and 9‑21% increases in AT
in sea level and 4,000m altitude after this training, showed no high altitude induced complaints at

former periods of their actual climbing.

On the contrary, DH member who didn't show a increase in VO,max and AT in sea level by this

training, had been suffered with high altitude discomfort by the symptom complex of edema and
headache during whole his mountaineering.

From these results it would be suggested that the improvement in maximal aerobic power and
anaerobic threshold level by the simulated high altitude training might be effectively contributed to

prevent for mountain sickness and take a acclimatization to the actual high altitude climbing.
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I

大酸素負債能および血液系の有意の増大ないし高

はじめに

進が解明されて来ているI〕9〕14〕。一方，登山時の適

Weingartら22〕は，1946〜1978年の33年問にヒマ

応能および体力向上のためのトレーニシグに関し

ラヤの5，000m以上の高所に14日問以上の遠征を
行った402隊の3，200人の登山者について調査し，

ては，1814年にA1exander

高山病の発症率と致死率は8．6％，0．3％，登はん

南米の高所3，700mにおいてトレーニングされた

時事故率と致死率は8．2％，2．5％であったと報じ

人の高所耐性の大きいことを指摘する報告がある

von

Humbo1dtlo）が，

ている。この登はん時事故の背景には，高山病に

に過ぎない。すなわち，登山者への登山直前の高

起因するものが潜在していることが当然考えられ

所トレーニングが，有気的および無気的作業能さ

る。さらに近年，1978年のMessnerとHabe1erによ

らに血液性状に及ぼす影響と，その高所馴応が登

る工ベレスト無酸素登頂以来，無酸素による高所

山活動時生体反応に及ぼす影響に関する研究は，

登はんが日常化しつ㌧あることが，高｝病による

未だ十分に為されていないのが現状である。

事故発生を年々増大させることに関与しているも

そこで1982年，ネパール・ヒマラヤ冬季キャリ

のと想定される。そこで高所登山時の高山病発症

オルン峰（6，681m）登頂を期す建設省国土地理院

を可及的に軽減させ，かつその罹患を予防する方

隊の隊員に対し，出発直前3ケ月問にわたり低圧

策として，登山開始直前に予め低圧環境シミュ．

環境シミュレーターによる高所馴応トレーニング

レーターによる高所馴応トレーニングを実施して，

を実施し，その呼吸循環系・血液系に及ぼす影響

有気的および無気的作業能を向上させ低圧・低酸

を明らかにし，さらに登山活動時生理的応答との

素耐性を高めておくことが，一部有効であろうと

関連について検討しようとするものである。

いう仮説を持つものである。いわゆる「高所馴応

トレーニング」は，標高2，300mのメキシコシ

II対象および方法

ティーでの1968年メキシコ五輪を契機として，ス

被検者は22〜29歳の健康成人男子3人であり，

ポーツ医学および高所生理学にとって重要なテー

登山歴は冬山経験3〜4年で主に国内の3，000m

マとなり，乗鞍岳や低圧室での数週問にわたる低

級の登山経験5〜10年の者で，その身体特性萄よ

圧環境下トレーニングに伴う最大酸素摂取能，最

び最大酸素摂取能（VO．max）を表1に示した。

Tab1e1

Physica1characteristics

and

aerobic

work

capacity

in

the

subjects

(kg)

ml. kg 1 min l

60 . 4

3 . 19

52 . 8

28

169 . O

60 . 5

2 . 64

43 . 6

29

158 . O

53 . 5

3 , 03

56 . 6

)

blood

l ' mm

170 . O

maxと無気的作業閾値＜Anaerobic
of

V02max (sea level)

22

トレーニング前後および帰還後3週目のVO．
（AT）としてのOnset

Weight

cm

O.K.
D.H.
O.H.

(

(yrs)

Height

Age

Sub jects (male)

thresho1d，

1actate

accu・

mu1ation（OBLA）〉の測定は，25℃，60％に保持

き，180kpm／min（O．5kp）強度よりexhaustionに

至るまで，1分毎に90kpm／min（0．25kp）強度ず
つ負荷を漸増する方法により行った（図1）。すな
わち，酸素摂取量（VO。）はダグラスバッグ法によ

した体育科学系環境制御装置（61㎡容量，島津製）

り，4分目の180kpm／min（0．5kp）強度から

を用いた。すなわち平圧下および4，000m相当高度

exhaustionに至るまで毎分連続的に採気し，標準

（462㎜Hg）の低圧環境において，各高度での30分

安静後にMonark杜製自転車エルゴメーター（60
rpm）により最初4分問の無負荷運動の後に引続

ガスにより較正した質量分析計（Perkin−E1mer
製，MGA−1100）によりF．O。およびF．CO。を分析

して求めた。血中乳酸濃度（HLa）は23Gx19㎜の
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かったが，最高心拍数はトレーニング後および帰
還後に高値を示した。一方4，000mでは全般的にト
レーニング後および帰還後は，一定VO。に対する
昌ea

心拍数はやΣ低値を示す傾向がみられたが，最高

leve1（760mmHg）

4000m（462㎜Hg）

E圭hau昌tion

Exe「MM．na舳抑1ee「隣鮒

心拍数は三者とも同一水準を示している（図5）。

絶対値および体重当りVO．maxのトレーニング
前・後および帰還後についてみたい（表2）。なお

O．25KP

トレーニング前，後の体重ば，平圧下で各平均58．5

㎏，58，0㎏および4，000mで各平均58．O，58．4㎏を
Rest

P

0．5KP

0−50−4−6−8−1O−12−14−16一ユ8（mi・〕

はDHが約5㎏の減少を示した為に他の2人はほ

寸O，．寸E

Qlood
HR．RR

ぼトレーニング前後と同等であるが，平均値は
56．5㎏と約3％の減少であった。まず平圧下の絶

B

Fig．1

示し，各O．5㎏以内の変動であった。しかし帰還後

Protoco1of

the

experiment．

対値VO・maxはトレーニング前の平均2．962／
min（3．21，2．64，3，032／min）がトレーニング

翼状針を手背部表在静脈に挿入し，三方活栓を介
して採気と向期して毎分連続的に採血し，採血後

後に平均3．082／min（3．56．2169，3．002／min）

直ちに採血したサンプルをRoche社製Lactate

min（3．37，2．59，2．752／min）となりほぼトレー

ana1yzer（LA−640）により分析して求めた。また

ニング前に戻っている。また体重当りVO．maxも

と4．1％の増加傾向を示し，帰還後は平均2．902／

血液性状〈赤血球（RBC），白血球（WBC），血色

トレーニング前の平均51．0m2／㎏／min（53．0，

素（Hb），血球容積比（Ht）〉については，安静時

43．6，56．6m2／㎏／min）がトレーニング後には平均

とexhaustion3分後について採血し自動血球計
算器により求めた。

一方，低圧環境下トレーニングは，当環境制御
装置を用いて，1982年8月27日より11月27日まで

Sub：O．H．（29yrs），4，000−6，500m×（ユ4）

Test（V02max，AT）
4，000m×（3）

の3ケ月問（週1〜2回）にわたり実施した。す
なわちトレーニング高度は5，000m相当高度（405

㎜Hg），6，000m相当高度（354㎜Hg），6，500m相
当高度（330㎜Hg）および6，700m相当高度（321㎜

最高約150拍／分の心拍水準の強度で，30分問から

60分問にわたりO。吸入をしないで運動を継続し
てトレーニングを実施した（図2〜4）。

m

結

果

心拍数のVO。増大に伴う変化をトレーニング
前・後および帰還後についてみると，平圧下では
VO。約1，52／min以下においてトレーニング後に
明らかな低値を示し，帰還後にトレーニング前の
値に戻る傾向がみられる。VO．1，52／min以上の
強度ではこのような明らかな傾向は認められな

Sept．25

Nov．16

Training（60％VO，max，HR≒150，60rpm）
5，000m×（3）

・・凧∫臥∫兀

回の．トレーニングを行った。運動はMonark社製
も約60％VO．max（0．5〜1．75kp強度），すなわち
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Aug．28

Hg）の4種の高度において各2〜5回，計11〜12
自転車エルゴメーター（60rpm）により，各高度と

Pre

Sept．27 Oct．1

0ct．5
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・皿凡凡∫λ
Oct．8

0ot．19

0ct，26
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・皿凡凧凧
Nov．2

Fig．2
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training
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Test(V02max, AT)

Post

4 OOOmX ( 2 )

' Pre
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Fig. 3

The program of simulated high

Fig. 4

The program of simulated high

altitude training for Sub. O.K.

altitude training for Sub. D.H,

including physical training

including physical training

intenstiy, duration and frequency

intensity, duration and frequency

at each altitude.

at each altitude.

Table 2

The mean maximal oxygen uptake (VO,max, 1/min and m /kg/min) at
sea level and 4,000m simulated altitude before, after <post (1)> training

( ):SD

and 3weeks after the climbing <post (2)>

X

4,000 m (462mmHg)

A%

X

post( I )

2 . 96 (o . 24)

3 , 08 (o . 36)

4.1

2 . 90 (o . 34)

‑2,0

2 . 20 (O . 17)

2 . 34 (o . 35)

6.4

2 . 31 (O . 29)

5,0

25 . 7

24 , o

1.7

20 , o

5.7

51 . O (5 . 6)

53 . 5 (7 . 1)

4.9

51 . 3 (4 . 2)

1.0

37 . 7 (3 . o)

40 . 2 (6 . 4)

6.6

40 . 8 (3 . 8)

8.2

26 . 1

24 . 9

1.2

20 , o

6.1

x‑c

sea level (760 mmHg)

A%

pre

post ( 2 )

; {
'

sea level (760mnHg)

X

C ¥ 'f>

1 ‑4 , OOOm/SL%

･

X

¥
C

4 , OOOm (462mmHg)

>
{

1 ‑4, OOOm/SL%
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すなわち4，000mでのVO．maxの改善率6．4％は，
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平圧下VO．maxの改善率4．1％よりも大きいこ
と㌧，平圧下に対するVO．max減少率が約2％低
減傾向にあることが指摘されよう。また帰還後の

VO．maxは平圧下では平均2．902／minとほぼト
レーニング前の値に近似したが，4，000mでは平均
2．312／minを示しトレーニング後の平均2．342／

コー
80

minとほぼ同等であり，トレーニング前の値に対

60

る。さらに平圧下VO．maxに対する減少率がト

し5％の増加傾向を維持している点は注目に値す
レーニング後よりさらに低減して20％を示し，ト

80
0．5

1．0

1．5

2．0

2．5

3．0

レーニング前の状態に対し5．7％も低減の少い点

3．5

》02（1・mih1）

は指摘されよう。さらに体重当りVO．maxについ

てみると，これらの傾向はさらに明確にされ，
Fig．5

Comparison
re1ation

of

between

changes
heart

in

the

rate（HR）

4，000mでの体重当りVO．maxはトレーニング前
に平均37，7m2／㎏／minで平圧下VO．maxに対する

and

oxygen

uptake（V02）before，

減少率は26．！％であったが，トレーニング後には

after

training

and

平均40．2m2／㎏／minを示し，6．6％の改善で平圧下

after

c1imbing．

VO．maxに対する減少率は1．2％低減して24．9％
53．5m2／㎏／min（58，9，43．5，57．om〃min）とな

となっている。すなわち4，000mでの体重当りVO．

り4．9％の増加傾向を示し，帰還後はトレーニング

maxの改善率6．6％が，平圧下での4．9％よりも大
きいことと，平圧下に対する減少率がトレーニン

前の値に近似する平均51．3m坦／㎏／min（55，9，
45．8，52．1m2！㎏／min）に低下している。つぎに

グ前の26．1％に比し24．9％と低減していることが

4，000mにおける絶対値および体重当りVO．max

注目される。また帰還後の体重当りVO．maxは，

さらに平圧下VO．maxに対する減少率について

4，000mにおいて平均40，8m2／㎏／minを示しト

トレーニング前・後および帰還後の値を検討しよ

レーニング後の平均40．2m2／㎏／minとほぼ同値で

う。すなわち4，000mでの絶対値VO．maxはトレト

あり，平圧下の値が低下したこともあり4，000mで

ニング前の平均2．202／min（2．44，2．05，2，112／

の体重当りVO．max減少率がわずかに20％とな

min）がトレーニング後に平均2．342／min（2．79，

り，トレーニング前の減少率を6％低減している

1．94，2，302／min）と6．4％の増加傾向を示し，帰

ことが明らかになった。

還後は平均2．312／min（2．71．2102，2．192／min）

図6は血中乳酸濃度（HLa）のVO。との関係を

一となりトレーニング前の値より5％増ではあるが

平圧下および4，000mについてトレーニング前・後

や〉低減を示している。また体重当りVO・maxも

さらに帰還後を比較したものである。平圧下では

トレーニング前の平均37．7m2／㎏／min（40．4，

VO・の約1，52／min以上において，トレーニング

33．9，39．8m2／㎏／min）がトレーニング後に平均

後および帰還後では同一VO。量に対するHLaが

40．2m2／㎏／min（46．5，31，6，42．7m2／min）を示

低値を示す傾向にあり，曲線が全体的には右方へ

し6．6％の増加傾向となり，帰還後はトレーニング

移動しているとみてよいであろう。この傾向は

後よりも高い平均40．8m2／㎏／min（45．0，35．8，

4，000mにおいてはとくに顕著であり，

41，5m2／㎏／min）を示している。4，000mでの絶対

値VO．maxはトレーニング前に平均2．202／min

グ後の右方移動がより著しく，帰還後はや㌧ト
レーニング前の値に近似する傾向にあることが指

で平圧下VO．maxに対する減少率は25．7％で

摘される。さらに最大運動時HLaは平圧下のト

トレーニン

あったが，トレーニング後には平均2，342／minを

レーニング後および4，000mでの帰還後にとくに

示し6．4％の増加傾向となり，平圧下VO．maxに

高値を示している。

対する減少率はやΣ低減し24．0％となっている。
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い（表3）。すなわちOBLA−VO。はトレーニング前
（14

10

「＝

o

Pre

4000m

Post｛1〕

ε12
＾

Post（2）

工

、ノ

ダヂ

圭10
5．

メ◆

3

の平圧下では平均2・082／min（2．18，1・92，2．13．

／。。

［
8旦

2／min）であり，トレーニング後に，平均2．262／

・茎

min（2．33，1．93，2．532／min）と8，7％の増加を

4∵

示しているが，4，000mでは平均1．682／min

…．

（1．84，1．57，1．642／min）より平均1，972／min

2｛

工6

（2．14，1．77，2．012／min）と平圧下での増加率

O

の約2倍の17．3％増を示している。帰還後では平

2

0

圧下で平均2，182／min（2，40，1．93，2．20〃min）

とや〉減少しているが，4，000mでは平均1．832／
O

O．5

1．O

1−5

2．0

2．5

3．0

3，5

min（2．05，1．59，1．842／min）を示してなお平

》02（1・m㎡1）

圧下よりも12．3％の高値である。一これらの傾向は
Fig．6

Comparison
re1ation

of

changes

between

b1ood

in

体重当りOBLA−VO。においてさらに顕著になる。

the

すなわちトレーニング前の平圧下で平均35．8m坦／

1actate

concentration（HLa）and

oxygen

kg／min（36．0，31．2，39．8m2／㎏／min）がトレー

uptake（V02）before，after

training

ニング後に平均37．8m坦／㎏／min（39．2，31．3，48，O

and

after

m2／㎏／min）と5，6％の増加であるが，4，000mにお

c1imbing．

いては平均28．9m2／㎏／min（30．5，26．0，30．9m2／

ATの指標とし、て図6に示すHLa4mM／坦の

㎏／min）から平均33．9m2／㎏／min（35．8，28．8，

値でのVO。値を，OBトA−VO。として表示してト

37．3m2／㎏／min）へと平圧下での増加率の約3倍

レーニング前・後および帰還後について比較した

の17．3％増を示している。また帰還後の平圧下で

Table3

The

mean

and4，O00m
weeks

after

the

altitude

and％V02max）at

sea1eve1

before，after＜post（1）〉training

c1imbing＜post（2）〉

（

A%

and3

）：SD
post( 2 )

A%

i

pre

post( I )

2 . 08 (O . 11)

2 . 26 (o . 25)

8.7

2 . 18 (O . 19)

4.8

1 . 68 (O . 11)

1 , 97 (O . 15)

17 , 3

1 . 83 (O . 19)

12 . 3

19 . 2

12 . 8

6.4

16 , 1

3.1

35 . 8 (3 . 4)

37 . 8 (4 . 8)

5.6

38 . 6 (3 . 2)

7.8

28 . 9 (2 . 3)

33 , 9 (3 . 6)

17 . 3

32 . 4 (3 . o)

12 . 1

19 . 3

lO . 3

9.0

10 . 3

9,0

70 . 3 (2 . o)

70 . 9 (4 . o)

0.9

75 . 3 (3 . 6)

7.1

76 . 6 (o . 9)

85 , 3 (5 . 9)

11.4

79 , 5 (3 . 6)

3,8

X

':>1

4 , OOOm (462mmHh)

simu1ated

X

C

sea level (760mmHg)

OBLA−V02（1／min，m1／kg／min

I
'*
<!

1 ‑4 , OOOm/SL%

O

';>1 '

F

pc)

C

X

l

sea level (760mmHg)

X

4 , OOOm (462mmHg)

<:¥ )
l¥

1 ‑4 , OOOm/SL%
X

:)

<:

sea level (760mmHg)
F

:1c

X

p:).:>

O‑

4 , OOOm (462mmHg)

o

一193一
は平均38．6m2／kg／min（39．9，34．2，41．8m2／㎏／

ニング前・後さらに帰還後もRBCにはほとんど変

min）とトレーニング前の値に対し7．8％の増加

化がみられなかったのに対し，WBCにおいてはト

で，むしろトレーニング後よりも高値を示してい

レーニング後と帰還後に明らかな増大がみられ，

る。また0BLA−VO．maxについてみると，平圧下

安静時およびexhaustion時とも，トレーニング後

ではトレーニング前後とも70〜71％のほぼ一定の

および帰還後は，トレーニング前に比し40〜50％

範囲で差は認められないが，4，000mではトレーニ
ング前の76．6％が85．3％と約11％の増加を示し無

の増大を示している。さらに4，OOOmにおけるHb

気的作業閾値の改善が示唆される。一方帰還後で

exhaustion時において，トレーニングによる変化

は平圧下で約7％，4，000mで約4％の改善率を示

がわずかであるのに対し，帰還後に約10％の増大

している。

を示している。

とHtの帰還後の動態は特異的で，両者とも安静時

つぎに被検者O．H．，O．K．およびD．H．（表1）に

OBLA−VO。は絶対値，体重当り共にトレーニン
グ後と帰還後では，4，000mでの値の平圧下の値に

ついて，ほぼ2週間にわたる登はん行動中の自覚

対する減少率は，トレーニング前に比べ

症状および生理的測定項目について検討したい

3．1〜9，0％の低減を示した。とくに体重当り
OBLA−VO・の低減率はトレーニング後と帰還後

（図8，9）。O．H．，O．K．ともにべ一スキャンプ

（4，300m）以後，第1キャンプ（5，050m）との数

共に！0．3％で同値を示し，帰還後における4，000m

回の往復運動の問に，基礎心拍数および呼吸数は

での無気的作業閾値がトレーニング後とはほぼ同

漸減傾向を示しそれぞれ約50拍／分，15回／分まで

等であることを示唆している。

低下し，安静臥位時収縮期血圧と拡張期血圧の商

図7は平圧下および4二000mでの安静時と

よりBa1keの方式5〕から求めた一回拍出量の指標

exhaustion時の血液性状をトレーニング前・後お
よび帰還後について比較したものである。まず平

H．Oト1MOMO

圧下ではRBCは安静時およびexhaustion時にお
いて，トレーニング後と帰還後にトレーニング前
に対し11〜16％の増大を示し，Hbは9〜13叱，Ht
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る。しかしこの両者とも後半の第2キャンプヘ登
はんするに伴い基礎心拍数および呼吸数は漸増し，

lV

それぞれ最高85〜108拍／分，20〜26回／分に達し，

近年，高所登山の登山形式が従来の極地法から

考

察

またBa1ke方式による心拍出量の指標も上昇傾向

少人数で短期間内に登はんするアルパイン方式に

を示し，自覚的にも頭痛・睡気および食欲不振が

変わり，しかも無酸素登山が日常化しつ〉ある事

著明に表われている。この傾向も下山と共に解消

情などから，登山者の高所耐性能力あるいは高所

し基礎心拍数および呼吸数の急激な低減がみられ

障害への抵抗能の必要が年々高まりつ㌧ある。す

ている。一方，D．H．の場合はべ一スキャンプ到着

なわちWei㎎artら22）の指摘する約3％の高所登

直後より顔面浮腫と軽度の頭痛および咽喉部の痛

山時の死亡事故を可及的に防止するために，高所

みを訴えており，第2キャンプとの5回におよぶ

障害の発生を予防あるいは軽減する方策が真剣に

往復を一週問にわたり継続したにもか㌧わらず，

検討されるべき時期に来ているものと思われる。

基礎心拍数および呼吸数は上昇を続け，また心拍

島岡ら18〕は高所登山能力を最大酸素摂取能から

出量の指標も漸増を示している。とくに後半の第

検討し，体重当り最大酸素摂取量が55m2／㎏／min

1キャンプより第2キャンプ（5，670m）への登は

以上の登山者は高所馴応が比較的早く登頂成功率

一195一
の高いことを報告し，有気的作業能カの高いこと

ング後および帰還後にトレーニング前より4〜7

および高所経験のあることが登山能力を規定して

拍／分（185より192，189拍／分）高値を示してお

いると考察している。また登山者を遠征直前の4

り，とくにトレーニング後のVO．maxが4〜5％

日間にわたり，4，000〜7，000m相当高度での

増を示す一因子として関与しているものと思われ

12〜30分問の最大下漸増負荷運動を自転車エルゴ

る。つぎに4，000mでもVO。と心拍数の関係では，

メーターにより実施し，ムスターグ・アタ北峰

トレーニング後および帰還後に，一定VO。に対し

（7，420m）およびマッキンリー峰（6，194m）への

4〜8拍／分の心拍数低下がみられ最大下運動時

登山能力に及ぼす効果を検討している17〕19〕が，い

の酸素脈の増大，すなわち心拍出能の改善が示唆

ずれも実際の登山活動は重篤な高山病症状を示す

された。一方最高心拍数はトレーニング前・後お

ことなく，とくにマッキンリー峰では鋸歯状登高

よび帰還後も常に180〜181拍／分であり，平圧下最

下降を全くなしに標高差2，000mを7時間の速さ
で登はんが可能であったとして，登山直前の低圧

高心拍数より5〜10拍／分低い値を示している。こ

トレーニングの登山能カヘの効果を否定できない

の直接作用により，Vaga1reStraintの高進をもた

としている。

らすことによるとするCerrete11i6〕の仮説を指摘で

れについては低PaO。刺激が心筋のS−Anodeへ

さらに桜井ら15〕も最大有気的パワーの大きいこ

きよう。このために4，000mでの最大心拍出量は平

とは高所登山に対し有利に作用するのであろうと

圧下に比し約9％低減することを著者ら3〕4〕は明

示唆している。従来，Wi1kerson23〕の指摘するよう

らかにしている。

に「高所順応を促進する人為的な方法はなく，ま

つぎに4，000mでのVO．maxが，トレーニング前

た体力が優れていても，このために急性高山病に

に比しトレーニング後で絶対値および体重当りで

なりにくいとか，高所順応しやすいということも

それぞれ6．4％，6．6％の増加を示し，平圧下にお

ない」とする考え方が支配的であったけれども，

けるそれぞれの増加率4．1％，4，9％の値よりも大

近年のこれら一連の研究によれば，低圧トレーニ
ングによって最大有気的パワーを改善することに

きいことは注目に値する。VO．max増加の機序と

より，高所耐性能力および高所障害抵抗能を高め

血O。較差（a一▽O．D）のいずれか，あるいはその両

る可能性が秘められているように思われる。もっ

者の増加に起因することになるが，4，000mにおけ

ともこの低圧トレーニングの効果の可能性を実証

る6．4％，6．6％の増加は，最高心拍数がトレーニ

するためには，対照群との比較により，しかもト

ング後も不変であったことから，一回拍出量（SV）

しては，Fick

s1awにより心拍出量（Q）．と動静脈

レーニングによる生理的変化と登山活動時の生理

とa一マO．Dのいずれか，あるいは両者の増加によ

的応答の科学的照合が必要であることは当然であ
る。しかしまず低圧トレーニンクの生理的影響の

ることになる。

本態を解明することを第一ステップとし，その登

よりも4，000mにおいて比較的大きい機序を検討

山能力に及ぼす効果については，客観的基準のも

するために，逆に4，000mにおけるVO．maxの平圧

とに対照群の設定を期しながら遂次検討して行く

下VO．maxよりも低減する原因を根拠に考察し

トレーニングによるVO．max増加率が，平圧下

べきものと考える。そこで本研究は従来の研究

てみたい。すなわち元来，VO．maxは最大心拍出

が17〕19〕，出発前の数日間の低圧トレーニングで

量（Qmax）と最大動脈血O。含量（〔CaO。〕max）

あったことに鑑み，週1〜2回で約3ケ月間にわ

の積で示されるから，4，000mにおけるこの両指標

たる比較的長期間のトレーニングを実施したもの

について検討する。まずQmaxは平圧下の16．72

である。

まずVO。と心拍数の関係をトレーニング前・後

に対し15．72で約9％の低減であり，〔CaO。〕max
は，平圧下の約25％減の15vo1％を示している4〕。

および帰還後について検討すると，平圧下ではト

これは最大運動時PaO・の47㎜Hgへの低下と

レーニング後に一定VO。に対して6〜15拍／分の

SaO。の75％への低減に起因するものである4〕。し

明らかな心拍数低下がみられ，酸素脈の増大が想

たがって4，000mでのVO．maxが，平圧下VO．max

定され，最大下運動時の一回拍出能などの心機能

に対し約25％の減少を示すのは，Qmax因子より

の改善が示唆される。一方最高心拍数はトレー二

も〔CaO。〕max因子（a一▽O．D）の低減に大きく影

一196一
響されている為と考えられる。本トレーニングに

考えられる。いずれにせよ本トレーニングによる

より4，000mでのVO．maxの平圧下に対する低減
率は，約2％改善されたが，これは4，O00mでのa

無気的作業閾値の改善は，平圧下におけるよりも

一▽O．Dの増大を主に反映しているものと思われる。

確かめられた。

4，000m高度における改善を多くもたらすことが

すなわち本トレーニングによるVO．maxの

つぎに血液系においては平圧下でのRBCは，安

614〜6．6％の増加は，Qmax因子よりもむしろa

静時およびexhaustion時に，トレーニング後と帰

一▽O．Dの改善に起因しているのかもしれない。

還後に11％〜16％の増加を示している。これは低

一方，平圧下のトレーニングによるVO．maxの
4．1〜4．9％の増加傾向には，最高心拍数に増加の

圧刺激による貯備血球の動員と5〜20％のHtの

みられたことから，Qmax因子の増加が主に参与

さらにHurtado8〕の指摘するreticulocytosisによ

していると考えられる。いずれにせよ本トレーニ

局ものとも考えられる。また帰還後の安静時MCV

ングによるVO．max増加率が，平圧下よりも

増加より予測される血液濃縮によるものと思われ，

（平均血球容積）は98．Oμ3を示し，トレーニング

4，O00mにおいて高値を示したのは，a一▽O．Dの改

前の94．7μ3に対し3．5％の増加であり，Hurtado8〕

善率が平圧下よりも大きかった為と思われる。

の報ずる3，730m，4，540m高地住民のMCV増加の

つぎに帰還後のVO．maxの動態では，平圧下
VO．maxはほぼトレーニング前の値に戻ってい

傾向と一致している。一方，4，000mでは，安静お

るのに対し，4，000mでのVO．maxはむしろトレー

に明らかな変化は認められなかったが，WBC！こつ

ニング後の値にほぼ近似している。しかも平圧下

いては平圧下ではみられなかった40〜50％の著明

VO．maxに対する低減率は20％であり，トレーニ

な増加が認められた。これは低圧と運動によるス

よびexhaustion時共にRBCにはトレーニング後

ング後の24．0〜24．9％よりも低減している。これ

トレス反応として好中球およびリンパ球の動員が

はa−vO．Dの改善が，とくに4，000mにおいて持続

誘起されているものと想定されよう（Selye16，，

していることを示唆するものとも思われる。

Cuuumbine7））。また帰還後のHb，Htの増加が，

つぎに1982年に著者ら2〕は無気的作業閾値21〕

（AT）を低圧下運動時の低圧耐性能評価に応用

平圧下，4，000m共に安静およびexhaustion時に各
約10％増として認められ，トレーニング後よ一りも

し得ることを指摘したが，本研究においてこの
ATを用い，トレーニング前後のATの動態を検討

顕著な馴化傾向が示唆された。これは5週問にわ

した。従来ATの発現時点を血中乳酸濃度2mM／
辺にするか4mM／2とするかについては議論の

過程をさらに強化し，これが馴化期間の延長をも

ある点であるが，4mM／2の点はF・co・の低下，

たる実際の冬季登山活動が，血液系に対する馴化
たらしたものと考えられる。
つぎに長通隊長の報告12〕によると，「12月8日，

V。，Vco。の急増する時点で定常状態の成立し得

問題のモロ峠（4，343m）越えの日である。高所馴

る最高水準

化もこの峠越えを目安としていたので注目してい

1〕

3〕であり，この点より運動が無気的

となること，および低圧下の安静および運動時の

たが，隊員は誰一人の障害も出すことはなかった。

血申乳酸濃度が比較的高値を示すことからATの
発現期を4mM／2の時点と判定した。すなわち主
に北欧の研究者の用いるOBLAを本研究の指標と

過去にこの峠を越えた登山隊はなんらかの形での

した。図6，表3に示すとおり，OBLA−VO。は平
圧下および4，000m共にトレーニング後に明らか

障害を出しており，これも低圧タンク内でのト
レーニングの効果によるものではないかと思われ
た」としている。この国土地理院隊は6人からな

に増加したが，とくにその増加率は4，000mにおい

るが「ヒマラヤ経験はおろか国内の冬山経験も十
分でなく，ヒマラヤ登山史上最弱のチームと言っ

て約17％と高く，平圧下の6〜9％に対し約2

ても過言でない」と指摘12〕されているとおり，登山

〜3倍の改善を示している。さらに帰還後の値は，

活動の制約を余儀なくされている職域山岳会の大

4，000mで約12％の改善率を維持し，また平圧下で

きなハンディを否定できなかった。それだけに低

も5〜8％の増大を示していることがわかる。し
たがって無気的作業閾値に関しては，帰還後2週

圧トレーニングヘの意欲と期待は大きく総計12回

問では高所馴応水準が未だ消失していないものと

ある。いずれにせよモロ峠（4，343m）を越える時

におよぶ長期のトレーニングを継続できたわけで

一197一
点で高所障害を見なかったとの報告は注目すべき

つの原因として，本低圧トレーニングによる有気

事実と思われる。さらにO．H．，O．K．は共に前半の

的作業能および無気的作業閾値の比較的大きい改

べ一スキャンプから第1キャンプにかけては，基

善の事実を指摘できると思われる。

礎心拍数，呼吸数さらに心拍出量の指標も低減し，

馴化傾向を示して高所障害はほとんど認められて

O,H, ( 29 )

．⊆

痛，食欲不振などの高所障害がもたらされている

が，いずれも重篤なものではなかった。一方，Dl

E
①

H．はべ一スキャンプ到着後，顔面浮腫と軽度の頭

E

痛を訴えて基礎心拍数，呼吸数および心拍出量の

oE

指標は上昇を続け馴化傾向は認められなかった。

o
・〉

これはDlH．の平圧下VO．maxがトレーニング前

o. K.(22)

7,30lo

11 J '/.

D, H, (28)
1.40/0 ‑ 6.80le

1 5.1 ala
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30

㎏／minとほぼ同等な値であり，しかもいずれも40

Q,U, L ,

a

SL
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SL

4000m

8，9ツ。17〃。

α301．10．8叩。

SL

SL
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．⊆

o

E

レーニングによりとくにO．K．は11％の改善を認

く

めているのに比較すると，D．H．のVO．maxの低い

m
◎

50

20

一方O．H．，O．K．はそれぞれ平圧下で57．om2／㎏／

min，59．Om2／㎏／minでいずれも60m坦に近く，ト

ことがわかる。さらにD．H．のOBLA−VO。は平圧

4 0,70la

20

に42．9m2／㎏／minで，トレーニング後も43．5m2／

m2台であったことに原因しているとも思われる。

60 50 o

いない。もっとも後半の第2キャンプ以後では頭

40

30

竺㎝

20

SL

4000m

4000m

4000m

下でトレーニングにより1．922／min（31．2m坦／㎏／
min）から1，932／min（31，3m2／㎏／min）とほとん
ど改善はないが，O．H．は2，132／min（39．8m2／㎏／

min）から2．532／min（48．Om2／㎏／min）へと

Fig．11Comparisons
min）and

at

of

V02max（m互／kg／

OBLA−V02（m1／kg／min）

sea1evel

and4000m

19〜21％の増加を示し，またO．K．は2．182／min

a1titude

before

（36．0m2／㎏／min）から2．332／由in（39．2M／㎏／

between

O．H．O．K．and

and

min）へと7〜9％の改善を示している。さらに

jects．（△・va1ues

4，000mではD．H．は11〜13％の増加に対し，O．H．

or

decrement

simulated

after

training

D．H．sub−

shows

increment

percentage）

は21〜23％，O．K．は16〜17％の改善率を示しD．H．

の値を大きく上回っている（図11）。．このようにD．

図12と図13は本低圧トレーニングは実施してい

H．の低圧トレーニングによるVO．maxの改善が，

ないが登頂に成功したT．K．とY．A．にっいて，登山

平圧下および4，000mにおいて認められず，ATに

活動中の生理的応答を示したものである。T．K．は

おいても平圧下で不変で，4，000mで13％の改善が

基礎呼吸数の変動が大きく，また基礎心拍数も低

みられたにすぎなかった事実が，実際の登山活動

減せず馴化獲得が不十分で，頭痛などの高所障害
に苦しみ中間期にO。吸入を行うている。一方，Y．

において馴化が得られず，顔面浮腫などの高所障

害を早期にもたらした一つの原因であったと思わ
れる。ただD．H．の帰還後の値をみると，平圧下の

A．は登はん隊長として活躍したが，全過程で全く

VO．maxはトレーニング前に対し6．8％増の45．8

出量の指標とも第2キャンプまでは順調に低減し

m2／㎏／minを示し，4，000mでは5．6％増の35．8m2／

て馴化を獲得している。さらに第2キャンプより

㎏／minを示していることから，トレーニング期間

頂上にかけては，これらの生理的パラメーターは

高所障害がなく，基礎心拍数，呼吸数および心拍

をさらに継続しておれぼ，有気的作業能および無

いずれも増加傾向を示しているが高所障害には直

気的作業閾値の改善が望めたものとも推察される。

結していないようである。Y．A．は冬山経験14年で

これらの結果から，O．H．とO．K．が登山活動の前半

1976年にキリマンジャロ（5，895m）に登頂成功

において，馴化過程が比較的円滑に進行し得た一

し，登山経験は他の隊員に比し抜群であった。さ

一198一
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，らに有気的作業能を向上するためのトレーニング

3週目について検討した。さらに本トレーニング

を継続していたことを考按すると，高所経験を豊

の効果と登山活動時の自覚症状および生理的応答

富にもつことと呼吸循環系機能の水準を高めるこ

変化との関連について考察した、

とが，Y．A．のような登山活動中の生理的応答をも

1）

たらし登頂の成功に結びつくものと考えられる。

トレーニング後の最大O。摂取量（VO．max）

は平圧下および4，000mにおいて，絶対値で
4，1％および6．4％，体重当りで4．9％および

V

要

約

6．6％の増加傾向を示し，その効果は平圧下より

1982年12月の4週問（4日〜31日）にわたるネ
パール・ヒマラヤのキャリオルン峰冬季初登頂隊

も4，000mにおいて1．3〜1．6倍大きい傾向に

に参加した3人の隊員について，出発直前約3ケ
月問にわたり週1〜2回，計11〜12回の低圧環境

対値および体重当りともトレーニング前の値に

シミュレーターによる高所馴応トレーニング

ぼ同等であった。

（5，000m，6，000m，6，500mおよび6，700m相当高

あった。一方帰還後のVO．maxは平圧下では絶
戻るが，4，000mの値はトレー干ング後の値とほ

2）

トレーニング後の無気的作業閾値（OBLA

度の4種の高度におレ）て，各2〜5回，Monark杜

−VO。）は，平圧下および4，000mにおいて絶対値

製自転車エノレゴメーター（60rpm）により，約60％

で8．7％および17．3％，体重当りで5．6％および

VO．max（0．5〜1．75kp強度）で最高約150拍／分の

17．3％の増大を示し，その効果は平圧下よりも

心拍水準において，30分問から60分問にわたりO。

吸入を行わないで継続した）を実施し，その呼吸

4，000mにおいて2〜3倍大きく，VO．maxのト
レーニング効果の場合よりもその改善率が大で

循環血液系に及ぼす影響を出発直前および帰還後

あった。一方，帰還後のOBLA−VO。は，平圧下

一199一
では絶対値および体重当りともトレーニング前

of

よりも5〜8％高値を示し，また4，000mでもそ

moderate

れぞれ約12％高値であることから馴化の持続が

推定され，AT水準はVO．max水準に比べて馴
化持続度の高い傾向にあることが示唆された。

3）本トレーニングにより平圧下の安静および
exhaustion時の赤血球数（RBC）は11〜16％，

ヘモグロビン値（Hb）は9〜13％，さらにヘマ

トクリット値（Ht）は5〜20％の増加を示し
た。一方4，000mではこれらの項目に明らかな変
化はなかったが，白血球数（WBC）に40〜50％

の著明な増加がみられた。一方，帰還後には
Hb，Htに約10％の増加を認めた。
4）本トレーニングにより平圧下および4，O00m
でのVO．maxに7〜15％の改善がみられ，さら

にOBLA−VO・に9〜21％の増加が認められた
O．H．およびO．K．の両隊員は，登山期間中のとく

に前半で比較的円滑に駆化過程に入り高所障害
が少なかったのに対し，平圧下のVO．maxおよ

びOBLA−VO。にほとんど改善の認められな
かったD．H．隊員では，登山活動の全期問にわた

り顔面浮腫，頭痛などの高所障害に苦しみ馴化
獲得が困難であった。これらの事実から，本低

圧トレーニングによるVO．maxおよび無気的
作業閾値の改善の増大が，馴化獲得の促進およ
び高所障害の予防に寄与し得る可能性が示唆さ
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