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2. 水が身体に与える生理的反応
　水が身体に与える生理的反応の代表
的なものとして先述したように浮力、
粘性抵抗、水圧、水温が挙げられる。
まずはそれぞれに分けてその生理的反
応について解説する。

1） 浮力

　水に浸かると誰もが荷重による負荷
が軽くなった感じがする。それは重力
と反対方向に浮力が身体に作用するか
らである。この浮力は水深によって変
化することが知られており、身体のど
の部位まで水に浸かっているかで、水
深ごとの荷重負荷の割合が変わってく
る（図 1）（1）。例えば剣状突起部あた
りまで水面に浸かった場合では、身体
に加わる鉛直方向への負荷は 30％に
なる（水中では体重の 30％）。つまり、
水に浸かることで生じる浮力により、
荷重が軽減されるため、水中では関節
や筋に問題を抱える選手にとっては患
部への荷重負荷を制限して運動を行な
うことが可能になる（2）。

2） 粘性抵抗

　水中では、身体を動かしたり、静止
しようとする際に抵抗が生じる。この
抵抗により、もしヒトが同じ姿勢と速
度で水中移動すると陸上よりも約 800
倍もの抵抗が加わることになる。さら
にこの粘性抵抗は運動速度、抵抗面
積によってその大きさは異なってく
る。例えば、運動速度については速度
がゆっくりであれば粘性抵抗は少ない
が、速度が速くなると抵抗が大きくな
る。さらに、抵抗面積が少なければ抵

1. はじめに
　「水は健康の源である」という言葉が
2,000年以上前の大浴場に書かれてい
るとおり、水を活用した身体機能の改
善や疲労回復へのアプローチは水中運
動や入浴など古くから用いられ、主に
高齢者や運動器疾患のある方に対して
行なわれてきた。しかし、今では競技
者のコンディショニングの一環として
も水を利用した方法が注目されてお
り、近年ではそれをアクアコンディ
ショニング（以下AC）と称され、幅広
い場面において活用されている。水中
では浮力、水の粘性抵抗、水圧、水温
などが身体への生理的反応をもたら
し、陸上では得られない多様な身体機
能への効果をもたらすことが可能とな
るため、水を利用したコンディショニ
ングはあらゆる場面においての活用が
期待できる。
　そこで本稿では、水を利用したコン
ディショニング方法であるACが身体
に与える生理的反応とその活用方法お
よび実践例（リコンディショニング、
リカバリー、リラクセーション）につ
いて紹介する。
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図 1　水深ごとの荷重負荷の割合
（文献1からの引用）
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抗は少ないが、面積が大きくなると抵
抗は大きくなる（図 2）。なお、この粘
性抵抗はジャンプの着地においても同
様に働く。通常、陸上でジャンプした
際には、重力加速度が生じ、関節や筋
へは着地衝撃が生じる。しかしなが
ら、水中でジャンプをした際には粘性
抵抗と浮力が生じるため、通常陸上で
生じるような着地衝撃は緩和、軽減す
る（4,5）。

3） 水圧

　水中では身体に水圧がかかり、水深
が深いほど水圧は増していく。例えば、
水圧は水深 10 cmごとに0.01気圧加わ
るため、水深 100 cmの場所では 1.1気
圧が身体に加わり、特に立位時には水

圧が大きくかかっている下半身の血液
が水圧の小さい上半身に集まりやすく
なる。つまり、より水深が深い下肢の
末梢部位への圧力が高くなるため、皮
膚表面に近い静脈が水圧で圧迫され、
血液の循環が促進されることになる

（静脈還流の促進）。この生理的効果に
よって、疲労物質を多く含む静脈血が
より早く心臓に戻され、疲労回復効果
が期待できる（図 3, 4, 5）。
　また、この身体にかかる水圧は呼吸
運動に対する負荷にもなる。胸まで水
に浸かると呼吸時に胸壁および腹部に
かかる水圧は大きくなる。そのため、
息を吐く時に水圧は補助になるが、息
を吸う時には水圧が負荷抵抗となる。
したがって、水中での運動は呼吸筋へ

のトレーニングとしても有効である
（4）。

4） 水温と熱伝導

　水と空気では熱伝導率に大きな違
いがあり、水の熱伝導率は空気の約
23倍といわれている。例えば、冷た
い水に浸かっていると直ちに体温が奪
われ、一方、お風呂など温水に浸かっ
た場合では短時間で体温が上昇し、身
体が温まってくるという現象がその表
れである。体温が上昇するような激し
い運動を行なう際には低い水温が適し
ているが、逆に静かにリラクセーショ
ンをしようとする際には低い水温は適
さない。また、水温により身体におけ
る生理的作用は異なるため、目的に応

図 2　水中を移動する手の向きに対する水流の抵抗面積の違い

図 4　水温と生理的変化　（文献3からの引用）
図 5　トレーニング強度を“水中”と“陸上”とを同負荷に設定

するためのプログラムデザインとその時の心拍変動

図 3　頭を水上に出して身体を水につけた場合に
身体にかかる圧力　（文献3からの引用）
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じた水温の選択をすることが重要であ
ることを念頭に置く必要がある（図 4, 

5）。例えば、副交感神経を刺激し、
リラクセーションに適した水環境は、
不感温度領域（35℃前後）での浸水で、
水深は胸まで浸かっていることが望ま
しい。
　この水温の生理的反応を活用して、
運動後のリカバリーを目的とした冷水
浴や交代浴が用いられている。交代浴
は、温浴と冷水浴を交代に行なう方法
であり、温浴にて血管拡張、冷水浴に
て血管収縮を促し、血液循環を促進さ
せることを目的に実施される。アス
リートを対象とした多くのハイドロセ
ラピーに関するリカバリー研究をし
ているAustralian institute of sportに
あるリカバリーセンターでは、温浴
2 分、冷水浴 2 分で4 ～ 5セット実施し、
最後は冷水浴で終わるようにすること
を推奨している（6）。一方、冷水浴に
ついては、筋損傷や筋痛に対するリカ
バリーを目的として用いられており、
筋痛や筋損傷に対する冷水浴のシステ
マティックレビューをした報告による
と、筋痛抑制に対する有効な冷水浴温
度は11～15℃、実施時間は11～15分
であると示している（7）。

3. アクアコンディショニングの実
践例（3R）

1） リコンディショニング

① 筋柔軟性および関節可動域の改善
　地上では重力の影響で体重支持、姿
勢支持にかかわる筋は常に活動（緊張）
し続けているため、筋疲労による柔軟
性の低下が生じやすい。水中では浮力
により無重力に近い環境を作り出すこ
とができ、これらの筋群をリラックス
させるのに効果的である。加えて、水
温、水圧などによる温熱効果、血行循
環の促進、自律神経の賦活なども同時

に得られ、リラクセーション効果を高
める。特に、水に浸かるだけでも筋緊
張を軽減させる効果があるため、受傷
後や術後の筋緊張や関節可動域制限が
ある症例に対しては、まず筋緊張の緩
和を目的に水中でリラックスさせた状
態で、ストレッチングや関節可動域訓
練などを実施するとより効果的であ
る。
　また、陸上でのダイナミックスト
レッチングの動作（脚の振り上げ）時に
は、反動を伴うバリスティックスト
レッチングになりやすいが、水中では
水の粘性抵抗により反動を用いずに拮
抗筋の収縮とハムストリングスの伸長
を動的に行なうダイナミックストレッ
チング（主動筋の収縮に対して拮抗筋
の弛緩が促される相反性神経支配の作
用を利用したストレッチング）がより効
果的に実施できるという利点がある。
② 浮力を利用した下肢障害への段階

的荷重負荷
　下肢障害における傷害後や術後の著
しい筋力低下がある場合や、骨や関節
への荷重ストレスを制限する必要があ
る場合には、陸上でのランニングや
ジャンプなどの荷重運動は困難であっ
ても水中での運動であれば浮力により
荷重が軽減されるため、早期より段階
的に荷重運動を実施することが可能で
ある（2,10）。回復状況に応じて水深を
変えたり、浮力補助具やウェイト（重
り）を着用、利用すれば、荷重負荷レ
ベルを調整して運動させることができ
る。足部の疲労骨折や半月板損傷、シ
ンスプリントなどの荷重ストレスのコ
ントロールが必要な症例に荷重負荷を
漸増的に増加させる場合、水深を徐々
に浅くしていき、陸上での荷重運動に
近づけていくことが望ましいが、プー
ルの水を抜いたり、水底に床台を置い
て浅くすることが困難であれば、身体

に重りをつけて体重を重くして荷重負
荷を増加させる方法も可能である。
③ 競技動作に類似した運動形態での

トレーニングが可能
　トレーニングマシーンの場合、運動
の方向は限られてしまうことが多い
が、水は身体のすべてを覆っているた
め全方位に負荷抵抗を生じさせること
ができる。また、水中では運動時の姿
勢も簡単にかつ自由に変化させること
ができる。したがって、水中では実際
のスポーツ動作と同様な動きのトレー
ニングが可能となる（2,10）。キック動
作、テニスやゴルフなどのスイング動
作など、特にオープンキネティック
チェーンでの運動バリエーションが豊
富に実施できる。また、振り上げ・振
り下ろしなどの往復動作の連続的な運
動や、切り返し動作時の関節の固定、
安定化のための周囲筋の協調性訓練も
可能になる。
④ 患部外トレーニングへの活用
　スポーツ選手の場合、患部の安静を
図っている期間においてもスポーツ活
動に必要な患部外の運動機能が低下し
ないように積極的にトレーニングして
おくことが重要である。特に競技復帰
を目的としたリコンディショニングと
して重要になるのが、患部外トレーニ
ングでの代謝系へのアプローチであ
る。陸上競技、サッカーなどのように
ランニングが主体となる競技で、特に
心肺機能や筋持久力の維持を図る必要
のある場合には、水泳やアクアラン（深
水ランニング：着地せず水に浮いた
状態でランニング動作を行なう方法）
を用いたトレーニングが有効である。
我々が担当した大学陸上競技長距離選
手の慢性アキレス腱炎の手術後のアス
レティックリハビリテーションのケー
スでは、特にグラウンドでの本格的な
ランニングトレーニングが実施できな
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い期間に、患部に負担をかけないよう
配慮し、上記のようなアクアランを用
いた水中トレーニングを積極的に実施
し、早期復帰を果たすことが可能で
あった（復帰後のレースでは自己新記
録をマーク）（8）。この症例のアクアラ
ンのトレーニング処方においては図 5

のように通常グラウンドで行なってい
るトレーニング内容と同様な強度にな
るように、水中でのランニング（アク
アラン）時間と休息時間を調整するこ
とにより設定したが、後日、心拍数モ
ニターで両トレーニング中の心拍数を
測定したところ、心拍数レベルは同レ
ベルであった。すなわち、設定した水
中トレーニングは運動強度の面からみ
ても有効なトレーニングであったとい
えよう。アクアランを用いた患部外ト
レーニングは、陸上での荷重負荷運動
を行なうことができない場合や、医学
的な荷重負荷制限がある場合のトレー
ニングとして応用できる。

2） リカバリー

　試合や練習後の早期疲労回復は、翌
日以降の試合および練習成果を高める
ためにも重要である。特に試合後の場
合には、交感神経を鎮静化させるこ

と、そして代謝産物の早期除去が求め
られる。このような場合におけるAC
の活用は、静脈還流を促進させて疲労
物質の早期除去を図ることを推奨して
いる。ある期間、連続して試合が実施
される競技（特に球技など）では、試合
の疲労を次の試合までにいかにして取
り除くのかが重要な課題になる。
　以下に、我々が担当したいくつかの
競技種目において、試合や練習後のア
クアリカバリーの効果（簡単な検証で
はあるが）を確認した事例を紹介する。
　大学野球秋季リーグ戦を終了し、そ
の後の関東大会に向けた大学野球投手
に対して練習後に水中エクササイズ

（ダイナミックストレッチング、水中
ウォーキングなど）、アクアリラクセー
ション（ジェットマッサージ、リラク
セーションなど）を行なった。その効
果を主観的疲労感Visual Analog Scale

（VAS）で評価してみると、練習後か
らAC後、そして翌日においても有意
に主観的疲労感の低下を示した。さら
に、投球時の肩関節および股関節の自
覚的な調子の良さについても練習後か
らAC後、そして翌日においても有意
に改善がみられていた（図 6）（9）。
　大学サッカー部を対象とし、リーグ

戦中の試合の連戦による疲労を軽減す
ることを目的として、チームのレギュ
ラー選手全員に対し、リーグ戦後半に
試合翌日に温海水を用いたACを実施
した。ACを実施しなかった前半 2 試
合後の時点ではリーグ戦初期のコント
ロール値に比べ、筋硬度が著しく高値
を示し、疲労が蓄積されていること
が推察された。一方、ACを実施した
後半 2 試合後の時点では筋硬度は改善
し、柔軟性はさらなる低値を示さず、
維持されていた。また、選手の自覚的
疲労感からみてもAC後のほうが結果
は良好であった（図 7）（10）。
　大学男子バスケットボール選手を対
象に、毎週試合があるリーグ戦中のリ
カバリーの有効性を確認することを目
的として、試合をした翌日の夕方に温
海水を利用したアクアコンディショニ
ングを実施する週としない週を交互に
実施した。結果は、睡眠の質において、
アクアコンディショニングを実施した
ほうが、実施しない場合に比べて有意
に睡眠の質が高くなり、選手の主観的
な感想としてもリラックスできた、よ
く眠れたという回答が多かった。温海
水での不感温度帯（35°前後）における
ACの実施により、副交感神経が有意

図 6　大学野球選手へのアクアコンディショニング実践例
（笠原ら, 2012）

図 7　試合翌日アクアコンディショニング実施の有無
～大学サッカーリーグ戦の場合～　（山本, 2003）
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になり、その結果として睡眠の質が高
くなったと考えられる（図 8）。

3） リラクセーション

　一日の疲労を回復する日本古来の良
き慣習である入浴は、効果的なリラク
セーションの方法として親しまれてい
る。しかしながら、大学生では 1 人暮
らしをしている者が多く、湯船にお湯
をためて入浴する習慣は少なく、シャ
ワー浴で済ませていることが多い。そ
の効果の違いを検証するため、激運動
後に入浴をした場合とシャワー浴のみ
で済ませた場合を 1 週間続けた際の身
体的な変化について調査した。その結
果、シャワー浴よりも入浴法のほうが
血流量は多くなり、さらに大腿部の
柔軟性は数日後からシャワー浴より

も入浴をしたほうが改善された（図 9）
（11）。したがって、疲労回復を目的と
した場合ではシャワー浴よりも入浴を
することが望ましいと考えられる。な
お、リラクセーションを目的とする際
には、全身がリラックスした副交感神
経を有意にする環境をつくることが必
要である。そのための 1 つの手段とし
て水中での仰臥位姿勢を作ることでそ
れが可能になる（図 10）。
　ただし注意が必要なのは、コンタク
トスポーツのような筋損傷を伴うよう
な激しい運動後の入浴である。筋損傷
が伴うようなラグビーの試合後では、
炎症反応を示すクレアチンキナーゼ

（CPK）の値が試合 2 日後まで高値を示
すこともある（12）。したがって、筋損
傷が伴うような運動様式による激運動
直後への温浴は炎症を助長してしまう
可能性があるため避けるべきであると
考えられる。

5. おわりに
　ACは水のもつ特性を理解し、有効
に活用することで、陸上では得られな
い多様な身体機能への効果を生み出す
ことができる。一方、スポーツ選手の
場合、実際の競技動作は荷重負荷運動、
アイソトニック、あるいはエキセント

リックな運動が多いので、水中運動だ
けでは不十分であり、最終的には実際
の競技動作に適応できるようにしてい
くことが大切である。◆
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図 8　大学バスケットボール選手への
アクアコンディショニング実践例

図 9　5日間の自転車ペダリング運動後に入浴した場合とシャワー
浴の場合における大腿部前面の柔軟性の推移　（文献11からの引用）

図 10　水中リラクセ―ション




