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新たな冷却戦略の実践
深部体温の上昇を抑える

刑部 純平　M.S., CSCS, JSPO-AT, 中京大学大学院 体育学研究科 運動生理学研究室 実験実習助手

はじめに
　多くの競技会や練習が夏の暑い時期
に行なわれている。そのため、アス
リートやスポーツ愛好家は“暑さ”に曝
される。このような暑熱環境下で運動
を行なうと、熱中症のリスクが増大す
るだけでなく、競技パフォーマンスや
練習の質が低下するおそれがある。東
京 2020 オリンピック・パラリンピッ
クや 2022 FIFAワールドカップカター
ル大会は酷暑での開催が予想されてい
る。したがって、“暑さ”による身体へ
のネガティブな影響を防ぐための“暑
さ対策”が重要である。そこで本稿で
は、深部体温の変動に伴うヒトへの影
響、実際のスポーツ競技現場で応用・
実践可能な暑さ対策、特にアイススラ
リーを用いた身体冷却について紹介す
る。

運動と体温調節
　ヒトの身体には体温を一定レベルに
調節するシステムが備わっている。脳
や内臓、皮膚など全身に存在する温度
受容器からの温度の情報は、体温調節
中枢である視索前野・前視床下部領域

で統合処理される。この体温調節中枢
の働きによって、暑さや寒さに対する
体温調節反応が生じる。体温調節反応
は、自律性体温調節反応と行動性体温
調節反応に大別される。自律性体温調
節反応によって、快適環境温下では、
主に皮膚血管の収縮や拡張によって熱
放散量の調節が行なわれる。環境温が
皮膚温と同等もしくは高い場合は、汗
の蒸発によって熱放散量が増加する。
他方、寒冷環境下では、ふるえ、非ふ
るえによる熱産生量が増加する。一
方、行動性体温調節反応は、エアコン
の設定温度調節や日向から日陰に移動
するなどの随意的な行動による体温調
節をいう。このような体温調節システ
ムの働きによって、「熱産生」と「熱放
散」がバランスをとり体温が正常では
約 37 ℃に保たれている。
　一方、運動によって活動筋で大量の
熱産生が生じ、体温が上昇する。ヒト
の運動ではエネルギーの約 20％が運
動に用いられ、残りの約 80％は熱と
なる。活動筋で産生された熱は、血液
循環によって全身に運ばれ、全身の体
温が上昇する（脳、臓器など）。体温が

極端に上昇すると、組織がダメージを
受け生命の危機に至る。これが熱射病
である。
　ヒトの熱放散は 4 つに大別される：
輻射、対流、伝導および蒸発（詳細は
図 1 を参照）。輻射、対流、伝導によ
る熱放散は、皮膚温よりも環境温が低
い場合に起こる。しかし、皮膚温より
も環境温が高い場合は、体外から体内
へ熱が移動する。このような場合には、
汗の蒸発が唯一の熱放散の手段となる

（6）。蒸発による熱放散は、どのよう
な環境温下においても常に体温を下げ
る働きをする。これらをまとめると、
体温の変化は以下の熱バランスの式に
表すことができる。

S＝M（±work）－E±R±C±K
Sは蓄熱量（stored heat）、Mは代謝によ
る熱産生（metabolic heat production）、
Eは 蒸 発 に よ る 熱 放 散（evaporative 
heat loss）、Rは輻射による熱の蓄積も
しくは放散（radiation）、Cは対流によ
る熱の蓄積もしくは放散（convection）、
Kは伝導による熱の蓄積もしくは放散
である（conduction）（3）。Mはwork（運
動）の強度によっては大きな熱を産生



14 June 2020　　Volume 27　　Number 5

図 1　熱バランスの模式図　（９）を一部改変
Sは蓄熱量、Mは代謝による熱産生、Eは蒸発による熱放散、Rは輻射による熱の蓄積もしくは放
散、Cは対流による熱の蓄積もしくは放散、Kは伝導による熱の蓄積もしくは放散である。R（輻射）：
物体が自身の表面温度に応じて熱放射線の形でエネルギーの放出と吸収をすること（例：太陽光）。
C（対流）：流動している物体、例えば空気とそれに接している物体表面との間に起こる熱移動の
こと（例：送風機）。伝導（K）：直接的な物理的接触で、熱が温度の高い方から低い方へ移動する
こと（例：アイスパック）。蒸発（E）：汗の蒸発を介して熱が移動すること。

図 2　直腸温計
（右）体温モニターに直腸温プローブが装着されている（テルモ社 テルモファイナーCTM-303）
（左）データ収集型ハンディタイプ温度計に直腸温プローブが装着されている（グラム社 LT-8A）

よって棄権したと報告（16）されてお
り、たとえ日頃からトレーニングを積
んでいるアスリートであっても熱中症
は発生する。さらに、熱中症を発症す
るリスクは、WBGTが高い環境下で競
技を実施した翌日に高くなることが報
告されている（19）。そのため、酷暑の
中開催されることが予測されている東
京 2020 オリンピック・パラリンピッ
クにおいても（7）、アスリートだけで
なく観客やスタッフも連日十分に暑さ
対策を行なう必要がある。

　熱中症の病型や救急処置などの詳細
については、公益財団法人日本スポー
ツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防
ガイドブック 2019 年 5 月改訂版」（12）
を参考にしていただきたい。「スポー
ツ活動中の熱中症予防ガイドブック」
は、HPよりデジタル版（PDF）が無料
でダウンロードできる（https://www.
japan-sports.or.jp/Portals/0/data/
supoken/doc/heatstroke_0531.pdf）。

する。したがって、「熱産生」が「熱放散」
を上回ることでS（蓄熱量）が大きくな
り、体温が上昇し、「熱放散」が「熱産
生」より大きくなると体温は低下する

（図 1）。
　身体内部（核心部）の温度は、核心温
または深部体温と呼ばれ、直腸温、食
道温、鼓膜温などが用いられる。特に
熱射病が疑われる患者の深部体温の評
価は、直腸温を用いた測定がゴールド
スタンダードとされている（図 2）（3）。

深部体温の変動とヒトへの影響
a. 環境温度と熱中症
　熱中症とは、暑さによって起こる障
害の総称で、熱失神、熱けいれん、熱
疲労、熱射病の 4 つに分類される。暑
熱環境下での運動あるいは運動なしで
も、体温が極端に上昇（≧40℃）すると
重症度が最も高い熱射病となり死の危
険性が非常に高くなる。WBGT（Wet-
bulb globe temperature）は、 暑 さ 寒
さに関する気温、湿度、輻射熱、気
流の 4 要素すべてを反映した指標であ
る。現在、小型・携帯型のWBGT計が
市販されており、スポーツ競技現場に
おいて簡易的にWBGTの測定が可能で
ある（図 3）。日本スポーツ協会の熱中
症予防運動指針はWBGTの温度によっ
て運動指針が分類されており、WBGT
が 25℃以上は「警戒」、28℃以上は「厳
重警戒」、31℃以上は「運動は原則中止」
となっている（図 4）（12）。運動時の熱
中症発生件数は、WBGTが 25℃（警戒）
を超えると増加し始め、28℃（厳重警
戒）を超えると急激に増加する（図 5）。
しかし、その一方で熱中症はWBGT
が低い環境下でも発症する可能性があ
ることを知っておかなければならな
い。また、テニスUSオープン 2014 は
酷暑の中開催され、棄権した 12 名の
選手のうち少なくとも 4 名が熱中症に
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b. 深部体温と運動能力
　ウォーミングアップによる深部体温
の上昇によって、代謝速度や神経伝達
速度、筋肉の柔軟性が高まり、運動効
率が高くなる（6）。その一方で、暑熱
環境下での長時間運動によって過度に
深部体温が上昇すると、運動効率が悪
化するだけでなく持久的運動能力や認
知機能の低下、熱中症のリスクが高く
なる（5）。
　Gonzalez-Alonsoらは、運動鍛錬者
を対象に、暑熱環境下での運動開始前
の深部体温（食道温）がその後の持久的
運動パフォーマンスに及ぼす影響を検
討した（4）。その結果、運動開始前の
深部体温が高いほど運動継続時間が
短縮することを報告した。なお、疲
労困憊時の深部体温は、運動開始前
の温度にかかわらず同様の値（40.1 ～
40.2℃）であった（4）。これらのことか
ら、40℃という深部体温は運動継続
の制限因子であると考え、体温の危機
的限界レベルであると考えられている

（10）。
　一方で、風間らは持久的運動時の深
部体温の上昇が認知機能（反応時間）に
及ぼす影響について検討した（8）。そ
の結果、体温が適度に上昇（約 38℃）
した場合は認知機能が向上した一方
で、過度に上昇（約 39℃）した場合は
認知機能が低下した（反応時間が遅延）

（8）。認知機能はサッカーのパスやテ
ニスのラリーなどの状況判断能力を含
み、アスリートの重要な能力のひとつ
である。したがって、暑熱環境下での
運動による過度な体温上昇を防ぐこと
は、熱中症の予防だけでなく持久的運
動パフォーマンスや認知機能の低下を
防ぐためにも重要である。

身体冷却による暑さ対策
　身体への熱負荷による運動パフォー

図 3　小型・携帯式WBGT計（タニタ 黒球式熱中症指数計「熱中アラーム」）

【WBGTの測定方法】
屋外の場合：WBGT（℃）＝0.7×

湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1
×乾球温度

屋内の場合：WBGT（℃）＝0.7×
湿球温度＋0.3×黒球温度

※屋外においては、黒球が付いて
いないWBGT計の使用は推奨さ
れていない。

図 4　公益財団法人日本スポーツ協会 熱中症予防運動指針（12）

図 5　運動時熱中症発生時のWBGT分布と運動指針（12）
WBGT 21℃以下(ほぼ安全)であっても熱中症が発症する可能性があることに注意が必要である。



16 June 2020　　Volume 27　　Number 5

パフォーマンスを改善することが数多
く報告されており身体外部冷却のゴー
ルドスタンダードとされている（1）。
それに対して、身体内部冷却は簡便に
実施できる冷却方法であることに加
え、スポーツドリンクであれば水分や
電解質・糖といった運動に必要な栄養
素を補給できる。また、筋温の低下が
ほとんど起こらない。

c. 身体外部冷却の注意点
　身体外部冷却は、皮膚温や深部体温
の冷却効率が高い。しかし、冷やしす
ぎによる過度な筋温低下による運動パ
フォーマンスの低下に注意が必要であ
る。そのため、冷却後に再度ウォーミ
ングアップを取り入れることや冷却時
間を工夫して実施する必要がある。冷
水浴は身体冷却のゴールドスタンダー
ド（1）とされているが、水道や電源を
はじめとする設備が必要である場合が
あり、チームの活動状況に応じた準備・
実施が必要である。冷水浴と比較して
クーリングベストやアイスパックは、
運動前だけでなくハーフタイムなどの
運動間にも実施しやすいため、競技現
場において実用性が高い。
　冷水浴は熱射病が発生した際におけ
る身体冷却のゴールドスタンダードと
なっているため（3）、本来であれば夏
のすべてのスポーツ競技現場に設備が
準備されていることが望ましい。

アイススラリーを用いた身体冷却
a. アイススラリーとは
　アイススラリーは、液体に微細な氷
の粒が混合したスムージー状の飲料で
ある（図 7）。氷の融解熱は 334 kJ/kg
であり、水と氷の比熱容量はそれぞ
れ 2.108 kJ/kg/Kと 4.204 kJ/kg/Kで
ある（17）。よって、体重が約 70 kgの
人が体重 1 kg当たり 7.5 gアイススラ
リーを摂取した際、理論的にはその人
の体温が約 1.07℃低下する。これは
以下のように計算する：1 kgの－1℃
の氷が 0℃になる際の熱量（2.108 kJ/K
×1℃＝2.108 kJ）、0℃の氷から 0℃の
水になる際（融解熱）の熱量（334 kJ）、
および 0℃の水から 37℃（体温）の水
に な る 際 の 熱 量（4.204 kJ/K×37 ℃
＝155.5 kJ）を合計すると約 492 kJと
な る。 摂 取 量 は 0.525 kg（ 体 重 70 kg
×7.5 g）であるため、摂取したアイ
ススラリーによって奪われる熱量は
約 258 kJとなる。カロリーに換算す
る（258 kJ÷4.184）と 約 62 kcalと な
る。人体の比熱は、0.83 kcal/℃であ
る。そのため、70 kg×0.83 kcal/℃＝
約 58 kcalで割ると、約 1.07℃の低下
となる。一方で、同量の 4℃の液体を

マンスや健康面へのネガティブな影響
を軽減するために暑さ対策が重要であ
る。主な暑さ対策として、水分補給、
休憩時間、日陰、衣類、暑熱順化トレー
ニング、身体冷却などが挙げられる。
本稿では、身体冷却による暑さ対策に
ついて紹介する。また、実践的で効果
的な身体冷却方法として注目を浴びて
いるアイススラリーとその活用法につ
いて紹介する。

a. 身体冷却のタイミング
　身体冷却はスポーツ競技現場にお
いて様々なタイミングで実施される

（図 6）。暑熱環境下において高い競技
パフォーマンスの発揮や熱中症のリス
クを低下させるために、どのようなタ
イミングでどのような種類の身体冷却
を実施するのか、チームの環境や競技
のルールなどを考慮する必要がある。

b. 身体冷却の種類
　身体冷却の方法は、主に身体外部冷
却と内部冷却に分けられる。身体外部
冷却は、冷水浴やクーリングベスト、
クーリングカラー（頸部冷却）、アイス
パックを用いて身体の外側から冷却を
する。一方で、身体内部冷却は冷たい
飲料を摂取することによって身体の内
側から冷却する。
　身体外部冷却は皮膚温や深部体温を
効率的に低下させる。特に、冷水浴に
よるプレクーリングは、その後の運動

図 6　運動時における身体冷却の実施タイミング 図 7　アイススラリー
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摂取した場合は、約 0.29℃の低下とな
る。そのため、アイススラリーは冷た
い液体のみを摂取した場合と比較して
大きな冷却効果があるといえる。また、
アイススラリーは微細な氷を多く含み
流動性がある。そのため、固形の氷と
比べて体内の組織との接触面積が大き
くなり、効果的に体内の熱を奪うこと
ができる。
　アイススラリーは、市販の家庭用ミ
キサーもしくはフローズンマシーンを
使用して、簡易的に作成をすることが
可能である（図 8）。また、スポーツド
リンクで作成することで、身体冷却効
果だけでなく、糖や電解質の補給を行
なうことができる。現在では、市販の
アイススラリーも登場している。製品
のアイススラリーは、携帯性に優れて
いる点や溶けたあとに再び冷凍しても
スラリー状態になる工夫がされている
点から、様々な用途に合わせて簡易的
に使用することが可能である。

b. アイススラリー摂取と深部体温
　これまでの研究によって、アイスス
ラリー摂取が冷水摂取と比較して直腸

温を大きく低下させる（約 0.4 ～ 0.7℃）
ことが報告されてきた。図 9 は、体
重 1 kg当たり 7.5 gのアイススラリーあ
るいは 4℃、37℃の飲料を摂取後、高
温多湿環境下（30℃ , 80％）で 1 時間の
安静を保った際における直腸温の経時

的変化を示したものである（13）。アイ
ススラリー摂取は、4℃もしくは 37℃
の飲料を摂取した場合と比較して深
部体温が大きく低下することがわか
る。また、氷飲料（アイススラリーや
Crushed ice）は、こまめに摂取したほ

図 8　アイススラリーを作成するフローズンミキサー（エフ・エム・アイ; Big Biz 1）と
家庭用ミキサー（Margaritaville; DM 1500）

図 9　アイススラリー摂取が深部体温に及ぼす影響　（13）を一部改変
室温 30℃、相対湿度 80%の高温多湿環境下でアイススラリーあるいは 4℃、37℃の飲料を摂取後 1 時間の安静を保った。
A. 直腸温の経時的変化。アイススラリーの摂取は、他の飲料摂取と比べて深部体温が大きく低下する。また、摂取後約 20 分間深部体温が低下し続ける。 
B. 摂取後 20 分の直腸温低下量。
#：飲料摂取前 20 分との比較（ p＜0.05）、 ＊＊：飲料 vs. スラリー（ p＜0.01）、 $：冷飲料 vs. スラリー（ p＜0.05）、↑：飲料を摂取した時間
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うが一度に多く摂取するよりも深部体
温が低下することが報告されている

（11）。近年、磁気共鳴スペクトロスコ
ピー法を用いた研究によって、アイス
スラリー摂取は 37℃の飲料と比較し
てヒトの脳温を低下させることが明ら
かとなった（14）。そのため、アイスス
ラリー摂取は直腸温だけでなく脳温を
プレクーリングすることによって、運
動による脳温の危機的限界レベルに到
達する時間を延長する可能性を示唆し
ている（14）。

c. アイススラリー摂取と運動能力
　図 10 は、暑熱環境下での運動開始
前にアイススラリー（－1℃）もしくは
冷飲料（4℃）を摂取した際の、直腸温
の経時的変化および疲労困憊に至るま
での運動継続時間を示したものである

（17）。アイススラリー摂取によって、
運動開始前の直腸温が低下し、運動継
続時間が延長している。また、アイス
スラリーをプレクーリングとして用い
た場合、プレクーリングのゴールドス

タンダードとされている冷水浴を用い
た場合と同等の運動パフォーマンスの
改善が示された（18）。さらに、暑熱環
境下での長時間自転車漕ぎ運動中の間
欠的なアイススラリー摂取が、胃腸内
温度を低下させ運動パフォーマンスを
改善することも報告されている（2）。
我々が最近実施した実験のデータにお
いて、東京 2020 オリンピック種目の
男子自転車タイムトライアルを模倣し
た運動時にアイススラリーを摂取する
ことで、持久的運動パフォーマンスが
向上した。これらのことから、暑熱環
境下での運動前や運動中のアイススラ
リー摂取は、運動能力にポジティブな
影響を及ぼす可能性があると考えられ
る。

d. アイススラリー摂取の注意点と活用
方法

　アイススラリーは冷飲料と比べて冷
却効果が高いため、少量の摂取でも深
部体温の低下が期待できる。その一方
で、水分摂取量が少ないと脱水や熱中

症を引き起こす可能性があるため、冷
飲料と組み合わせて摂取するなど注意
が必要である。また、一度に大量のア
イススラリーを摂取すると、一過性で
はあるものの頭痛や胃腸の不快感が生
じる可能性がある。そのため、少しず
つ小分けにして摂取することや、涼し
い部屋（エアコンが効いた控室など）で
少量の摂取をすることが推奨される。
競技会本番でアイススラリー摂取によ
るネガティブな影響を防ぐため、普段
の練習からどの程度の摂取量や摂取間
隔が適切か十分な確認が必要である。
　競技現場や観客席では、クラブハウ
スや家庭で作成、もしくは市販のアイ
ススラリーをクーラーボックスや魔法
瓶に入れて持ち運ぶことが可能である

（15）。特に、沿道でのマラソン観戦や
スタジアム等の観客席においては、子
どもから高齢者まで手軽に身体冷却が
行なえるアイテムになりうるかもしれ
ない。また、冷やしたタオルやアイス
ベストなど手軽に実施可能な身体外部
冷却と組み合わせることで、より大き

図 10　アイススラリー摂取が深部体温と持久的運動パフォーマンスに及ぼす影響　（17）を一部改変
室温 34℃、相対湿度 55%の暑熱環境下でランニング（VT強度）を疲労困憊に至るまで実施した。
A. 直腸温の経時的変化。
B. 運動継続時間。すべての被験者の持久的運動パフォーマンスが改善。
＊：冷飲料との比較（ p＜0.05）、↑：飲料を摂取した時間
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な冷却効果を得られることも期待でき
る。

おわりに
　本稿では、深部体温の上昇に伴う身
体への影響と暑さ対策のひとつとして
アイススラリーによる身体冷却方法
について紹介した。夏のスポーツ競技
現場においては、競技をしているアス
リートや愛好家だけでなく、スタッフ
や観客など多くの人々が暑さ対策を実
施する必要がある。また、スポーツ競
技現場だけでなく日常生活においても
暑さ対策による熱中症事故予防は重要
である。アイススラリーを用いた深部
体温のコントロールは、熱中症事故を
防ぐために多くの場面で用いることが
できる実践的かつ効果的な暑さ対策の
ひとつであると思われる。◆
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