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参考資料１－３「熱環境と人体生理に関する文献収集結果」 

 
１．既往研究による被験者データの整理 

人体生理の状況には、主に周囲の熱環境や運動による熱産生の状況が影響する。ここでは、特

に熱環境の影響に着目し、温熱指標と生理指標の関係についての情報を整理した。 
 
（１）深部体温 

①WBGT 
■寄本 明：WBGT を指標とした暑熱下運動時の生体応答と熱ストレスの評価，体力科學，41(4)，
477-484，1992 
人工気象室にて、成人男性６名を対象としたエルゴメーターによる運動負荷を与えた被験者実

験によると、一定の運動強度における WBGT と食道温の関係では、150W/m2 の運動負荷では

WBGT22℃に比べて食道温が 32.5℃で有意に高く(p＜0.01)、250W/m2 の運動負荷では 22℃に比

べて 30℃および 32.5℃で食道温が有意に高かった(p＜0.01 及び p＜0.001)。なお、熱環境につい

ては、WBGT 計を用いて、乾球温度、湿球温度、黒球温度、WBGT を測定している。 

  

(a)WBGT と食道温の関係       (b)WBGT ごとの食道温の経時変化1 
 

 
 
 
 
 

図１ WBGT と食道温の関係 

                                                   
1 寄本 明：長距離ウォーキングにとっての飲水の必要性とその飲料，ウォーキング研究，7，45-49，2003 

人工気象室 
年齢：23～35 歳(平均 28.8 歳) 
体重：67.31±2.00 kg 
着衣：短パンのみ 
VO2max：3.61±0.16 ℓ/min 
時間：20min×３セット 
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②気温 

■鈴木 洋児 , 黒田 善雄 , 塚越 克己 , 南宮 輝也 , 伊藤 静夫：環境温度と全身持久性に関する

研究(第 4 報) : 各種環境温度下での安静時および運動時の体温変動とエネルギー代謝について，

日本体育学会大会号，25，600，1974 
人工気象室にて、大学の長距離選手 10 名を対象としたエルゴメーターによる運動負荷を与えた

被験者実験によると、気温による直腸温の違いは見られず、作業負荷の増加に比例した直腸温の

上昇が認められた。 

 
図２ 気温と直腸温の関係（運動強度別） 

 
■桑原 浩平 , 窪田 英樹 , 中谷 則天 , 濱田 靖弘 , 中村 真人：暑熱環境における温熱的安全対

策支援のための平均皮温・体内温予測モデル，日本建築学会北海道支部研究報告集，78，177-180，
2005 
人工気象室にて、青年男子４名を対象としたエルゴメーターによる運動負荷を与えた被験者実

験によると、室内温度の上昇に対して、直腸温はほぼ一定で微増する傾向が見られた。 

    

図３ 気温と直腸温等の関係 

人工気象室 
年齢：22、24、23、22 
体重：80、80、56.5、60 
着衣量：0.42clo 
相対湿度：50％ 
風速 0.2m/s 
代謝：約 3.8met 
時間：120or180min(定常) 

人工気象室 
VO2max：3.6～4.6 ℓ/min 
相対湿度：0、10℃ 90％ 

20、30、40℃：60％ 
時間：20min 
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③湿度 

■丹羽 健市 , 中山 昭雄：高湿度環境における運動時の体温調節，体力科學，27(1)，11-18，1978 
人工気象室にて、エルゴメーターによる運動負荷を与えた被験者実験によると、運動負荷が

30％、40％、50％、60％VO2max の条件下では、各湿度間の直腸温に有意差は認められなかっ

たが、70％VO2max の条件では、湿度 30％と 90％の間に直腸温の有意差が認められた。 
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図４ 相対湿度と直腸温の関係（運動強度別）資料）文献記載データより作成 

 

④有効温度 

■堀 清記：高温環境下における運動時の生理的反応，体力科學，56(1)，1-8，2007 
成人男子における有効温度と直腸温の関係は、定常状態では、深部体温はほぼ運動強度に比例

して上昇し、深部体温が急激に上昇する環境温は運動強度が大きいほど、低くなる。 

     
図５ 有効温度と直腸温の関係 

 

△：420kcal/h 

○：300kcal/h 

●：180kcal/h 

人工気象室 
年齢：19、20、21 
体重：65、60、74 
着衣：水泳パンツのみ 
気温：26℃ 
風速：0.6m/s 
時間：60min 
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（２）発汗量 

①WBGT 
■中井 誠一 , 芳田 哲也 , 寄本 明 , 岡本 直輝 , 森本 武利：運動時の発汗量と水分摂取量に及

ぼす環境温度(WBGT)の影響，体力科學，43(4)，283-289，1994 
大学の野球部員 15 名（１、２年生）を対象に、春季(３月)及び夏季(７月、８月)の練習(2～4.5

時間)における環境温度及び発汗量などの測定を行った研究によると、WBGT の練習時間内平均

値と発汗量などの調査日ごとの被験者平均値では、発汗量に有意な相関関係が認められた。一方、

体重減少量には見られず、WBGT に関係なくほぼ一定の値を示した。なお、WBGT の算出には、

オーガスト乾湿計により測定した乾球温度及び自然湿球温度および、６インチ黒球温度計により

測定した黒球温度を用い、屋外用の算出式を用いている。 

 
図６ WBGT と発汗量等の関係 

 
■丹羽 健市 , 中井 誠一 , 朝山 正巳 , 平田 耕造 , 花輪 啓一 , 井川 正治 , 平下 政美 , 管
原 正志 , 伊藤 静夫：運動時の環境温度と飲水量・発汗量及び体温に関する実態調査，体力科学，

45(1)，151-158，1996 
大学生の男子バレーボール部員 11 名を対象に、練習(３時間)における環境温度及び発汗量など

の測定を行った研究によると、WBGT の練習時間内平均値と発汗量などの調査日ごとの被験者平

均値では、発汗量は WBGT の上昇に伴って増大し、WBGT との間に有意な相関関係(r=0.895)が
認められたが(p<0.001)、体重減少量は WBGT の変化に関わらずほぼ一定(4.8～5.7ｇ/kg・hr-1)
であった。なお、熱環境の測定には WBGT 計を用いている。 

 
図７ WBGT と発汗率等の関係 
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■中井 誠一 , 寄本 明 , 岡本 直輝 , 森本 武利：運動時の温熱環境と体重減少(第 2 報)，体力科

學，39(6)，614，1990 
大学生のアメリカンフットボール及び陸上競技長距離の選手（１、２年生）の計 28 名を対象に、

夏季の練習における環境温度及び発汗量などの測定を行った研究によると、WBGT と発汗率(１
回の練習による体重減少割合 )の間に統計的に有意な相関関係が認められ、回帰直線から

WBGT22℃では 2.1％であるものの、28℃では 3.1％の体重減少となり、28℃以上で暑熱障害予

防措置の必要性を示すものとなった。なお、WBGT の算出には、乾球温度及び自然湿球温度、黒

球温度により、屋外用の算出式を用いている。 

 
図８ WBGT と発汗率の関係 

 
（３）血圧 

①気温 

■黒沢 洋一 , 大城 等 , 岩井 伸夫 , 飯塚 舜介 , 能勢 隆之：環境温度と運動負荷試験時の心拍

数，血圧，皮膚血流，米子医学雑誌，42(3)，262-268，1991 
人工気象室にて、男子学生 12 名（運動習慣あり６名、なし６名）を対象に、エルゴメーターに

よる運動負荷を与えた被験者実験によると、上腕収縮期血圧は 125W の負荷時に、室温 31℃と

16℃で差が見られた。拡張期血圧には室温による差は見られなかった。 

          
 

図９ 気温と血圧(収縮期、拡張期)の関係 

気温 

△：16℃ 

□：21℃ 

○：26℃ 

×：31℃ 

人工気象室 
年齢：平均 24.2 歳 
着衣：半袖丸首 T シャツ 
相対湿度：50％ 

時間 

 
血

圧
 

収縮期血圧 

拡張期血圧 
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２．熱的弱者の体温調節機能 

高齢者や子ども、既往歴保有者は体温調節機能が健常者と比べて脆弱と言われている。ここで

は、高齢者および既往歴保有者の体温調節機能について、情報を整理した。 
 

2.1 高齢者 

暑熱暴露時には高齢者は若年者より深部体温が上昇しやすいことが指摘されているが、その主

たる要因は熱放散を増加する自律性体温調節反応の劣化にあると言われている。図 10 には、年齢

の異なる被験者において、高温高湿下で 60W 運動試験を行った際の直腸温であるが、年齢との相

関は低く、体温調節能力の低下は単純な年齢では説明できない。 

      
図 10 年齢と暑熱環境暴露時の深部体温の関係 a 

 
人の主要な体温調節機能として、発汗反応と皮膚血流反応が挙げられる。図 11 では、暑熱環境

運動時の一定の深部体温上昇に対して、発汗によって蒸散性熱放散を増加する反応、皮膚血管拡

張によって非蒸散性熱放散を増加する反応が両方とも高齢者では若年者よりも著しく低下してい

る様子が示されている。特徴として、熱放散反応の開始する深部体温の閾値には差がないが、深

部体温上昇に対する熱放散反応増加の感受性の低下が認められている。 
以下では、高齢者のこのような体温調節機能の低下が何によってもたらされているか整理した。 

 
図 11 深部体温上昇に対する(a)胸部発汗および 

(b)前腕皮膚血管コンダクタンス(皮膚血流量を平均血圧で除した値)b 

気温：30℃ 
相対湿度：50％ 
運動強度：60％VO2max 
時間：30min 

人工気象室 
気温：35℃ 
相対湿度：80％ 
風速：0.15m/s 以下 
運動強度：60W(エルゴメーター) 
時間：60min 
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（１）発汗反応 

高温下での同一相対強度下の運動における深部体温上昇に対する発汗量が若年者より高齢者で

低いのは、加齢が直接の原因でなく、加齢による VO2max の低下に起因すると言われている。 
図 12 に、若年成人(VO2max＝47ml/kg/min)、高体力高齢者(48ml/kg/min)、一般高齢者

(30ml/kg/min)を対象に、相対的運動強度を同等にした被験者実験の結果を示す。それぞれの直腸

温変化には違いが見られなかった(図 12A)。総発汗量は、若年成人と高体力高齢者で同等であり、

一般高齢者では少なかった。このことから、深部体温は相対的運動強度に、発汗量は絶対的運動

強度に関係性があると言える(図 12B)。前頁の図 10 に示した直腸温分布についても、説明変数を

VO2max とすることで高い相関が得られたと報告されている（下式 a）。 

Tre(℃)＝39.16－0.25・VO2max(in l / min) (r=0.51, p<0.001)  

しかし、高体力高齢者であっても、同一 VO2max を有する若年成人より、運動開始後の緩慢な

発汗応答や発汗刺激剤に対する低い単一汗腺あたりの汗出力が観察されており、加齢に伴う発汗

機能の低下が指摘されている(図 12C、D)。 
また、高齢者で認められる発汗量の低下には部位差が報告されており、下肢→躯幹後面→躯幹

前面→上肢→頭部と進行すると考えられている。 
このほか、高齢者は若年者より一定発汗量に対する汗中 Na+濃度が高いことが指摘されており、

これは導管での Na+再吸収能の低下に起因すると考えられている。 
 

 
図 12 若年成人、高体力高齢者、一般高齢者における運動時の(A)直腸温、(B)総発汗量、 

(C)背部発汗量、(D)発汗刺激剤テスト時における背部の単一汗腺あたりの汗出力 c 

 
 

気温：43℃ 
相対湿度：30％ 
運動強度：35％VO2max 
体格はほぼ一定 

*：若年成人と高体力高齢者か

ら有意差あり 
＆：若年成人から有意差あり 
 
 
ABC は暑熱順化過程８日目

のデータ、D は８日間の暑熱

順化過程後(翌日)に実施した

メタコリン皮下注入テストに

おける注入後２分間のデータ 
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図 13 下肢温浴時における高齢者と若年成人の(A)局所発汗量と 

(B)皮膚血流量および(C)熱放散反応の老化仮定 c 

 
（２）皮膚血流反応 

皮膚血管拡張反応が若年者より高齢者で低い要因として、以下が挙げられている。 
・VO2max の低下 
・血管収縮神経のトーヌス※の低下が小さいこと 
・発汗に伴い作動する能動的血管拡張システムの減弱 
・心拍出量の増加反応の減弱（血液量と心機能の低下による１回拍出量の減少） 
・内臓・腎から皮膚血管への血液再分配反応の減弱 

※：筋の伸張に対する受動的抵抗、または筋に備わっている張力。血管収縮神経のトーヌスの低下が小

さいと血管が十分に拡張せず、血流増加の程度も小さい。 

皮膚血流反応は、発汗機能と比較すると、加齢による VO2max の低下以外の変化の加齢による

影響も受けており、前腕血流量等について VO2max と年齢で説明した報告 aもある。 
この皮膚血管拡張反応の低下傾向は、発汗と同様に、体幹部より四肢、下半身より上半身で顕

著であると言われている。また、これにより汗腺への酸素供給が制約されると、それが汗腺の委

縮につながり、ひいては汗腺の不活動化を招来すると考えられている。 
 
a) George Havenith, Yoshimitsu Inoue, Viktor Luttikholt, W. Larry Kenney：Age predicts cardiovascular, but 
not thermoregulatory, responses to humid heat stress, European Journal of Applied Physiology and 
Occupational Physiology, 70, Issue 1, pp 88-96, 1995 

b) 岡崎和伸，能勢博：A.基礎医学‐20.加齢と体温調節，からだと温度の事典（彼末一之 監修），62-65，2010 
c) 井上芳光：体温Ⅱ（第 6 章-Ⅰ発育と老化），ナップ（井上芳光，近藤徳彦 編著），pp220-237，2010 

気温：35℃、湯温：42℃ 
相対湿度：40％ 
時間：60min(データは

終了直前 10min 平均) 

*：年齢差あり 




