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誘導加熱を用いた過熱水蒸気による

予防医学を予見するサウナへの応用
*内堀義隆 栗本益也 田中勇次 白川太郎

瀬田興産化工（株） （社）日本技術士会 Goodgene Group

工場長 研究開発総括

1. はじめに

著者らは電磁誘導加熱による図１に示すよ

うな流体加熱方法のIHヒーターを考案し、世

界に先駆けてデュアルパックスヒータ技術 以（

下ＤＰＨと称す）を提案した。また、ＤＰＨ

の応用の一つに過熱水蒸気生成があり、主に

食品加工の分野において展開しながら、食品

以外の分野においても過熱水蒸気をはじめと

する数々の応用を模索しつつ実績を挙げてき

。 、 、た 現在 この過熱水蒸気は食品加工以外に

廃棄物処理、樹脂加工、その他特殊な用途に

も利用されつつある。

一方著者らは、その中でもさらに新しい利

用方法としてサウナへの応用を見いだし、こ

れを開発してきた。過熱水蒸気のサウナへの応 図１ ＤＰＨ

用もまたどの国にもなかったアイデアであり、

斬新なシステムである。一般的にサウナとは温浴設備の一部であり、それ自体が医療に関

係することは無いものとされる。しかし著者らは種々研究の結果、過熱水蒸気をサウナに

応用することで、従来のサウナと異なった効果すなわち、人体への負担が少なく、予防医

療に効果的な温浴設備への展開が期待できる初期データを得た。

ここではＤＰＨ技術の応用例として、今回開発した過熱水蒸気を用いたサウナを報告す

る。そして従来のサウナと新しく開発したサウナとの比較を述べ、人体への効果、及び展

望を述べる。

2. 開発の背景

2-1 サウナ

、 。 、サウナの歴史は古く 約2000年前の西欧から始まり発展した そこから世界中に拡がり

現在の日本国内においては高温タイプから低温タイプまで数種類のサウナが分類され、使

い分けがなされている。その多くは発汗を促すことを目的としている。

一般にサウナは前述のように大きく分けて高温サウナと低温サウナに大別される。高温

サウナは80～100℃で湿度が10％以下の空間を用い、低温サウナは40～50℃で湿度が80％
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以上の空間を用いる。

高温サウナは温度が高いため、ぬくもり感はあるものの、一般に10分以上入ることは体

への負担が大きく辛いものがある。従って高温タイプでは、発汗を得るため高温度に設定

された空間に身を置き 「我慢して入る」というイメージがあり、しかも30～40年前では、

100 ℃を越えるサウナがあったという。

しかしながら、あまりの高温では心肺機能に負担が大きく、却って健康を損なう事にも

なるので、より快適に且つ温浴効果を高める為、60～80℃の少し低めの温度設定範囲で、

遠赤外線の効果を取り入れたサウナや、熱くなった石に水をかけて湿度を上げるフィンラ

ンドサウナなど、入用方法が工夫されるようになった。このように近年サウナの設定温度

は下がる傾向があり、癒しといったような心地よさを求める新しい傾向が見られる。

また、低温サウナは温水をスプレーで部屋の中に散布するミストサウナと、飽和蒸気を

部屋に充満させるスチームサウナとがある。これらの低温サウナは温度が低く、身体への

負担は小さいが、ぬくもり感に乏しい傾向がある。因みに、市場ではこのミストサウナと

スチームサウナは混同されていて同義語で使われている節があるが、両者は別物である。

今回のサウナは正式にはスチームサウナに分類される。

新たに開発した今回のサウナは、部屋に吹き込むスチームに高温状態の約400℃の過熱

水蒸気を使用し、サウナとして使えるか、そして通常のスチームサウナと何か異なる点が

あるかを確認するところから始まっている。温度帯は低温サウナの部類に入るが、ぬくも

り感は高温サウナ以上の感覚が得られる事が判っている。

2-2 透明な状態の過飽和水蒸気

過熱蒸気とは液体の沸点温度以上の温度の高い

蒸気のことをいい、水の場合、大気圧下で100℃

以上の状態の水蒸気のことを言う。過熱水蒸気を

使ったタービンなどの工業機械は古く戦前から存

在するが、特に家庭用に常圧の過熱水蒸気を用い

た調理器が近年注目され、過熱水蒸気による食品

調理が一目置かれるようになってきた。

従来の過熱水蒸気の使い方は食品調理の場合、

水蒸気を100℃以上、調理方法によっては300℃以 図２ 通常の過飽和状態

上の温度に上げ、その雰囲気中に食材を置いて加

熱調理または殺菌などに用いる。空間としてはか

なりの高温であり、高温度の雰囲気中での操作が

目的である。その為、一旦100℃以上に温度を上

げた水蒸気を再び100℃以下に温度を下げて利用

することは今まで考えられなかった。

しかし筆者らはこれら食品実験中に機器から大

気に解放された過熱水蒸気は白く飽和せず、部屋

の中を透明な状態で充満する動作モードの現象が

存在することを気づいており、この時の部屋の温 図３ 過熱水蒸気の過飽和状態
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度は人が存在できる温度である事が判っていた。この状態では過飽和付近の蒸気濃度にな

っても白く飽和せず、透明な状態を維持している。

白く見える飽和状態の蒸気は、小さな水の粒として空気中に漂っている現象である。粒

子径が数μｍ以上程度であれば飛沫として図２のように白く見えるようになり、空気中で

くっつき合って30μｍ程度の大きさになると自然落下を始める。

これが過熱水蒸気の場合は全く個々の分子状態で空気中に存在し、過飽和の雰囲気にな

ってもお互いがくっつく状態にならず、それが40℃付近の低温になっても分子状態の水蒸

気ガスとして空気中に存在し、白い過飽和状態にならないで図３のように透明な状態が維

持できると考えられる。

3. サウナ実施例

過熱水蒸気を用いたサウナ（以下簡略の

ためＤＰＨサウナと称する）の構成を図４

に示す。構成は蒸気発生源のボイラーに、

蒸気とドレン水を分離するセパレータ群、

一定圧力を維持する減圧弁、流量調整弁、

ＤＰＨ本体で構成される。

蒸気源として通常のボイラーを使う場合

とＤＰＨを用いた蒸発器を使用する場合が

ある。通常のボイラーを使用する場合は軟水 図４ ＤＰＨサウナ構成

しか使用できないが、ＤＰＨを用いた蒸発

器の場合、温泉水を使用することが可能で

ある。

図４は通常のボイラーを使用した場合の

構成であり、蒸気系統は、ボイラーから生

成される蒸気は減圧弁を通して適正な圧力

に落とされた後、流量調整器を経てＤＰＨ

ヒータに送られる。蒸気はここで一旦400

℃近い高温に上げられ、過熱水蒸気となっ

てサウナ室へ送られる。

テストルームの外観を図５に、大きさを 図５ テストルーム外観

図６に示す。この大きさで大人10人が入れ

る。

温泉水を使用する場合、温泉水に含まれ

るスケール成分が問題になってくる。スケ

ール成分がボイラー隔壁に付着し、熱伝導

が悪化して最悪の場合ボイラー損傷を引き

起こす。そこで、ＤＰＨの原理をベースに

我々は温泉水用の発熱体を装備した蒸発器を 図６ テストルーム寸法
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図７ サウナ外観 図８ ＤＰＨ本体

使用した。本機の場合、金属の熱収縮を応用した洗浄モードで、付着したスケールを剥が

すことができる。

和歌山県の有田川「鮎茶屋」殿では温泉を蒸気にした「温泉サウナ」として稼働してお

り、大阪市此花区の「上方温泉 一休」殿では通常のボイラーからの蒸気を使用した「赤

釜風呂 「蒸気風呂」としてＤＰＨサウナは稼働している 「上方温泉 一休」殿のサウ」 。

ナ室外観を図７に、ＤＰＨ本体を図８に示す。また、城山観光（株）殿では研究的な見地

で温泉水を使って稼働している。

4. 過熱水蒸気サウナの効果

4-1 入浴の評価

このＤＰＨサウナはどのような温度帯で入浴すべきかを決めるために、弊社設置のテス

トルームで筆者らがまず直接入浴していくつもの温度パターンで試験を行い、部屋の温度

に対する入浴感を調べた。その後、その設定を参考に延べ人数で約400人近くの方々が入

浴した。

入浴した方々の評価では、46℃ぐらいの設定だと体感的には80℃以上の高温サウナに入

っている様な感じがすることや、42 ℃ぐらいだと別段寒くもなく熱くもなく30分以上の

入浴が出来ること。水蒸気特有の匂いや苦しさが無く、ずいぶん呼吸が楽なために喘息気

味の呼吸器系に不具合が生じている方々でも極めて好評であったこと。また従来型の高温

サウナと比較して低温であるため、心臓への負担も小さい等の数々の知見が得られた。女

性の意見として肌の潤い感が充実し、化粧ののりが良いとの見解があった。

興味深いのは、従来の高温型サウナに比べて前述のように設定温度がずいぶんと低いの

にも関わらず、高温サウナではサウナから出た後10数分間も持たない温もりが、ＤＰＨサ

ウナでは1～2時間も長く持続するといった意見が多数聞かれたことである。同様に、真冬

の雪が降っている中を10分程度、裸で外にいても全く凍えるような事はなく、体がホカホ

カしていたこと等、感覚的なものではあるが、体の温まりに関して従来のサウナとは異な

る評価が得られた。

そのため、従来のサウナの概念である「発汗を促す」と言うよりも、温泉に入るような
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「体を温める」効果が強いことが見られ、このことからサウナの新たな利用方法が立案で

きた。

4-2 熱の伝わり方。

高温サウナのグループの場合では、温度90℃前後湿

度10％前後の高温低湿度の空気の中に人が入る。空気

｛ ｝の定圧比熱は約0.920×10 J/(Kg･K) 0.22cal/(g・K)3

であり、図９のように90℃近辺の空気の持つ熱量が温

度の低い人の肌に接触して、温度差による熱伝達で体

に作用すると考えられる。

一方、スチームサウナとミストサウナのグループで

は、それぞれ飽和蒸気と温水を霧状に散布する差があ

るが、ミストサウナでは数百μｍオーダーの温度の高

い微細な飛沫形式の温水の粒が肌に接触して熱が伝わ 図９ 空気の熱伝達

ると考えられる。水の比熱は4.184×10 J/(Kg･K)｛１3

cal/(g・K)｝で、数百μｍオーダーの粒径の小さい細

かな温水の粒の熱伝達と考えたとき、図１０のように

温水が肌に接触して、温水より低い体温との温度差が

体に作用することになる。スチームサウナの場合、部

屋の中では過飽和状態による凝縮で生成される微細な

飛沫上の温水の粒と飽和蒸気の凝縮熱の要素が考えら

れるが、白く飽和している観点から温水の粒の要素が

多いように思われる。

つまり、これら従来型サウナは温度差によって体に

熱を与えるという現象を利用していると言える。

これに対し、本報告の過熱水蒸気のサウナは種々実 図１０ 温水の熱伝達

、 。験の結果 凝縮熱の領域を利用していると考えられた

つまり水蒸気が水に戻るときの凝縮熱は水１ｇあたり

2255Ｊ（539cal）の熱を相手物質に与える。図１１の

ように45℃前後の比較的低い雰囲気温度でも人肌がそ

れより低いため、肌表面に凝縮作用がおき、その際の

凝縮熱が体内に伝わる。従来型サウナの温度差による

熱伝達と、過熱水蒸気の凝縮熱を利用した熱の伝わり

方とを比較した場合、凝縮熱による熱の伝わり方のほ

うが、低温で大量の熱が伝えられ、体を温めるのによ

り効果的だと考えられる。

これらのことは過熱水蒸気を用いた食材加熱調理な

どの伝熱理論と同じものであり、ガス火などの加熱よ

りも過熱水蒸気のほうが食材の内部に熱が伝わりやす 図１１ 過熱水蒸気の熱伝達

い現象と一致している。
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4-3 低体温と体の関係

、 、 。近年 体温と免疫力の関係が注目され 低体温症による免疫力低下が問題視されている

ヒトの場合、36.5℃付近の体温を維持することで、酵素の働きや免疫細胞の働きが活発化

する。36.0℃になるとから様々な免疫力が低下し、35.5℃にもなると低体温症の部類にな

る。過度な冷房や入浴をシャワーだけで済ますと言った生活習慣がこの低体温症を引き起

こし、体調不良や新陳代謝が不活発になって様々な疾患を呼び起こすものとされ、そのた

め半身浴や手足を温めて血行を促したりして体を温める様々な手法が取り入れられようと

している。

また温泉療法があるように、アジア圏内には古来から体を温めて体調を回復させるとい

う考え方があり、人々は体温と免疫力の関係を経験的につかんでいる。

このように、温浴による健康増進意識の高まりに応えるためにもこのサウナは有用と考

え、さらに弊社テストルームで得られた経験値の裏付けをとるために、どのような入浴効

果が得られるか、数値的なデータを採るテストを行った。

遠赤外線効果を有する高温サウナとＤＰＨサウナの入浴具合を比較するため、筆者レベ

ルの試験と言うことで体の温まり具合の判断基準として体表面温度を観察し、入浴後の体

表面温度低下でどのような差があるかを検証した。

5. サウナの比較実験

ＤＰＨサウナを導入していただいている和

「 」 、歌山県の有田川 鮎茶屋 殿の御協力のもと

備長炭を部屋に埋め込み遠赤外線効果も併せ

持つ設定温度92℃の高温サウナと、設定温度

47℃のＤＰＨサウナを利用して、被測定者６

人の実験前後の脈拍、血圧、体表面温度等の

データを採り、同時比較を行った。本設備の

ＤＰＨサウナは温泉水を蒸気にしてサウナに

送り込んでいるため、温泉成分の要素が加味

されている可能性が十分考えられるが初期実

験として実施した。

簡略化のため備長炭の高温サウナ、ＤＰＨ

温泉サウナに入浴した群をそれぞれ高温群、

ＤＰＨ群と記述する。表１にサウナに入る前

の血圧・脈拍の6人の平均を示す。

サウナ入浴後ＤＰＨ群、高温群ともに最高 図１２ 入浴後の血圧変化

血圧は130 mmHg程度まで低下し、15分後におい

てもほぼ一定を保った。最低血圧については、サウナ入浴後の早期には高温群のほうがＤ

ＰＨ群よりも低いものの30分後にはほぼ同じ値を示した。グラフを図１２に示す。
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脈拍を図１３に示す。サウナ入浴3分後の

ＤＰＨ群が高温群よりも少し低く、いずれの

群も時間経過とともに30分経過後には60～70

(回/分)に収束した。

図１４に、サウナから退出20分後のサーモグ

ラフィを示す。両群ともに下半身と上半身に

は温度差があらわれることがわかった。胸・

腹の部分で比較するとＤＰＨ群の方が高温群

よりも高い温度であることがわかる。

図１５にＤＰＨサウナ、または高温サウナ

に15分入浴後の時間経過に伴う体表面温度の

変化を示す。両群ともにサウナ入浴後5分間は 図１３ 入浴後の脈拍変化

体表面温度が急激に低下するものの、それ

以降は温度が少し上昇した後、再度ゆるや

かに低下し続けた。約20分後から30分後ま

で、両群には0.5～0.6 ℃の温度差が現れ、

その状態を維持したままＤＰＨの方がゆる

やかに温度降下していく傾向がみられた。

また、両群ともに 0.8を上回る高い相関係

数で対数近似できた。その近似曲線から、

ＤＰＨ群のほうが高温群よりも温度低下率

が低い傾向であることが示唆された。 ま

た、表１に示すように、サウナ入浴前にお

ける被測定者6人の体表面温度の平均値は 高温群 ＤＰＨ群 ＤＰＨ群

29.9 ℃であった。高温群は、20分後にはす 図１４ 体表面温度

でにその温度まで降下していたものの、Ｄ

ＰＨ群は、30分経過後においてもなお約0.

5 ℃高い温度を維持していた。

6. 考察

この調査時は被験者が少なく、医療従事

者による適切な指導が無い状態での試験で

あり、この結果でもって結論づけるには無

理があるが、これからのきっかけとして考

察した。また、発汗による塩分濃度の変化

についての考慮は入っていない。 図１５ 体表面温度変化

測定場所の外気温は13.5 ℃と比較的温度の

低い環境下で測定を行った。このため、サウナ入室前の血圧は、皮膚表面の抹消血管が体

温の放熱を防ぐために収縮して、高い値になったものと考えられる。しかしながら、両サ
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ウナ室内ともに体温を大きく上回っていたため、サウナ入浴後には、末梢血管が拡張して

血管抵抗が小さくなったものと考えられる。また、血液の温度もわずかながら上昇してい

るとすると、血液粘度が低くなったために末梢血管抵抗が低くなったと考えられ、よく用

いられる血圧＝心拍出量×末梢血管抵抗の式と照らし合わせると、これらのことが血圧低

下の原因と考えられる。

ＤＰＨ群は最高・最低血圧ともに、サウナ入浴30分後でさえ入る前の80～90 %程度の値

であった。このことから、抹消血管は拡張した状態をサウナ退出後30分以上もの間維持し

ていたことが推察され、このことからも温もりが持続していたと判断した。図１５より、

サウナ室を出た後、ＤＰＨ群の方が5分以内の温度降下が大きいのは、微細な蒸気が毛穴

。 、や表皮部分に残存している水分の蒸発潜熱の影響が現れていると判断できる 5分以降は

体内の熱で復熱して上昇しその後定常的に温度降下していったものと考える。高温群は、

サウナ退出20分後にはすでに入室前の温度にまで降下しているものの、ＤＰＨ群は、温度

降下がゆるやかで温もりが長時間持続しており、相関係数の高い対数関数近似曲線から計

算すると、約150分後にようやくサウナ入室前の温度に達することになる。

また、被測定者からは感覚的に、47℃のＤＰＨサウナはそれを92℃の高温サウナと比較

、 。 、してほぼ同じか もしくはそれ以上に室内が熱く感じるといった意見が聞かれた その他

低温サウナで従来から知られているミストサウナ・飽和スチームサウナは、部屋の中が霧

、 。の状態になっているのに対して ＤＰＨサウナ室内は蒸気径が小さいためか透明感が高い

さらに、入室後早期に肌表面で水蒸気が結露して水分の層で覆われる。これらのことから

も、ＤＰＨサウナ雰囲気では、微細な蒸気が皮膚内に進入しやすく、身体を早期に温める

とともに、皮膚表面を体温より高温の水膜で覆うことによって体内への熱伝導との相乗効

果で高温サウナと比較して温浴の効率が向上したと判断できる。

さらに、ＤＰＨ技術により作り出された蒸気は、瞬時の過熱水蒸気への加熱過程におい

て高周波磁束を通過している。Ｈ Ｏというシンプルな化学式で表現される水だが、環境２

によってその姿、特徴を大きく変えることが知られている。水蒸気が高周波磁場内を通過

した後、どのような形態に姿を変えているのか、それは非常に興味深く、今後の研究に期

待するところである。

本実験で行ったような温浴効果の検証を、より詳細に行うことで、予防医学におけるＤ

ＰＨサウナ利用の普及に貢献したい。また病を患った方についても負担を最低限に、かつ

新陳代謝を活性化させるうえでも比較的低温であるＤＰＨサウナの有効性が期待できる。

7. まとめ

以上、今までのサウナと過熱水蒸気を用いた新しいサウナの比較を行った。そして、

北欧から入ってきた従来型のサウナは主に「発汗」が目的であり、また、今回のＤＰＨサ

ウナは発汗目的よりも体を温める効果のほうが大きい事を述べた。そこで筆者らはここに

新しい概念の「体を温めるためのサウナ」を提案する。

そして、体を温めることにより体内の免疫力などを向上させる効果が得られ、普段より

病気になりにくい体質「予防医学」に寄与する可能性を見いだすことが出来たものと考え

る。
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本報告ではとにかく過熱水蒸気をサウナに使用したらどうなるかと言う見地から試して

みた結果、従来のサウナと異なる体の温まりが感じられたことも述べた。従来、サウナで

は体の芯まで暖まるような効果は得られにくいのだが、筆者らが着想・実行した過熱水蒸

気によるサウナでは経験値から言って、体が芯まで暖まっていることを示唆している。ま

た、実験による経過を見ても何らかの温浴効果が認められる結果が得られている。これら

のことにより温泉療法のような体を温めて治癒力を高める考えは昔から存在するので、Ｄ

ＰＨサウナにこのような効果を期待できる可能性があることも示唆した。

このように新規性のある効果が得られ、実際に入浴客からの評判も良いことから、過熱

水蒸気を使用したＤＰＨサウナは、予防医療に向けて過熱水蒸気及び電気の新しい利用が

展開できたと考えている。さらに、このＤＰＨサウナの評価を見聞して。早速過熱水蒸気

をサウナに使用する他社が現れているところからも、本方式の可能性は裏付けられるだろ

う。

残念ながら今回の評価実験はサンプル数が少なく、詳細な考察は出来なかったが、テス

トルームで入浴した約４００人の意見と比較しても、相反しない比較的良好な試験結果が

得られた。これらの資料をきっかけに、医学的観点から詳細な検証を行うためのプロジェ

、 。クトの立ち上げ及び 過熱水蒸気のサウナへの応用について更なる検証を行う所存である
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