
問題と目的

不景気や高度情報化と国際化による過当競争などの要因により，時間的切迫感，安心感・安
全感の欠如，人間関係の希薄化などが生じる現代社会は，ストレスを感じやすい環境であると
考えられる。そのような現代社会の特徴に加えて，ストレス研究の中では，個人のライフスタ
イルや行動様式がさまざまな疾患の発生に関与していることが明らかにされ，疾患発症以後の
経過のみならず，発症前の健康状態から発症へと至るプロセスを重視するという流れが生じ
た。それらのことを背景に，ストレスが積み重なる前に対処スキルを身に付けておく，という
予防の観点からのトレスマネジメント（stress�management）が注目されるようになってき
た。Patel（1989）は，誰もが自分で実行可能な具体的なストレスマネジメント技法として，
彼の臨床経験から得られた方法を表１のようにまとめている。

本研究では，これらのストレスマネジメント技法のうち，身体的リラクセーションである漸
進的筋弛緩法（Progressive�Muscle�Relaxation�Method，以下，PMR法）に焦点を当てる。
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表１　Patel（1989）によるストレスマネジメント技法の分類（竹中，1995をもとに筆者作成）

１．呼吸法 腹式呼吸（仰向け・うつ伏せ姿勢，二者択一
的鼻孔呼吸法など）

２．身体的リラクセーション 漸進的筋弛緩法，自律訓練法，ヨーガのリラ
クセーション，バイオフィードバック法など

３．精神的リラクセーション 東洋的行法，瞑想法，アレキサンダーテクニ
ック，イメージ法など

４．コミュニケーションの向上 自己主張訓練，怒りのコントロール法など
５．認知的ストレスマネジメント方略 気づき，積極的セルフ・トーク，問題解決ス

キルなど
６．栄養と健康的なライフスタイルの確立 栄養摂取，体重コントロール，禁煙など
７．体力の改善 ウォーミングアップ体操，ウォーキング，ジ

ョギングなど
８．ソーシャルサポート 情動的支援，物理的支援，情報的支援，評価

的支援など
９．対人スキル 敵意攻撃タイプへの対処法，不平不満タイプ

への対処法など

方法 具体例



PMR法はジェイコブソン（Jacobson,�E.�1888-1983）によって開発された筋弛緩のための技法
である。まず身体の一部分（たとえば右腕の筋肉）から弛緩させ，しだいに身体の主要な筋肉
の弛緩を始め，最終的には全身の筋肉をすべて弛緩させていく。小板橋・柳・菱沼（1998）
は，健康な成人女性を対象にPMR法と安静法のリラクセーション効果を比較検討した実験に
おいて，PMR法は終了時にもリラクセーション効果が継続し，安静法よりも深いリラクセー
ション反応を引き出しうる可能性を示している。また，山中（2013）による競技選手に心理的
スキルトレーニングの一環としてPMR法を指導し，その心理的効果を検討した研究では，
PMR法実施後には気づきが高まり，不安が減少するといったリラクセーション効果が明らか
にされている。PMR法は多くの研究で，リラクセーション効果が認められているが，実施す
るのには15〜30分程度の時間を要する。しかし，ストレッサーに直面した時にいつでもその程
度の余裕を持てるとは限らない。そこで，より簡便にリラクセーション効果を得るために，
PMR法の練習時にある一定の香り刺激を対提示することによって，香り刺激を嗅ぐだけでリ
ラクセーション効果を得ることを目的としたリラクセーション法が，PMR法を応用した香り
のリラクセーション法である。PMR法を応用した香りのリラクセーション法によるリラクセ
ーション効果は，古典的条件づけ理論により説明される。古典的条件づけは，これから条件刺
激（conditioned�stimulus,�CS）にしたい刺激と無条件刺激（unconditioned�stimulus,�US）を
対呈示することにより，条件反応（conditioned�response,�CR）を形成するものである。この
古典的条件づけの理論をもとに，「香り」という条件刺激（CS）の条件反応（CR）としてリ
ラクセーション効果が引き起こされると考える（図１）。

伊藤（2011）は，PMR法の習得過程で，ある一定の香り刺激を対提示することで，香り刺
激に対して弛緩状態が学習される可能性及び，香りの効能が学習に与える差異を検討すること
を目的に，大学生30名を対象に脳波を用いた実験を行った。香り刺激としては，効能としてリ
ラクセーション効果をもつラベンダーと，リラクセーション効果をもたないアネトールを用い
た。その結果，ラベンダー香による条件づけを行った群では，条件刺激になる前のラベンダー
曝露後と比べて条件刺激となったラベンダー香（以下，CSラベンダー）の曝露後，閉眼時の
後頭部Ｏ１，Ｏ２のβ帯域が有意に低下した。このことから，PMR法に条件づけられたラベン
ダー香にはリラクセーション効果があることが示唆された。
しかし，先行研究による実験結果からいくつかの問題点が残る。第１にラベンダー香以外の

鎮静効果を持つ香りを対提示した場合には，リラクセーション効果が生じるのか，という点で
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図１　香りを応用したPMR法のリラクセーション効果



ある。先行研究では，リラクセーション効果を持たないアネトールでは，リラクセーション効
果が認められなかったため，香り刺激が本来効能としてもつリラクセーション効果がPMR法
を応用した香りのリラクセーション法の成立に意味をもつのだろうと推察されるが，その効果
がラベンダー香に特異的なものなのか，効能としてリラクセーション効果をもつ香りであれば
生じるのか，という点までは明らかにされていない。この点については，ラベンダー香以外の
リラクセーション効果をもつ香りを用いた実験を行う必要がある。
第２に，先行研究では，ある香りを一週間一定頻度で嗅ぐことにより，どのような影響が生

じるのかを検討していない点である。ラベンダー香においてリラクセーション効果が生じたこ
とから，効能としてリラクセーション効果をもつ香りを一定期間，一定の頻度で嗅ぐことによ
ってリラクセーション効果が生じる，あるいは増す可能性も考えられる。また，香りを一定頻
度嗅ぐことによって，リラクセーション効果が増す場合，PMR法を応用した香りのリラクセ
ーション法によるリラクセーション効果とどの程度の差が見られるのかについても，PMR法
を応用した香りのリラクセーション法のリラクセーション効果を証明するためには検討しなけ
ればならない。
第３に，先行研究で認められたリラクセーション効果は，実験室内でのリラクセーション効

果であるという点である。PMR法を応用した香りのリラクセーション法の意義を示すために
は，どの程度，日常生活において利用可能なリラクセーション法なのかを検討しなければなら
ない。

そこで本研究では，第１実験において，効能としてリラクセーション効果を持つ香りとし
て，ラベンダー香以外のベルガモット香とヒノキ香を用い，PMR法を応用した香りのリラク
セーション法が効果をもつのかどうかを検討する。また，一定期間ラベンダー香を嗅ぐラベン
ダー芳香群を加えることによって，ラベンダー香を一定頻度嗅ぐことによる効果についても
考察する。

第２実験では，ストレスマネジメントプログラムの一技法として，PMR法を応用した香り
のリラクセーション法を実施し，日常のストレス場面においてその技法が有効であるかどうか
を心理指標の変化と実験参加者の内省報告から検討する。
本研究は，香りを利用した簡易かつ有効なストレスマネジメントの一技法を提案する点にお

いて意義があると考えられる。

第１実験

１．目的
本実験では，リラクセーション効果のあるラベンダー，ベルガモット，ヒノキの精油を用

い，PMR法の練習時にある一定の香り刺激を対提示することによって，その香りを嗅ぐだけ
でPMR法と同程度，あるいは香り単体を嗅ぐ以上のリラクセーション効果が生じる可能性を
検討する。

２．方法
（１）実験参加者：実験参加に承諾したＡ大学生24名（男性６名，女性18名）であった。本実
験では，実験参加者を５群に分けた（表２）。以下では，第１群を統制群１，第２群を統制群
２，ラベンダー香対提示群をLA群，ベルガモット香対提示群をBE群，ヒノキ香対提示群をHI
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群と表記する。

各群の実験参加者数は，各群５名であったが，統制群１の参加者１名がドロップアウトした
ため，統制群１が４名，その他の４群は５名であった。

（２）実験場所及び実験期間：実験場所は，A大学人文社会科学部６号館３階心理生理実験室
第２シールドルームであり，実験期間は2013年10月から12月であった。室温は20〜23℃であ
り，室温が不快である場合には，実験者に声を掛けるように教示した。
（３）手続き：実験は大きく（１）実験１回目（EX１），（２）１週間のPMR法の練習及び香
り刺激の対提示期間，（３）実験２回目（EX２）から成っていた。（２）のPMR法の練習及び
香り刺激の対提示期間には，PMR法の習得またはPMR法によるリラクセーション反応を香り
刺激に条件づけるために，統制群１，LA群，BE群，HI群の参加者に対して１週間１日１回以
上PMR法の練習をしてもらった。またLA群，BE群，HI群では，PMR法の練習時に香り刺激
を対提示した。統制群２では，１週間１日１回以上ラベンダー香を嗅いでもらった。

EX１，EX２では，ストレス課題として内田＝クレペリン精神作業検査を５分間課し，作業
時の生理指標を測定した。ストレス課題は計２回（st１，st２）であり，ストレス課題間には
３分間の休憩（rest）を設けた（図２）。休憩では，統制群１ではPMR法を実施，統制群２，
LA群，HI群，BE群では30秒毎に香り刺激の曝露を行った。なお，LA群，BE群，HI群で，
EX１，EX２とも，休憩では香り刺激のPMR法との対提示はしない。LA群，BE群，HI群で，
香り刺激とPMR法の対提示をし，条件づけを行うのはEX１とEX２の間の１週間である。
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表２　第１実験の群分け

第１群 PMR法の練習のみ（統制群１）
第２群 ラベンダー香を１週間一定頻度で嗅ぐ（統制群２）
第３群 PMR法の練習及びラベンダー香の対提示（LA群）
第４群 PMR法の練習及びベルガモット香の対提示（BE群）
第５群 PMR法の練習及びヒノキ香の対提示（HI群）
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図２　第１実験手続き（EX1，EX２とも共通）（※なお，BRSは圧受容体反射感度）



EX１では，統制群２，LA群，BE群，HI群においては，香り刺激を初めて嗅いだ際にリラ
クセーション効果が生じるかどうかを検討し，香り刺激自体のリラクセーション効果を明らか
にする。EX２では，統制群１においては，１週間の反復継続を経た後のPMR法のリラクセー
ション効果を明らかにする。統制群２では，ラベンダー香を１週間嗅ぎ続けることによってリ
ラクセーション効果が増すかどうかを検討する。LA群，BE群，HI群においては，１週間の
PMR法との対提示を経た後の香り刺激（以下，CSラベンダー，CSベルガモット，CSヒノキ）
のリラクセーション効果を明らかにする。またEX２では，群間差から，それぞれの介入によ
るリラクセーション効果の差異を検討する。

（４）香り刺激：香り刺激は，アロマスプレーによって曝露した。アロマスプレーとは，精油
を無水エタノール10ml，精製水20mlで希釈し，ガラス製のスプレーボトルに入れたものであ
る。香りの濃度として１％，２％，３％のものを用意し，実験開始前に参加者に適切な濃度の
アロマスプレーを選定してもらった。各濃度は，川端ら（2012）を参考に算出した（表３）。
精油は，生活の木社製のラベンダー（フランス産）精油，ベルガモット精油，ヒノキ精油を
使用した。

（５）生理指標：本実験では，生理指標として圧受容体反射感度（baroreflex�sensitivity；以
下，BRS）と唾液アミラーゼを測定する。これらの生理指標を用いることにしたのは，BRSは
副交感神経系の活動指標であり（澤田，1996），唾液アミラーゼは交感神経系の活動指標であ
るため（田中，小浦，2012），この２つの生理指標を用いることによって，香りを応用した
PMR法のリラクセーション効果がより明確になると考えたからである。

BRSについては，血圧の上昇（下降）の連続に対して，心拍周期（IBI）の延長（短縮）が
連続して起こるところをピックアップし，ペア点を図示し，回帰直線を当てはめ，その直線の
傾きがBRSである。ヒトの安静状態でBRSを評価すれば，10ないし20ms/㎜Hg程度の値とな
る（澤田，1997）。BRSは，高い方が副交感神経系の活動が高いと考えられるため，本実験で
はBRSをFinapres社製Portapres�Model-2で血圧，脈拍を測定し，対応するBRS測定ソフトに
よってBRSを算出し，それを副交感系の活動指標とした。BRSの分析は，ベースライン期とス
トレス課題期（クレペリン作業中；st１，st２）に対して行った。分析時には，各期のBRSを
30秒区切りで平均値を算出し，その値をデータとして用いた。

唾液アミラーゼは交感神経の支配を受け，ストレスにより増加するとされており，ストレス
反応の有用な指標と考えられている（田中・小浦，2012）。そのため本実験では，ストレス評
価における交感神経の指標として唾液アミラーゼ（唾液中のα−アミラーゼ）を，唾液アミラ
ーゼモニター（ニプロ社製）によって測定した。唾液アミラーゼ測定は，クレペリン作業直後
に行った。なお，唾液アミラーゼは，朝低く午後に上昇し，就寝中は再び低値を取るという日
内変動を示す（中野・山口，2011）ため，EX１とEX２の実施時間帯が大きくずれることがな
いよう配慮した。
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表３　アロマスプレーの濃度

精油の濃度算出法（１滴＝0.05mlとして算出）
（精油の滴数）×0.05÷（無水エタノール＋精製水の量）×100＝精油の濃度（％）

無水エタノール　10ml
精製水　　　　　20ml

精油６滴 精油12滴 精油15滴
１％ ２％ ３％



３．結果
（１）BRS（圧受容体反射感度）

BRSはストレス課題期とベースライン期の差（ストレス期−ベースライン期）を計算し，こ
の変化値に対して以下の分析を行った。なお，ベースライン期のBRSはEX１-BLの後半１分30
秒間（１：30〜３：00）の平均値とした。

EX１における群間差を検討するために，群（統制群１，統制群２，LA群，BE群，HI
群）×ストレス期（EX１-st１，EX１-st２）×BRS測定期（０：30，１：00，１：30，２：
00，２：30，３：00，３：30，４：00，４：30，５：00）の３要因分散分析を行った。その結
果，群に関わる主効果，交互作用に有意なものはなかった（図３）。

また，EX２における群間差を検討するために，群（統制群１，統制群２，LA群，BE群，HI
群）×ストレス期（EX１-st１，EX１-st２）×BRS測定期（０：30，１：00，１：30，２：00，
２：30，３：00，３：30，４：00，４：30，５：00）の３要因分散分析でも，群間に有意な差
は見られなかった（図４）。これらの結果から，５群間で比較した場合に，１週間の継続練習
を経た後のPMR法の効果，１週間ラベンダー香を嗅いだことによる効果，１週間のPMR法と
香りの条件づけ後のCSラベンダー，CSベルガモット，CSヒノキの差は認められかなった。
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図３　EX１の群間差（BRS変化値）

 

 

 

 
 

 

 図４　EX２の群間差（BRS変化値）
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５群間での差は見られなかったが，ラベンダー香を単体で一定頻度嗅ぐことによる効果と，
ラベンダー香をPMR法に条件づけることによる効果に差があるのかを直接検討するために，
統制群２とLA群を比較した。

EX１における統制群２とLA群のBRSの差を検討するために，まず，群（統制群２，LA
群）×ストレス期（EX１-st１，EX１-st２）×BRS測定期（０：30，１：00，１：30，２：
00，２：30，３：00，３：30，４：00，４：30，５：00）の３要因分散分析を行った。その結
果，群の主効果が有意であった（F（1,6）=16.56,p<.01）（図５）。このことから，統制群に比
べてLA群のBRSの方が高いと考えられる。

次に，EX2におけるラベンダー（統制群２）とCSラベンダー（LA群）のBRSの差を検討する
ために，群（統制群２，LA群）×ストレス期（EX２-st１，EX２-st２）×BRS測定期（０：30，
１：00，１：30，２：00，２：30，３：00，３：30，４：00，４：30，５：00）の３要因分散分
析を行った。その結果，群の主効果が５％水準で有意であり（F（1,8）=11.14,p<.05），群×スト
レス期×BRS測定期の交互作用が10％水準で有意傾向であった（F（9,72）=1.89,p<.10）（図６）。

さらに詳しく検討するために，10％水準で群×ストレス期×BRS測定期の交互作用における
単純交互作用の分析を行ったところ，１：00のBRS測定期における群×ストレス期の単純交互
作用が５％水準で有意（F（1,80）=4.98,p<.05）であり，２：00のBRS測定期における群×ス
トレス期の単純交互作用が10％水準で有意傾向であった（F（1,80）=3.18,p<.10）。

また，LA群におけるストレス期×BRS測定期の交互作用が，0.5％水準で有意であった（F（9,72）
=3.11,p<.005）。さらに，単純・単純主効果の検定を行ったところ，LA群では，EX２-st１における
１：00のBRSよりも，EX２-st２における１：00のBRSの方が有意に高く，またEX２-st１における
２：00のBRSよりも，EX２-st２における２：00のBRSの方が高い傾向にあるという結果が得られた。
また，EX２-st１では，１：30，２：30，３：00，４：00，５：00に統制群１よりもLA群でBRSが有
意に高く，EX２-st２では，全BRS測定期で統制群１よりもLA群でBRSが有意に高かった。また，多
重比較の結果，EX１-st1において，１：00よりも３：00，４：00，５：00にBRSが高くなっていた。

以上の結果から，EX１から統制群２と比較してLA群のBRSが高いものの，EX２ではLA群
はストレス期st１より，CSラベンダーを嗅いだ（rest期）後のストレス期st２で特にBRSが高
くなっていたため，少なくとも休憩中にCSラベンダーを嗅いだことによって副交感神経系の
活動が高まったと考えられる。
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図５　EX１における統制群２とLA群の変化（BRS変化値）
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（２）唾液アミラーゼ
唾液アミラーゼの測定値に対してストレス期（st１，st２）からベースライン期を減算した

変化値を算出し，その値について以下の分析を行った。
まず５群間の差を検討するために，群（統制群１，統制群２，LA群，BE群，HI群）×スト

レス期（EX１-st１，EX１-st２，EX２-st１，EX２-st２）の２要因分散分析を行った。その結
果，群の主効果（F（4,19）=2.31,p<.10）と群×ストレス期の交互作用（F（12,57）
=1.68,p<.10）が有意傾向であった（図７）。さらに詳しく検討するために，10％水準で群×ス
トレス期の交互作用における単純効果の検定を行ったところ，EX１-st２において，統制群１
は統制群２とHI群に比べて，唾液アミラーゼが高かった。また，統制群１において，EX２-st
１とEX２-st２に比べて，EX１-st１とEX１-st２の唾液アミラーゼが高かった。また，群の主
効果における多重比較を行ったところ，HI群と比べて統制群１のほうが唾液アミラーゼの変
化値が大きくなっていた。これらの結果からは，条件刺激としての香りのリラクセーション効
果は認められなかった。
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図６　EX２における統制群２とLA群の変化（BRS変化値）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７　５群間の唾液アミラーゼ（変化値）の比較
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次に，ラベンダーとCSラベンダーの違いを直接検討するために群（統制群２，LA群）×ス
トレス期（EX２-st１，EX２-st２）の２要因分散分析を行った。その結果，群×ストレス期
の交互作用が有意傾向であった（F（1,8）=3.66,p<.10）（図８）。詳しく検討するために，10%
有意水準で群×ストレス期の交互作用における単純主効果の検定を行ったところ，LA群にお
いて，EX２-st１に比べてEX２-st２の唾液アミラーゼが，減少傾向であった。

以上の結果から，LA群ではCSラベンダーを嗅いでから行ったストレス課題後には唾液アミ
ラーゼが低減していたため，CSラベンダーを嗅いだことによって交感神経系の活動が低減し
たと考えられる。

４．考察
本実験において生理的リラクセーション効果が認められたのは，CSラベンダーであった。

単体でラベンダー香を１週間一定頻度で嗅ぐことによっては，生理的リラクセーション効果が
認められなかったため，ラベンダー香をPMR法の練習時に対提示することによって生理的リ
ラクセーション効果が上昇する可能性が示唆された。また，他の香り刺激のCSベルガモット
とCSヒノキ香では生理的リラクセーション効果の上昇が認められなかったため，ラベンダー
をPMR法と対提示することによって得られるCSラベンダーにのみ生理的リラクセーション効
果が得られるのだと考えられる。

しかし，本実験では生理的リラクセーション効果は認められなかったものの，BE群の参加
者はEX２-st２終了後の内省報告で，いずれの参加者も，「焦りや緊張を感じなかった」「今ま
でで一番頭がクリアになった」「ぼやっとしてた」「匂いを嗅いだ後，クレペリンに集中でき
た」「すぐに出来るなと実感した」と述べていた（表４）。このことから，BE群の参加者は心
理的（主観的）リラクセーション効果を感じていたのだと推定される。
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図８　統制群２とLA群の唾液アミラーゼ（変化値）の比較



そこで，第２実験ではBE群の参加者が報告した心理的リラクセーション効果に注目し，１
週間の対提示を経た後のCSベルガモットが日常生活におけるストレス場面にどのように利用
され，どのような効果を持つのかを検討することにした。

第２実験

１．目的
第１実験で検討したのは，クレペリン作業によって実験的にストレス負荷をかけた状況での

香りを応用したPMR法がもつリラクセーション効果であった。日常生活においては，クレペ
リンのような作業ストレスのみならず，対人関係によるストレスや身体の不調など，コントロ
ールすることが難しい様々なストレスが存在する。そこで本実験では，日常生活において香り
を応用したPMR法が有効に働くかどうかを，実験参加者の内省などをもとに検討していく。
第2実験では，香り刺激として，第1実験において心理的リラクセーション効果が多く報告され
たベルガモット香を使用する。

２．方法
（１）実験参加者：本実験の実験参加者は，第２実験参加に承諾した第１実験における統制群
１と統制群２及びBE群の参加者計６名（男性２名，女性４名）であった。このうち，統制群
１と統制群２の参加者３名を第２実験の統制群とし，BE群の参加者３名を実験群とした。従
って，第２実験で統制群がベルガモット香を嗅ぐのは第１実験前の予備調査以来単なる２度目
となる。それに対して，実験群は第１実験ですでにPMR法とベルガモット香の条件づけ（１
週間）を経験済みなので，「CSベルガモット」を嗅ぐこととなる。
（２）手続き：本実験の流れを図９に示す。本実験は，初回面接，１週間の日常応用期，第２
回面接という流れで行われる。なお，本実験は第１実験終了後の約１ヶ月後に行なわれた。初
回面接では，質問紙への記入の後に，Microsoft�PowerPointを使用して，「ストレスってな
に？〜ストレスを学んで，ストレスに対処する力を高める〜」というタイトルのストレスに関
する心理教育を行った。
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表４　EX２-st２終了後の実験群の内省報告

（CS）LA群 （CS）BE群 （CS）HI群
この後，何しようかなと考え
ていた

焦りや緊張を感じなかった クレペリンは，目が乾いてた
くさんできなかった

（クレペリンが）前より多く
解けた

今までで一番頭がクリアにな
った

前より緊張しないでできた

（内省報告で）何を考えたか
聞かれるなあ

ぼやっとしていた 休憩の時，ぼんやりしていた

香りを嗅いでからクレペリン
をやるとスムーズにできた

匂いを嗅いだ後，クレペリン
に集中できた

クレペリンが書きづらい

クレペリンが段々できなくな
ると嫌になる

（休憩終了後のクレペリンが）
すぐに，出来るなと実感した

香りを嗅いでリラックスした



（３）心理指標：本実験では，心理指標としてリラクセーション技法の効果を問う尺度である
心理的リラクセーション尺度（Emotional�Relaxation�Scale；以下，ERS）を使用した。ERS
は，リラクセーション技法によってもたらされるポジティブな気分を測定する尺度である（徳
田，2010）。「有能感」「爽快感」「解放感」「静穏感」という４尺度からなり，各尺度は３項目
ずつで構成されている。回答形式は「まったくあてはまらない（１点）」から「非常に当ては
まる（５点）」までの５件法で，３項目の合計を尺度得点とする。本実験では，日常応用期に
１日１回ERSへの回答を求めた。

３．結果
各下位尺度の群ごとの平均値の推移を図10〜図13に示す。
下位尺度の平均値の推移を群ごとに比較すると，「有能感」（図10），「解放感」（図12）につ

いては，統制群，実験群ともにほとんど同じ推移パターンを示している。一方，「爽快感」（図
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図９　第２実験の手続き

（この間，PMR法との対得示はしない）



次に日常応用期の実験参加者の内省報告を表５，表６に示す。

11）は実験群よりも統制群の方が高い値で推移していることがわかる。これは，統制群におい
てベルガモットの柑橘系の香りによるリフレッシュ効果が強く感じられたためではないかと推
考できる。また，図13を見ると，「静穏感」は統制群よりも実験群の方が高い値で推移してい
ることがわかる。この平均値の推移から，実験群の参加者は，CSベルガモットを嗅ぐことに
よって静穏感が得られたのではないかと考えられる。
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図10　「有能感」の群ごとの平均 図11　「爽快感」の群ごとの平均

図12　「解放感」の群ごとの平均 図13　「静穏感」の群ごとの平均

表５　統制群のベルガモットの印象

統制群

Aさん 「なんか，最初の方は，柑橘のちょっとスッキリした感じの匂いがするな
あと思って爽やかだなあって思ってたんですけど，その中ごろに，ああ
落ち着くなあって思いました」

（＊Aさんは，「就寝前」という安定した場面に限りベルガモットを使用し
ていたため，落ち着きが得られた可能性がある）

Ｂさん 「勉強とか，課題をしようって思った時に１番というか，してない時から
する時にやろうとして，集中しようとして嗅ぐと，入れはするんですけ
ど，その後結局飽きちゃう。勉強自体に」

Ｃさん 「香りを嗅ぐと，すっきりと，爽やかな匂いだったんで，それで，集中力
も，頭がスッキリして，集中力もまた戻ってきたり，勉強始めるモード
に上手く切り替えられたのなかって思いました」



実験参加者の内省報告においても，統制群ではベルガモット香の感覚印象による覚醒方向へ
の働きが報告され，実験群ではCSベルガモットへの鎮静方向への働きが報告された。

４．考察
本実験においては，ERSの変化と参加者の内省報告から，ベルガモットは覚醒方向への働き

が大きく，CSベルガモットは鎮静方向で働く可能性が示唆された。ベルガモットは本来，柑
橘系の甘さの少ない爽やかな香り（和田，2011）である。そのため，統制群では，勉強の前や
外出前などの，次に行動に移すための「きっかけ」として香り刺激を利用していた。これは，
ベルガモットの香りによって気分を明るくする，気分転換を図るといった覚醒方向への働きで
あると考えられる。

それに対して実験群では，落ち着くことやリラックス感を求めてCSベルガモットを利用し，その
効果を報告していた。すなわち，CSベルガモットには，第１実験においてPMR法との１週間の対提
示期間を経ているので，PMR法の練習及び対提示期間から得られる条件刺激としての効果があった
と考えられる。なお，統制群においてもベルガモットを就寝前に利用し，心理的リラクセーション
効果を報告した１人の参加者がいたが，就寝前という精神的に安定した状況に限定してベルガモッ
トを嗅いだことによって，心理的リラクセーション効果が感じられたのではないかと考えられる。

また，CSベルガモットについて，１週間PMR法の練習をするということ，そしてリラック
スしたい時にスプレーボトルをプッシュして香りを嗅ぐということは，どちらもリラクセーシ
ョンのための主体的行動である。主体的に行動した結果，香りを応用したPMR法によってス
トレス状況に対処できるという感覚が，自分で自分のストレスをマネジメントする，というス
トレスマネジメントの主体性に繋がるのではないかと考えらえる。また香り刺激を知覚するた
めには呼吸が深くなるため，PMR法と香り刺激を対提示することで，身体感覚への意識も高
まり，よりリラクセーション効果が高まる可能性もある。

一方で，CSベルガモットの心理的リラクセーション効果の持続性に関する問題や，強い情
動を伴うストレス場面では効果を発揮しないという報告が本実験では得られた。この問題や報
告は，香りを応用したPMR法の適用可能なストレス状況を同定することの必要性と持続時間
も含めたリラクセーション効果の限界にも関わるものである。その点に関しては，さらに実験
参加者の数を増やし，生理的・心理的側面からの研究を行う必要があろう。
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表６　実験群のCSベルガモットの印象

実験群

Ｄさん 「自分にちょっと落ち着けって言い聞かせられるような，踏み止まれるよ
うな状況で，それをサポートしてくれるような感じなのかなっていう」

Ｅさん 「こういうリラクセーションの方法だったりとか，香りだったりっていう
のを生活に取り入れたことが無かったので，ただ漠然と休んだりとか，
リラックスしたいなって思うよりは，そのための行動を，あの，プッシ
ュだけなんですけど，そういう場を作っているっていう自覚みたいなも
のが持てたのがすごく良かったのかなっていうのは，やっていて思いま
した」（※プッシュとはアロマスプレーを押して香りをかぐこと）

Ｆさん 「その香りが，すごく良い香りだったので，いっぱい吸い込みたいな，み
たいな感じがあって，呼吸が深くなる感じがして，身体の力も抜けてる
なっていうのが感じられて，よく眠るのには役立ってるかなっていうの
は，思いました」



総合考察

本研究は，香りを応用したPMR法がストレスマネジメントの一技法として，ストレス対処
をするうえで有効に働く可能性を検討することを目的に，第１実験においては，BRSと唾液ア
ミラーゼを指標としてPMR法を応用した香りのリラクセーション法の生理的リラクセーショ
ン効果を検討した。また第２実験では，第１実験でPMR法を応用した香りのリラクセーショ
ン法による心理的リラクセーション効果を報告した参加者を対象に，PMR法を応用した香り
のリラクセーション法が日常のストレス場面において心理的リラクセーション効果をもたらす
かどうかを検討した。

その結果，第１実験においては，ラベンダー香を１週間一定頻度で嗅いだ統制群２と，１週
間PMR法練習時にラベンダー香を対提示したLA群の比較において，特にCSラベンダーを嗅い
だ後のLA群にBRSの上昇と唾液アミラーゼの減少が見られた。この結果から，ラベンダー香
をPMR法の練習時に対提示することによって，ラベンダー香にPMR法のリラクセーション効
果が条件づけられ，ラベンダー香を嗅ぐだけで，リラクセーション効果を得られる可能性が示
唆された。この点は，伊藤（2011）でもCSラベンダーについて同様の示唆が得られており，
ラベンダー香に関してはPMR法を応用した香りのリラクセーション法のリラクセーション効
果は一貫する可能性がある。

第２実験は，第１実験において心理的リラクセーション効果を報告したBE群の参加者を対
象に行った。日常のストレス場面でCSベルガモットを嗅ぐよう教示し，嗅いだ時の気分や感
情の変化を記録用紙に記録してもらった。統制群の参加者にも，ストレス場面でベルガモット
を嗅ぐように教示した。統制群の参加者はベルガモットの香りを嗅ぐのは，予備調査以来単に
２度目であった。実験の結果，ベルガモットは，課題に取り組む前や，外出前など，ある状態
から次の行動に移すための「きっかけ」として，つまり覚醒方向で働き，一方，CSベルガモ
ットは身体がほぐれる，気分が落ち着くといったような「鎮静」の方向で働く可能性が示唆さ
れた。また，PMR法を応用した香りのリラクセーション法は，PMR法を習得する必要がある
点や，ストレス場面で香りを嗅ぐという行動をとる点から，自分自身の力でリラクセーション
状態を作るための主体的行動であることが考えられた。そのため，PMR法を応用した香りの
リラクセーション法というリラクセーション法を身に付けておくことによって，ストレス反応
を自分自身の力でコントロールしているという感覚が高まり，主体的にストレスマネジメント
を行うことにつながるのではないかと推察される。
スプレーボトルをプッシュして香りを嗅ぐという簡易な方法で生理的・心理的リラクセーシ

ョン効果が得られるPMR法を応用した香りのリラクセーション法は，PMR法という体系化さ
れたリラクセーション法を基礎としたラベンダー香の生理的リラクセーション効果や，ベルガ
モット香の心理的リラクセーション効果を高める可能性をもつと考えられ，これらの手法はス
トレスマネジメントの一技法として有意義なものであると考えられる。

なお，PMR法と香りの効果を組み合わせる手法は，組み合わせる香りによって効果がある
場合とない場合が考えられ，更なる研究が望まれる。
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