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1.はじめに

現代社会において ストレスなどを抱えること

により、人はiし、身ともに何らかのよヰ的侵害を受け

る。副交感神経系は睡眠中などの安定している時

に働き、人体の臓器などにエネルギーを蓄える働

きがある[1]。副交感神経を優位にするには一般

に睡眠などの体を休めるような方法がとられてい

る。しかし、ストレスを強く感じている時は、二

のような方法を十分活用することが困難になるご

とがある。そこで 外的な刺激によって、副主感

神経活動が優位にできる方法があれば、有益であ

ろう。我々は、その方法のっとして 1ゲゆらぎ

に注目し、検討を進めている[2]01ゲゆらぎは、

般にリラックスを与えると言われており、ヒーロ

ング CDなどが市販されている状況にある。この

ことから、我々は、 1ゲゆらぎは副交感神経活動を

優位させる効果があるのではないかと類推してい

る。その効果を検証するために、我々は、 IIfゆら

ぎを有する音楽を聞いて自樟神経活動を調べたと

ころ、 1ゲゆらぎは交感神経活動を有意に減少さ

せることを示した [3]。しかし、同時に、噌好の

差で自律神経活動が左右されることも示されてお

り、 1ゲゆらぎそのものの効果については、未だ不

明瞭という問題が技されている。

その問題を解沃するには噌好の影響を取り除J

必要がある そこで我々は非"J聴音である超音肢

を Iゲゆらぎの特性を持つゆらぎ信号(以下 11/坤

らぎ信号とする。)で変調し、 lゲゆらぎを超音慣

として人に伝える方法を提案し、検討している問。

ことではアナログ回路を用いて超音波 1ゲゆらぎ

音を生成したが、アナログ回路の問題から、想定

した lゲ特性を与えるのが困難であった。今回は
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DSP(Digital Signal Proce~曲。を用いて、その問題を

解決す。。本研究では、計i聞いF ステム的構築を行

い生体信号指標 LF/HF[5]を計測して、 1ゲゆらぎ

は人にどのような影響をもたらすのかを調べる。

これによって、 lゲゆらぎ油自の効果について明ら

かにすることを目的とする。

2.計調.'1システムの構築と測定

lゲゆらぎ信号を DSP内で 40kHzの正弦波を搬

送世とした振幅変調を行い、栴響音室内でス パ

ーツィ←タで超音波として出力し、被験者に与え

る。この時被験者の耳における音圧レベノレは無変

調時平均 97.8dB(変調時最大 100dB)となるように

する。また、この時被験者にはユニオンツール株

式会社製心拍計 ImyB回 tJにより LE厄 Fを測定

する。また変調度はスーパ←ツィータの電気的

最大定格を考慮して 30%とする。実験は図 lの

シーケンスを用いる U

実験は最初出 t20秒間は超音波も伺も与えない

f体みJを与える。次に無変調の超音波を 120秒

間与える。これを fゆらぎ無し」とする。次にま

た「休みJを 120秒間与えた接、 120秒間 40kHz

の正弦波を lゲゆらぎ信号で振幅変調した超音波

を与える。これを「ゆらぎ有り」とする。それぞ

机の区聞の LFIHFを比較し、影響を調べる。

なお実験の被昏者は 10代と 20代の心身ともに

健唐であるとゆ告した男女 20名で行う。 10名は

と記のシーケンス通りに実験を行い、残りの半分

はゆらぎ無し区間とゆりぎ有り区聞の順番を入れ

替えて実験を行う。これによってシーケンスに付

随するバイアスを防止することができる。

myBeat には、心拍変動 (HRV) Heart Rate 

Variability)から LF/HFを計障する機能があるが、 5



拍ごとに LFIHFを割算しているのでパラつきが大

きく傾向が分かりにくい。そこで今回は各区間

(120秒間)の HRVで Iつの LF/HFを計車し、実

験結呆としてまとめ、傾向を見る。

そ一一歩+一一+
ゆらぎ無し 休み ゆらぎ有り
曲目 1羽田 120sec 

図 1 実験シーケンス

3.実験結果と今後の展望

図2と図 3はゆらぎ無し区間とゆらぎ有り区間
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の各区間における LF圧置の値を箱ひげ図で表した

ものである。図 2はゆらぎを後から与えたン ケ

ンスの結果である。また図 3はゆらぎを先に与え

たシーケンスの結果である。
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図2より、ゆらぎ無し時の LFIHFに比八、ゆら マ

ぎ有り時の LF周 Fは下がっているように見える。

しかし、この 2群の P値[61は 0.5393であり、有意

差は認められない。

図3より、 LF/百Fはゆらぎ有り時に比べゆらぎ

無し時で高くなっている。この 2群の P値は

0.03483であり、有意差が認められる。

これらのデータを統合したのが図 4である。図

から、 iゲゆらぎをJ与えると LFJHFが下がる、す

なわち交感神経活動が沈静化することが分かる。2

群の P値は 0.07473であるから、 10切水準で有意

差が認められるn これらの結果より超音波領域の

1ゲゆらぎは交感神経活動の沈静化(劃交感神経活

動優位)させる効果があると考えられる。ただし

被験者が少ないので、今桂統計的に有意な解析が

できるように被験者を増やす等さらなる検討が必

要であると考えている。また、ゆらぎを世に与え

た場合のゆらぎの影響が小さいことも検討したい。
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図 4 2つのデータを統合させた LF/HF
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