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心身ストレス緩和効果の一検討 
Psychosomatic Stress Relaxation Effect  

by 1/f Fluctuation Sound Sources in Ultrasonic Range 

佐巻 優太１，多田 大希1，渡邉 志2，白濱 成希３，中谷 直史４, 冨田 雅史1, 森 幸男1 

１）サレジオ工業高等専門学校機械電子工学科 ２）国際医療福祉大学小田原保健医療学部 
３）北九州工業高等専門学校生産システム工学科 ４）つくば国際大学医療保健学部 

Yuta SAMAKI1, Hiroki TADA1 ,Satoshi WATANABE2, 
Naruki SHIRAHAMA3 ,Naofumi Nakaya4, Masashi Tomita1, and Yukio MORI1 

1) Department of Mechanical and Electronic Engineering, Salesian Polytechnic 
2) School of Health Sciences at Odawara , International University of Health and Welfare 
3) Department of Creative Engineering, National Institute of Technology, Kitakyushu College 
4) Faculty of Health Sciences, Tsukuba International University 
Abstract: In modern stressful society, it is desired to establish a psychosomatic stress relaxation method. So we 
focused on the 1/f fluctuation, which is said to give a comfortable feeling and healing effect on people. In the 
previous study, we show that the sympathetic nerve activity, LF/HF, is reduced significantly by listening to 1/f 
fluctuation music. However, we obtain that there is the correlation between the trend of LF/HF and the 
preference about "likes and dislikes” of music listening. This suggests that it cannot show the effect of the 1/f 
fluctuation without removing an element of the preference such as "likes and dislikes". So, in order to solve 
this problem, we propose to use the ultrasonic waves modulated by 1/f fluctuation. As a result, we show that 
the LF/HF decreases significantly when the subjects received the ultrasonic waves modulated by 1/f 
fluctuation, namely parasympathetic activity has shown to be dominant. It shows to be effective to alleviate the 
psychosomatic stress by using 1/f fluctuation. 
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1. はじめに 

現代のストレス社会において, 心身ストレス

を緩和する方法を確立することが望まれている.
そのひとつの方法として副交感神経活動を優位

にすることが挙げられる. 例えば, 心配ごとや

心身ストレスを感じたときに食欲がなくなって

しまうのは, 交感神経が胃腸の働きや消化液の

分泌を抑制するためであると言われている[1]. 
副交感神経が優位となれば, 胃腸の働きを促進

し, 消化液の分泌をうながすので, 食欲が戻り, 
結果としてストレス緩和が達成できると考えら

れる.  

では, 副交感神経活動を優位にするためには

どうすれば良いだろうか.  
睡眠や体を休めることが副交感神経を優位に

する効果があることはよく知られている. とこ

ろが, ストレスを強く感じている時は, このよ

うな方法を十分に活用することが困難になるこ

とがある. そこで, 外的な刺激によって, 副交

感神経活動が優位にできる方法があれば, 有益

であると考えられる. 我々は, このような刺激

として, 1/fゆらぎに注目している. なぜなら, 1/f
ゆらぎは, 人がリラックスしたときに現れるア
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ルファ波を出現させると言われ[2], ヒーリング

効果を与えるという CD が市販されている状況

にあるからである[3]. そのような効果があるな

らば, 副交感神経を優位にさせることができる

のではないかと類推できる. このような考えか

ら, 我々は 1/f ゆらぎを含む音楽を聴取させた

ときの自律神経活動について検討してきた[4].
この報告において, 1/f ゆらぎ楽曲の聴取により

交感神経活動の指標であるLF/HFが有意に減少

することを示した. しかし, 同時に, 聴取した

楽曲の「好き嫌い」と LF/HF の変動傾向に相関

が認められた. このことは「好き嫌い」といっ

た嗜好の要素を除かなければ 1/f ゆらぎそのも

のの効果は示せないことを示唆している.  そ
こで, 我々はこの問題を解決する方法として, 
人に聞こえない 1/f ゆらぎ音を用いることを提

案する. つまり, 超音波を用いた 1/f ゆらぎ音を

用いて検討すべきと考えている. 超音波そのも

のは非可聴音なので, メロディやリズムといっ

た概念そのものがないと考えている. つまり, 
音楽の要素を排除することができる. その結果, 
この音源を与えられた被験者は, 音楽の要素に

よる好き, 嫌いといった個人の嗜好がなくなり, 
本来測りたい 1/f ゆらぎのストレス緩和効果を

直接計測することができる. 昨年の報告[5]では

計画にとどまっていたので, 本稿において実験

結果を示すとともに 1/f ゆらぎの効果を検討す

る. 
 

2. 方法 
2.1 被験者 

被験者は心身ともに健康と申告した 18 歳か

ら 21 歳の男女 20 名（男 18 名, 女 2 名）のサレ

ジオ工業高等専門学校の学生である. なお, 被
験者には口頭にて研究の目的を説明した. 
2.2 1/fゆらぎの生成 
 1/f ゆらぎを生成する方法は先行研究で既に

確立されている[6]. その方法は白色ゆらぎを

1/f 軌道にすることで実現している。白色ゆらぎ

はコンピューターシステムの中に組み込まれて

いる乱数を用いることで得られる. そして, こ
れを 1/f 軌道にするために, 白色ゆらぎを 1/2 回

積分する. 本実験では 120sec の 1/f ゆらぎを生

成する. 生成されたゆらぎのパワースペクトル

を図 1 に示す. スペクトルの傾きλ＝-1.00744
であり, 正しく 1/f ゆらぎになっているのが確

認できる. 
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図 1 生成された 1/f ゆらぎ 
 

2.3 音提示システムと計測方法 
音提示システムの概要を図 2 に示す. 音提示

システムは DSP(Digital Signal Processor)上で生成

した超音波を, 図 1の 1/fゆらぎで振幅変調して

いる. このとき, 超音波の周波数は可聴域を十

分に超える 40kHz とした. また提示音の大きさ

は, 被験者の耳の位置で無変調時：97.8dB, 変調

時：最大 100dB に設定した. この値は, 非可聴

音でもその音が十分に大きい時, 人は感覚とし

て感じることができるという報告を基に設定し

た[7]. 超音波を1/fゆらぎで変調する際は, スピ

ーカの入力限界を考慮して変調度は 30%とした. 
そして , 変調された信号をアンプ (Yamaha 
A-S801)で増幅し, 超音波が出力可能なスーパ

ーツィータ(Pioneer PT-R4)を 2 個並列に接続し

て出力している. 音源を提示した時の心身スト

レス緩和効果を把握するために, 被験者の心拍

変動(Heart Rate Variability, HRV)を心拍センサ

(Union Tool mybeat WHS-2)を用いて計測し , 
LF/HF 指標を計算した.  

 

図 2 音提示システム 

λ＝-1.00744 

104



第 29 回バイオメディカル・ファジィ・システム学会年次大会 講演論文集 (BMFSA2016) 

2.4 実験内容  
 実験環境は図3のとおり, 提示音以外の音を完

全に遮断するために無響音室を利用した. 被験

者は, 目を自然に開けた状態で, リクライニン

グベットに半座位の状態とした. スピーカと耳

の距離は 30cm とした. 音提示システムおよび

測定者が被験者と同じ空間にいると, 被験者が

緊張して測定結果に影響が出てしまう可能性が

あるため, 測定者は無響音室の外で測定を行っ

た. 実験シーケンスは「休み 120sec」→「スト

レス 120sec」→「休み 120sec」→「ゆらぎ 120sec」
として, 1 セット 480sec(8 分)で行った. 被験者

の負担を考慮して, 実験は 1 人に対して 1 セッ

ト行った. ここで, 「休み」は何も提示しない状

態, 「ゆらぎ」は 1/f ゆらぎで超音波を変調した

ものを提示, 「ストレス」は無変調の超音波を

提示することを意味している. なお, ゆらぎと

休みの区間は順番の影響が実験結果に反映され

ないよう, ランダムに入れ替えた. ここで, ス
トレスを最初に与えた被験者をグループ 1（10
人）, ゆらぎを最初に与えた被験者をグループ 2
（10 人）とした. 

 
図 3 実験環境 

 
3. 結果 

実験結果を図 4,5,6 に示す. 図 4 はグループ l
で実験を行った時のストレス区間とゆらぎ区間

で得られたLF/HFの値を箱ひげ図にしたもので

ある. 図 5 はグループ 2 で実験を行った時のス

トレス区間とゆらぎ区間で得られたLF/HFの値

を箱ひげ図にしたものである. LF/HF は mybeat
が出力する HRV をシーケンスの各区間ごとに

分割し, それぞれの区間全体の HRV を用いて

算出する. グループ 1 とグループ 2 はストレス

が先かゆらぎが先かの違いであり, ここでは同

じ反応を示すと仮定して双方のデータを合わせ

て検討する. この合成したデータを図 6 に示す. 
図 4 を見ると, ストレスを提示した区間より, 

ゆらぎを提示した区間のLF/HFの方が全体的に

下がっているのが確認できる. 統計学的にスト

レス区間とゆらぎ区間の LH/HF に有意差があ

るかどうかを P 値を求めて検討した. その結果

P=0.5393 となり, ストレス区間とゆらぎ区間の

LH/HF には有意差がないという結果になった. 
一方, 図 5 を見るとストレスを提示した区間

より, ゆらぎを提示した区間の LF/HF の方が全

体的に大きく下がっているのが確認できる. P
値は P=0.03483 となり, 統計学的にも有意差が

あるという結果になった. 
2 つの結果を合わせた図 6 を見ると, ストレ

スを提示した区間より, ゆらぎを提示した区間

のLF/HFの方が全体的に大きく下がっているの

が確認できる. P 値は P=0.07473 となり, 10%の

有意水準とすれば統計学的には有意差が認めら

れる. すなわち, 1/f ゆらぎを与えると副交感神

経活動を優位にすることができるという結果に

なった. 
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図 4 グループ 1 の LF/HF の変化 
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図 5 グループ 2 の LF/HF の変化 
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図 6 グループ 1 と 2 を合わせた LF/HF の変化 

 
4. 考察 
 本研究ではグループ 1 の結果, グループ 2 の

結果, そして, これらを合わせた結果を示した. 
その中で, グループ 1 の結果はストレス区間の

LF/HF に比べ, ゆらぎ区間の LF/HF の値の下が

り度合が弱かった. この原因として考えられる

のは, グループ 1 のシーケンスである. グルー

プ 1 ではシーケンスを「休み 120sec」→「スト

レス 120sec」→「休み 120sec」→「ゆらぎ 120sec」
として実験を行った. このとき注意するべきは, 
ゆらぎの提示が最後になっていることである. 
このゆらぎが提示されている時, 実験時間は開

始から 6 分から 8 分であることから, 被験者の

心理状態は「早く終わらないか?」「実験に飽き

た」「疲れた」などストレスの要素が係ってい

ると推測される. そして, そのストレス要素が

測定に影響してしまい. 1/f ゆらぎのストレス緩

和効果（副交感神経活動を優位にする効果）を

阻害したのではないかと考えられる.  
 
5. まとめ 

本研究では 1/f ゆらぎで振幅変調した超音波

を20名の被験者に提示し, ストレス緩和効果の

検討を行った. 我々は副交感神経活動を優位に

するという意味でストレス緩和を考えた. また, 
1/f ゆらぎを音として提示するが, 嗜好の影響を

除くために超音波を用いて検討を行った. その

結果, 1/f ゆらぎで振幅変調した超音波を提示し

たときに LF/HF が有意に減少, すなわち副交感

神経活動を優位にすることが確認できた. 今後

はシーケンスを改めて検討し, 被験者数を増や

して統計的に信頼できる成果を得たいと考えて

いる. 更に, 超音波音は可聴音と合わさること

で, 人間により大きな効果を与えるという報告

がある[8]. これを参考にして可聴音のゆらぎ音

と超音波のゆらぎ音を組み合わせたときのスト

レス緩和効果も検討したい. 
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