
自律訓練法は，今日では心理・身体両面に対し

て同時に働きかける，セルフリラクセーション法，

ストレス緩和法として，多くの臨床場面で活用さ

れてきている。自己誘導的に自律性状態

(autogenic state)と呼ばれる，エネルギー蓄積的

な心理生理的状態に移行することを特徴とし，生

体のホメオスタシスを保ち，回復や自己正常化を

はかり，ストレス反応とは反対の生理的変化を示

す。自律訓練法においては，特定の目的達成に向

かって精力的・意図的に意識を向ける能動的な注

意集中とは異なり，努力を伴わない全体的なさり

気ない態度による受動的注意集中により，意識変

容状態(ASC:altered state of consciousness)を

自律的に生じさせることが中核となる。池見

（1979）は，ASCの本質に関わるのは，受動的注意

集中であり，そのメカニズムとして，自己正常化

と自己回復の二つのポイントをふまえて考えてい

る。自己正常化とは，ホメオスタシス指向的なポ

テンシャルである不随意的セルフコントロールで

あり，自己回復とは，自己への気づきと自己観照

を促すことで，受動的注意集中となるとしている。

また，佐々木（1990）は，自律訓練法を理解す

るための三大キーワードとして“脳変換”，“向ホ

メオスタシス”，“受動的注意集中”を挙げている。

“脳の変換”によって得られる心身の変換は，適正

な力動的平衡状態を維持するのに都合の良い“向

ホメオスタシス”への変換であり，“受動的注意集

中”は，この向ホメオスタシス状態への変換を起

こさせるための契機，あるいは手段となる，と述

べている。

つまり，受動的注意集中による自己への気づき

と，向ホメオスタシスによる生理的変容が相まっ

て，心理面の主観的効果だけではなく，生理面の

客観的効果をももたらすものである。これまでの

自律訓練法による生理的変化として，例えば，筋

電位の減少，体温の上昇，血流量の増加，心拍数

の減少，血圧の減少，呼吸数の低下と呼吸の深化

傾向，皮膚抵抗の増大，脳波の徐波化等が示され

ている（松岡・松岡,1999）。このような自律訓練

法による生理的変化をまとめると，筋トーヌス，

すなわち筋緊張は，緊張状態から弛緩状態へと変

換し，自律神経系では交感神経優位の状態から副

交感神経優位の状態へと変換し，Hess（1957）に

よって示された生体の活動状態においては，エネ

ルギー消費的なエルゴトローピック状態からエネ

ルギー蓄積的なトロフォトローピック状態へと変

換する。このような変換を全体的に見ると，生体

内の平衡が崩れやすい反ホメオスタシス状態から

適正な力動的平衡状態を維持するのに都合の良い

“向ホメオスタシス状態”への変換であるといえる

（佐々木,1990）。

このような生理的変化のうち，自律訓練中の呼

吸変動について，Luthe（1957,1958a,b, 1960）

は，重感練習により呼吸数の減少と，吸気と呼気

の延長が生じ，温感でさらに深まると報告した。

また，Polzien（1961,1962,1963,1964,1965）

は，分時呼吸気量が有意に減少し，酸素消費量の

増加を示したと報告した。これは，ストレス刺激

によって分時換気量が増加する（梅沢,1991；

Umezawa, 1992）という報告と，逆方向の変化を

示すことから，自律訓練法の向ホメオスタシスの

効果を示唆するものであろう。しかし，酸素消費

量の増加という結果は，トロフォトローピック状

態とは逆に，エネルギー消費傾向，すなわちエル

ゴトローピック状態にあることを示すという，相

反した結果が，呼吸活動においてみられた。
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自律訓練法における呼吸測定は，これまで呼吸

数，分時換気量，一回換気量，吸気・呼気時間と

いった量的側面の研究が主に行われてきおり，呼

気ガスの成分の検討はあまり行われてきていな

い。自律訓練法の生理的効果は，向ホメオスタシ

スにより生じるものなので，二酸化炭素産出量と

酸素消費量といった，生体のエネルギー代謝につ

いても検討を加える必要がある。そこで，本実験

では呼気ガス分析を含めた呼吸変動を測定し，呼

気ガス分析の観点から自律訓練法の特徴を見出す

ことを目的とした。また，呼気ガス分析が，自律

訓練法の客観的な達成度判定のひとつの指標とな

る可能性を探ることも，目的とした。

方 法

本実験では，自律訓練法の標準練習のうち，四

肢の重感練習と温感練習を実験参加者に行っても

らい，訓練中の呼吸活動を測定した。また，測定

終了後に主観的達成度の評価のために，質問紙に

よる自律訓練法習得度判定（７件法：とても感じ

られた～全然感じられなかった）と，吉成・長谷

川（1983）による自律訓練過程における主観的体

験検査（ATER: Autogenic Training Experi-

ence Rating）から，自律訓練法において重要とさ

れる受動的注意集中にかかわる項目として，受動

性及び注意集中の２因子各５項目，計10項目を抜

き出し，受動的注意集中の尺度（５件法：非常に

あてはまる～全くあてはまらない）として用い，

実験参加者に回答してもらった。

呼吸活動の分析について分時換気量（minute
 

ventilation; V
・
E），一回換気量（tidal volume;

TVE），呼吸数（respiratory rate;RR），酸素消

費量（O consumption;V
・
O），二酸化炭素産出量

（CO production;V
・
CO），吸気時間（inspiratory

 
time;Ti），呼気時間（expiratory time;Te），呼

吸時間（total respiratory time;Ttot），呼吸比

（expiratory-to-inspiratory ratio;Te/Ti）を指標

として測定した。

実験参加者

自律訓練法の標準練習を習得した３名の実験参

加者（うち２名は，自律訓練法の指導経験を有す

る）を用いた。各実験参加者は，３回ずつ測定を

行った。

実験室内の平均気温は19.9±1.6℃，平均湿度

は60.1±3.8％，平均気圧は757.9±1.8mmHg

であった。

装置と記録

ガス分析と呼吸流量の測定は，ミナト医科学株

式会社製AE-300Sによって行った。測定値の記

録及び解析は，分析器に連動されたDell Latitude
 

AEC-3000を用いた。

手 続

実験参加者に対し，トランデューサー付の呼吸

マスクを装着した。呼吸マスクを装着した後，ま

ず，自律訓練前の安静状態（pre条件）として3分

間測定した後，１分間のインターバルを取り，自

律訓練を行う準備をしてもらった。１分経過後，

重感練習（重感練習条件）と温感練習（温感練習

条件）をそれぞれ３分間ずつ測定した。自律訓練

の測定後１分間のインターバルを取り，その間に

消去動作を行ってもらい，それから自律訓練後の

安静状態（post条件）として３分間測定した。測

定終了後，呼吸マスクをはずした後，すぐに質問

紙に回答してもらった。

各条件における測定データの最初の30秒と最

後の30秒は，切り捨てて分析をした。

結 果

自律訓練法習得度判定の結果は，腕の重感の平

均が6.1点，脚の重感の平均が5.7点，腕の温感

の平均が6.3点，脚の温感の平均が5.8点だった。

これにより，四肢の重感および温感の主観的効果

が，高かったといえる。また，ATERの結果は，

受動性の因子で平均4.1点，注意集中因子で平均

4.0点だったので，受動的注意集中も高い値を示

した。

以上のことから，実験参加者の測定中における，

自律訓練の主観的達成度は高い値を示し，心理面

において自律訓練法が効果的に遂行されていた。

心理面での効果がみられたので，生理面の効果

として，各呼吸指標の条件間における差異を検討

するために，条件についての１要因の分散分析と

Ryan法による多重比較（５％水準）を各呼吸指標

において行った。Table 1には，条件ごとの各呼吸

指標の平均を示した。
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分時換気量（
・
VE）

条件ごとの平均値をFigure 1に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意だった（F（3,35）＝

20.73,p＜.001）。多重比較の結果，pre条件と

post条件に対して，重感条件と温感条件で有意な

減少を示した。

一回換気量（TVE）

条件ごとの平均値をFigure 2に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意ではなかった（F

（3,35）＝0.72,n.s.）。

呼吸数（RR）

条件ごとの平均値をFigure 3に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意だった（F（3,35）＝

15.83, p＜.001）。多重比較の結果，pre条件と

post条件に対して，重感条件と温感条件で有意な

減少を示した。

O消費量（
・
VO）

条件ごとの平均値をFigure 4に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意だった（F（3,35）＝

7.47,p＜.001）。多重比較の結果，pre条件に対し

て，重感条件と温感条件とpost条件で有意な減少

を示した。

CO産出量（
・
VCO）

条件ごとの平均値をFigure 5に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意だった（F（3,35）＝

12.85p＜.001）。多重比較の結果，pre条件と

post条件に対して，重感条件と温感条件で有意な

減少を示した。

吸気時間（Ti）

条件ごとの平均値をFigure 6に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意だった（F（3,35）＝

10.04, p＜.001）。多重比較の結果，pre条件と

post条件に対して，重感条件と温感条件で有意な

増加を示した。

呼気時間（Te）

条件ごとの平均値をFigure 7に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意だった（F（3,35）＝

17.42, p＜.001）。多重比較の結果，pre条件と

post条件に対して，重感条件と温感条件で有意な

増加を示した。

呼吸時間（Ttot）

条件ごとの平均値をFigure 8に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意ではなかった（F

（3,35）＝0.68,n.s.）。

呼吸比（Te/Ti）

条件ごとの平均値をFigure 9 に示した。分散分

析の結果，条件の主効果が有意ではなかった（F

（3,35）＝0.16,n.s.）。

考 察

本実験の結果，pre条件と post条件に対して，

重感練習条件と温感練習条件で，一回換気量に有

意差がみられなかったが，呼吸数が減少し，分時

換気量の低下を示した。また，吸気時間と呼気時

間が有意な延長を示し，呼吸時間は有意差がない

ものの，Figure 8及びTable 1から，延長傾向が

みられた。これは，Luthe（1957,1958a,b,1960）

とPolzien（1961,1962,1963,1964,1965）の報告
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Table 1 means of respiratory measures of each condition
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Figure 1 minute ventilation  Figure 2 tidal volume

 

Figure 3 respiratory rate  Figure 4 O consumption

 

Figure 5 CO production  Figure 6 inspiratory time



と一致した。重感練習および温感練習の実行中は，

pre条件と post条件に対して，呼吸数が減少し，

吸気時間と呼気時間が延長したが，一回換気量に

は差がみられないことから，重感練習および温感

練習を行っている間は，ゆったりとした緩やかな

呼吸が行われていることがわかった。その結果，

分時換気量が減少しており，梅沢（1991）と Umez-

awa（1992）の研究で示された，ストレス刺激に対

して分時換気量が増加するという報告と，重感・

温感練習中は逆方向の変化を示していることか

ら，反ストレス，すなわちリラクセーション状態

にあるといえる。

酸素消費量においては，Polzien（1961,1962,

1963,1964,1965）の報告とは反対に，本実験で

は有意に減少した。また，二酸化炭素産出量にも

減少がみられた。これは，重・温感練習中に代謝

が低下したことを示し，向ホメオスタシス，リラ

クセーション状態，生理的安定状態にあることが

うかがえる。これは，池見（1979）が示した，自

己正常化，自己回復の状態にあるといえるだろう。

また，ATERの結果から，本実験での参加者が，

高い受動的注意集中状態にあることからも，佐々

木（1990）が示した，受動的注意集中による，向

ホメオスタシスへの変換が行われていると考えら

れる。

post条件で，二酸化炭素産出量は回復するが，

酸素消費量が低下したままなのは，自律訓練を終

えたことにより，自律性状態から日常的な身心状

態に戻ったことで，自律訓練中よりも代謝が盛ん

になり，体内での二酸化炭素産出量が増加し，外

気へ二酸化炭素を排出する必要があるためと考え

られる。一方，酸素消費量が回復せずに，低下し

たままなのは，自律訓練中の代謝の低下によって，

エネルギー消費に必要な酸素が保持され，自律訓

練終了後の代謝の増加に対して，外気から酸素を

取り入れることなく，保持された酸素を利用する

ことによると考えられる。また，この酸素の保持

は，筋肉疲労の原因となる酸素によらない嫌気性

呼吸が，生じにくくなる要因にもなると考えられ

る。これは，自律訓練中の向ホメオスタシスによ

る，自己正常化と自己回復のエネルギーの蓄積，

すなわちトロフォトローピック状態によって，自

律訓練終了後もその効果が継続していることがう

かがえる。

呼吸比では，統計的に有意差がないものの，

Table 1からも分かるように，重感練習中に呼気

が吸気のおよそ２倍になることから，吸気の延長

に較べ，呼気の延長のほうが大きい傾向にあるこ

53

 

Figure 7 expiratory time  Figure 8 total respiratory time

 

Figure 9  expiratory-to-inspiratory ratio



とがうかがえる。これは，梅沢・寺井（2001）の，

呼気の長い呼吸パターンがリラクセーションを反

映しているとする報告と一致している。

以上のことから，本実験の結果，自律訓練法の

重感練習および温感練習によって，参加者の体内

において，向ホメオスタシスが生じ，代謝の低下

とエネルギー蓄積の状態に至ることがうかがえ，

リラクセーションの主観的効果だけではなく，呼

気ガス分析の観点から，生理的に客観的効果が生

じていることが分かった。

先行研究との比較においては，多くの点で一致

したが，Luthe（1957,1958a,b, 1960）の研究に

おける，重感練習での呼吸変動が，温感練習でさ

らに深まるとする報告とは異なり，本実験では，

重感練習と温感練習とでは差がみられなかった。

これは，本実験での参加者は自律訓練法の習得度

が高く，重感練習の時点で，すでに自律訓練法の

効果が大きく引き出されていることにあるのでは

ないかと考えられる。今回の参加者が，自律訓練

法の経験のない者を対象として，指導・介入をし

たならば，Luthe（1957,1958a,b, 1960）と同様

の結果となったかもしれない。

本実験では，自律訓練法の標準練習のうち，第

一公式の重感練習と，第二公式の温感練習のみを

行った。その結果，重・温感練習においては，呼

気ガス分析が自律訓練法における客観的効果と達

成度判定の指標となりうることがうかがえた。し

かし，自律訓練法の標準練習は，重・温感練習に

加えて，第三公式の心臓調整練習，第四公式の呼

吸調整練習，第五公式の腹部温感練習，第六公式

の額部涼感練習の全6公式からなるものである。

本実験の目的である，自律訓練法の客観的な効果

と達成度判定の指標として呼気ガス分析を用いる

とした観点から，今後の課題として，標準練習の

全公式を検討する必要があると思われる。また，

自律訓練法は，誰もが行えるリラクセーション法

として確立されており，本実験の参加者のような，

自律訓練法の達成度が高い者を対象とした検討だ

けではなく，自律訓練法の未経験者を対象として，

指導・介入を行い，自律訓練法の習得による呼吸

活動の変化を捉えていくことも，今後研究する必

要があるだろう。
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