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森林セラピーロードでの気候療法における
心身リラックス効果とその要因の検討
‑IIII液アミラーゼ活｣￨'￨;1II!iと気分プロフィール検査(POMS)から−

山田真衣1)2) ・水口陽子1)2) ．永吉雅人1)2) ・小林綾子1)2）
1)新潟鼎立荷謹大学
2）新潟県立衙誰大学府謎研究交流センター
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【'二I的】現代の艮榊l:公を心身ともに健康で生き抜くには,n分の体と心の自己コントロール
が亜甥であI), 141身の身体と心がリラックスしている状態を知ることができれば121己コン￨､ロ
ールにつながるnI能性があると考える．そこで本研究では，森林セラピーロードでの賞(候旅法
のリラックス効眼とその甥lklを検討することをl l的とした．

【方法】 50歳代〜80歳代のり)女30名を対象に，気候療法を行いながら森林セラピーロードを
80分￨ﾊl歩く前後に， （株）ニプロⅡ'li液アミラーゼモニターを川いたIIK液アミラーゼ活性価と女（
分プロフィール検代のPronl(PoIMoo(IStates (短縮版) (以下,POMSとする）を川いてI淵ffを
行った．

【結果】 負(峡旅法ﾘさ施前のⅡllt液アミラーゼ活性II両の平均値は145.8KU/L(SD=66.8)であり，
実施後のⅡIK液アミラーゼ派性仙の平均価は120.0KU/L(SD=83.())であった．対応のあるt

検定の結果, il.恵壊は閥められなかったが，気候旅法実施前よりリさ施後のほうが､￨え均lli!iにおい
て低llliを,（した． また，負(雌旅法'｝冬施前に比べて実施後に減少したのは17%, jW加したのは13
名であった. POMSについては，笂候療法実施前と後の6祁頽の感'i,'i)《庇とTMI)III'iの僻点に
ついて，対応のあるt検定を行ったが{7意差は認められなかった．心III!的なストレスの』i"IIで
あるTMI)lll'(が低ドしたのは18%,上昇したのは12名であった．知股旅法

｢ちょうどよかった」がl7橘と

ﾉさ施後の疲労感は，

･瀞多く，次いで「疲れた」が8名であった．疲労感とIAIXlilﾉ《l

子の坂￨ml'AI}分析について，渡ﾂﾉ感を従鵬変数として，性別，年齢,BMI, メッツを独立変放にと
り頭l' 'ljAI}分析をil:ったところ，疲労感と年齢のfi"lif率が0.05以ドであった． リラックスグル
ープを従脈変放，推労感を独虻変数とした頑lllhi}分析では有意確率が0.05以上であった．
【琴察】森林セラビーロードで行う女(候療法は，心身共にリラックスできる場合と，心のみも
しくは身体のみがリラ･ソクスできる場合，全くリラックスできない場合があることが示唆され
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た． リラックスを目的とした気候旅法を火施するjM合は，参川1打の年齢や身体ﾉJを兇械めるこ

とも大切だが，参加打の)II;￨1地やH々のリラックス方法を知ることで, ll,ll別の対応ができるの
ではないかと考える．そのために， さらに参加ニーズに対応したきめ荊￨￨かなプログラムの提供
が必嬰であることが示唆された．

キーワード：森林セラピーロード，気候旅法， リラックス, l!II液アミラーゼ活性lll!!, I'OMS

はじめに

て疾病の淌癒を促進することや，雌康の増進をlzl

るものである8)． したがって，森林セラピーロー
IIil民のライフステージに応じた「仙康づくり」

ドを使lllして気雌撫法を行うことは，心と身体双

は，国が掲げる「二￨･一世紀における第二次Ilil民

方にリラックス効果をもたらす瑚境にあると考え

健康づくり迎勁」で取り上げられているl)こと

られる．そのため本研究では，森林セラピーロー

もあり，現代の砿要那題である． そのことから，

ドの新たな活川法への示唆と，気候療法による健

現代の長寿社会を心身ともに健康で生き抜くに

LI(jW進への示唆が"られると考える．

は．自分の体と心のl皇l己コントロールが'1I要であ
り，身体と心が本当にリラ､ソクスしている状態か

目

的

どうかを知ることができれば自己コンl､ロールに
つながる可能性があると考える．

リラックス効果を検証するツールとして, MII液

森林セラピーロードでの気候療法に期待できる
心身のリラックス効果とその甥￨klを検討する．

アミラーゼ活性仙と父(分プロフィール検査の
PronleofMoodStates (短縮版) (以下, POMSと

研究方法

する）の心理的指標を川いた評illi方法が， これま

で検討されている2)−5)．我々の先行研究では，
森林セラピー（4名）による心身のリラックス効
果が認められたが，別の商齢宥（4名）による森

1 ．調査対象
モニターツアーのIIIし込み募集定員40名のう

ち，研究協ﾉJの同意が得られた参加者30名．

林セラピーロードを使川したノルディックウォー

キングでは身体のリラックス効果は認められなか

2．研究参加者の選定

った6)．なお，森林セラピーロードとは， フィー

研究参加行は，モニターツアー参加者の中から

ルド生理心理実験にjILづき人の生体反応によるリ

研究参加の意思表示があった方とした．モニター

ラックス効果について科学的に検証がなされて認

ツアーは, BTli観光協会及びB市が企画し,B市

定された散策鮎のことを指し,fIIIで60の森が

との交流'21流体であるCIliの広報を通じて参加

基地認定されている7)． これらから，心身がリラ

募災を行った．

ックスできる蝿境であっても，身体への負扣が大

きい運動を行うことで折たなストレスが発生し，
リラックスがlill宵されていることがぢえられる．

3．ツアー実施期日
2013年1()月30I I (水）

以上のことから本li)f究では，森林セラピーロー
ドでの気候療法のリラックス効果を検討･すること

1．気候療法の実施方法

を目的とした． 女(候旅法とは，商原などのII術生

気候療法￨:が気候旅法の概要と歩き方をツアー

活と異なった気候環境において保健・旅礎を行う

参DII行全いに脱Iﾘlしてから峨術連助を行い，セラ

自然療法であり，身体にｲl.'i!fな女(候蝋境から隔

ピーロードを歩いた．下り坂と上り坂があり、登

離・保護し，新しい気候刺激に身体機能が反応し

り坂では後統の参加背の到i'を待って参加者全員

l ll l llill :緑林セラビーロードでの女(候旅法における心身リラックス効果とその甥lklの検討

に対して，筑候旅法士が笠り坂の歩き〃を指導し
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3) POMS検介

た．休憩は，湖のそばで約15分lHl行った．休憩時

曳(候療法突施前後にPOMS検査を災施した．

間を含み，歩き始めから終了までに要するllｷlHlは

ツアー参加者がその場で検從川紙に記入した．回

約80分iHlとする．

収後にPOMSの』鍬｝点を計算:し, 6諏顛の感情尺
度の項l lごとに女(分プロフィール換算表を用い

5．調査内容

て，紫得点からT得点（標準化得点）を算出し

1）些本屈性

た． POMSの感↑,'i尺度とは，緊張一不安(T‑A),

負(朕旅法開始前に，年齢をlilき取った． また，

IIIIうつ−落込み(D),怒り−敵意(A‑H),活気(V),

活肋l,tll･を参加行に内｡布して，女(候旅法111の歩放，

疲労(F),混乱(C)である． また，緊張一不安

および， メッツ価をillll定した．

(T‑A),抑うつ−藩込み(D),怒り−敵意(A‑H),

2）唾液アミラーゼの活性測定

疵労(F),混乱(C)のT得点を合計したものか

I1唾液アミラーゼ活性lldの測定は（株）ニプロ

ら，活気(V)のT得点を差し引き， さらに100

1IIK液アミラーゼモニター9)を5台と，専川チッ

を加えたものが,T()talMoo(IDisturbance (以下，

プを川いて実施した．測定は，グループ征に決め

TMD値とする）である.TMD値は，値が高いほ

られたll'li液アミラーゼモニターを川いて1名の測

ど心即的ストレスが高い状態を示すものと考えら

定背が行った．グループメンバーは，研究行が'￨ド

れており 2)，本研究においても心理的なストレ

前にグループ分けを行い, 1グループをツアー参

スを､ ll断する） 嘩雌として採川した．

加者6名とした. illll定のタイミングは， 女(候旅法

4）疲労度調ff

の実施前後の21nl測定した．測定方法は術に新し

A(候療法終1'後にツアー参加者の疲労の程度を

いチップで唾液採取を2度行った．得られた211m

口砿で確認し，研究協力者が唾液アミラーゼ活性

の測定l11'iが大きく乖離した場合は3度測定した．

IIIiIの記録用紙に， 「疲れた｣， 「ちょうどよかった｣，

乖離の大きさ判定は， 1度1 1の測定l1i!i (A) と, 2

｢物足りなかった」の3段階で記録した．

度目のillll定値(B)の差がA±3CV×Aを超え

る測定仙の時に乖離したと､￨;'1定した．ただし,CV

6．分析方法

を変肋係散を意1床しており，使川したI唾液アミラ

統制･学的処即は, IBMSPSSStads6csl9を用いて

ーゼモニターの￨両1時仰現性のCVは約10%であ

解析を行った． 父(候擁法実施前後のi1唾液アミラー

るため, CV=0.1とした．乖離と判定したj珊合

ゼ活性値とP()MSのT紳点をそれぞれの項目ご

は， 3度l lの測定を行った．そして，大きく乖離し

とに対応のあるt検定を行った． また，唾液アミ

た測定値は棄却し，残り2燗の測定仙を平均した．

ラーゼ活性価とPOMSのTMD値をクロス集計

また3庇￨ ￨の測定も大きな乖離と判￨析した賜合は

し, X2検定を行った． さらに，性別，年齢，気候

4庇，或いは5度illll定し，最も小さい測定価と雌

旅法'￨!のメッツIIIII,気候療法実施後の疲労感につ

も大きい測定値を災ﾉ11して残り211M,或いは3燗

いて亜l111州}分析を行った．

のillll定lliを平均した. 1111液アミラーゼ活性仙の減
少はストレスの低 ドを示すものと考えられており

倫理的配慮

10)11),交感神経活肋が期すと1II1液アミラーゼ値が
上芥することから，本研究においては身体的な疲

研究を実施するにあたり，モニターツアーを企

労がjWすことを身体的ストレスと捉え，交感神経

illiしているB巾に研究の概要を説明した．ツアー

活肋のストレスを判定するj,馴$として採川した．

参Dll者の募災川チラシに，モニターツアーである

なお111li液アミラーゼの活性測定を実施する{ilI究

こと，研究に参加していただくことを文噸で明記

協ﾉj荷には，調在l lまでに測定方法の説Iﾘlを行い，

し，研究内容をIII!解した上でツアーに参加するか

さらに器機の練習Hを,没けて測定f技を統・した．

決めていただいた．その際，研究参加は任意で白
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111葱志であること，ツアー中に研究参加を辞退し，

II唯液アミラーゼ活性値について，対応のあるt検

研究に不参加となった場合でもツアーへは支脈な

定の結果， イイ意差は認められなかったが，気候療

く参加できること，プライバシーの保泌に‑￨･分配

法'ﾉさ施前より実施後のほうが平均値において低値

瞳することを文01｝とツアー当I｣に'二￨砿で説Iﾘ'し，

を,パした．

同葱ilドヘの浮名をもって研究参加の同意とした．
3．気候療法実施前後のPOMSのT得点

得られたデータは統計的に処哩し, ilM人が特定で
きないよう配慮した．

女(雌療法実施前後のPOMSの平均T得点を表

また，得られたデータは，

論文完成後にliti[をもって廃熊することを約束し

Iにホした．気候療法実施前と後の6種顛の感情

た．なお，本研究は所属大学の倫理稀代委員会の

尺度とTMD値の得点について，対応のあるt検

承認（承認番号013‑19）をi!｝て行った．

定を行ったがｲi意差は認められなかった． しかし

疲労(F)以外，わずかではあるが気候療法実施
結

後のll直に低'ざ傾向がみられた．

果

:l．気候療法での心と身体のリラックス効果

1 ．対象者の概要

年齢は50歳代2名， 60歳代17名， 70歳代9

IIII液アミラーゼ活性値とPOMSのTMD値の

名, 80歳代2名であり，平均年齢68.1"(SD=

Ti(｝点の関巡性を表2にまとめた. I唾液アミラー

5.9）であった．性別はり)性9名，女性21名であ

ゼ活性値が父(候療法実施前に比べて実施後に減少

った．

したのは17名，増加したのは13名であった． ま

2．気候療法実施前後の唾液アミラーゼ活性値

下したのは18名，け{､したのは12名であった．

た，心理的なストレスの堆唯であるTMDII'[が低
気候旅法実施前の唾液アミラーゼ活性値の平均

これらの身体的なリラックスと心理的なリラック

値は145.8KU/L(SD=66.8)であり，実施後の

スを組み合わせから， 4つのリラックス効果のグ

Ⅱ唾液アミラーゼ活性値の平均il''[は120.0KU/L

ループに分けることができた．唾液アミラーゼ活

(SD=83.0)であった． これらを表lに示した．

性値が減少した17名のうち,TMD値も下降した

表l

良(雌雄法lii後の測定W3他の変化
n=30

気候療法前
平均値
唾液アミラーゼ活性値

SD

気候療法後
平均値

検定結果

SD

145．8±66．8

120．0±83．0

ns

38．6±5．6

37．0±3．9

ns

POMS t値

T‑A「緊張‑不安」

D

「抑うつ‑落ち込み

42．7±4.7

42.3±4．4

ns

A‑H「怒り‑敵意」

38．8±3．3

38．4±2．9

ns

V

「活気」

52.2±10．7

52．2±12．9

ns

F

「疲労」

39．0±4．7

39．8±6．2

ns

C

「混乱」

44．3±6．9

42．8±6．7

ns

251.4±26．0

248．7±26．4

ns

｢TMD」

対応のあるt検定,

ns:nonsignificant
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表2気候旅法後のIIIII液アミラーゼ油性値とTMDIII'i
n=30

＜POMSのTMD値＞

TMD値上昇

8

9

10

3

18

12

計一打一個

TMD値下降

X2検定ns

表3

リラックスグループ別T得点平均
n＝30

T得点平均

心と身体のリラックスグループ

T−A
V
F
"̲零雪』,……
T‑A lI DD I A‑H￨V￨F
鶏累』
！直鍔』

C
『遍良』

身体的ストレスが低く心理的ストレスも低い

424

43

39！

｜

535

41．4

46．5

（唖浪アミラーゼ減少xTMD下■）

37．1

40.3

37．0

1

52．9

37．6

40．1

身体的ストレスが低く心理的ストレスが高い

4'8

1廼

58．4

39．6

（噛液アミラーゼ減少xTMD上昇）

412

1

38．9

49．0

41.2

3971

46.8

46.3

顕 1−面可

57.2

40.0

｜

一■−

身体的ストレスが高く心理的ストレスが低い
（哩遭アミラーゼ増加xTMD下降）

身体的ストレスが高く心理的ストレスも高い
（唾凄アミラーゼ潮加xTMD上昇）

8名を1つ￨ 1のグループ【身体的ストレスが低く

"3

1
1

44.8

380

1

483

37．0

38．7

1

38．3

47．0

46.0
48.0

−−−−−‑一一‑‑‑‑‑‑+一一一一一一

48．3

1

fII!的ストレスも低いグループ】のT得点の平均

心理的ストレスも低いグループ】 とし,TMDIIIY

は,すべて得点が低 ￨ぎしており、 【身体的ストレス

が上昇した9名が2つ目のグループ【身体的スl、

が低く心理的ストレスは商いグループ】のT得

レスが低く心HI!的ス￨､レスは商いグループ】 とし

点の平均は，活気(V)価が下降し疲労(F)値が

た．

さらに1IIK液アミラーゼ活性値がjW"IIした13

やや上昇していた． また． 【身体的ス￨､レスが高く

名のうち,TMD値がド降したのは10名が3つ'一｜

心理的ストレスが低いグループ】は，活気(V)

のグループ【身体的ストレスが高く心理的ストレ

II11Iがk外していた． しかし， 【身体的ストレスが高

スが低いグループ】,TMD値が上昇した3名が4

く心即的ストレスも商いグループ】は，活気(V)

つⅡのグループ【身体的ストレスが高く心理的ス

値が ド降し，疲労(F)値が上昇していた．

I､レスも商いグループ】である． また, II1I液アミ
ラーゼ活性値とPOMSのTMD値の間に関連が

あるかX2検定を行ったが，有意確率0.098であ
り，関巡があるとは言えなかった．

5．気候療法実施後の疲労感

気候療法では，歩き始めから終了までに要した
時￨H1は休憩時￨H1を含み約80分間であり，歩数は

POMSのT得点の平均を，それぞれのリラック

平均5,035歩(SD=391.8)であった． また，先

ス効果のグループごとにまとめたものを表3にホ

頭を歩いた気候療法士と岐後I己の参加者の間隔は

した．気候療法実施後， 【身体的ストレスが低く心

大きく開いた．身体的なリラックスと心理的なり
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表･I

心身のリラックスと疲労

疲労の感想
ちょうど

疲れた

物足りない

よかった

2

5

1

3

5

1

2

5

3

1

2

0

8

17

5

‑セ増加xTM、

高く心理的ン

3

‑ゼ増加×TMC

合計

表3疲労感と￨則述要因に間する!liljjl鼎分析

従属変数
一

疲労感

‑鶚誤ﾄ猯丁計避迩
0.709

…二茎二等

0.023.

0.206

O.142
O.823

ラックスを糸llみ合わせた4つのグループの疲労感

‑0.034
*P<0.05

考

察

を表4に示した．参加荷全体では「ちょうどよか

った」が17名と‑‑･稀多く，次いで「疲れた」が8

木研究において， リラックス効果をIIIII液アミラー

名であった． これらを等分散の検定をi:『ったとこ

ゼ活性値とPOMS検定で評illiしたが， この2つ

ろ．等分敞'￨'￨;が成り立っていた．次に．一元配￨〃

のillll定には「心」と「気分」という近llllkl子を含

の分散分析を行ったが，

んでいた． しかし， これらをx2検定したところ，

｛i葱確率0.949であり，

リラックス効果のグループの￨Alに差はなかった．

疲労感とIH"lkl子の亜InlAi}分析について，表5

有意な関係がみられなかったことから, i'lj方法の
測定によるリラックス効果の結果は，独立してい

に示した．疲労感を従脇変放として，性別， イ￨主齢，

ることがIﾘlらかとなった．そのため，交感神経の

BMI,メッツを独立変数にとり砿1回IAI}分析をi了っ

鋏怖化による身体的反応のリラックスと，心理的

たところ、疲労感と年齢のｲ『意確率が0.05以ドで

なリラックスを別々に評価し，より詳細にストレ

あった． リラックスグループを従属変数，疲労感

スを評価することができると考える．

を独立変数とした亜Inlhi}分析では有意確率が0.05
以上であった．

以上のことから，身体的なリラックスと心理的
なリラックスを組み合わせた4つのグループをそ
れぞれ考察する．

IIIIII他：疎林セラビーロードでの父(候療法における心身リラックス効果とその甥lﾉ《￨の検討

l .気候療法により身体的なリラックスと心理
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が,爪唆された．

的なリラックス効果がみられた参加者
森林セラピーロードで女(候疲法を行ったことに
より, lliI液アミラーゼ活性lll'iが実施後に減少し，

3．気候療法による身体力増強と心のリラック
ス効果が認められた参加者

さらにPOMS検査のTMI)値も低 トした8名

IIII液アミラーゼ活性値が実施後に増加し，

(27％）は，交感神経の鉱I肺効果と，心理的なリ

POMS検査のTMI)他が低下した10名(33%)

ラックス効果がみられたと考えられた．

のグループ（表2）は, II唾液アミラーゼ活性値の

今lul行った女(候旅法での巡助負荷l,tが，その参

jW加は身体的な疲労と考えられるが，実施後の活

加音にとって交感神経を沈赫化させる適度な巡勤

気(V)は向く,TMDIII'iが低下していることか

並であったと考えられた． このことから， この参

ら，参加者は少し疲れたが気分的な疲労感はなく，

加者は身体的な疲労もなく，心理的にもリラック

すがすがしい気分で活気が出て，心がリラックス

スできたのではないかと考えられる．

できたと推察された． この疲れは，いつもとは異

2．

いかと考えられた． 女(候療法とは, H常生活と異

なる商原瑚境では心地よい疲労となったのではな

自然環境そのもので心身が癒された参加者

唾液アミラーゼ活性値は減少したがTMDIIhは

なった気候瑚境に'極地することで，身体に有害な

上昇した9名（30％)(表2）は， 女(候旅法を実施

気候環境から隔離，保泌し，新しい気候刺激に身

する前に，活気(V)が既にIﾘlらかに間く，実施

体機能が反応し冶癒促進，健康墹進をIXIることを

後には活気(V)が低下し，疵労(F) もやや上昇

目的としている8)． このことから，非日常的な環

したため，その結果TMD価がヒサl.した群である．

境での巡勤は，心地良い疲労感となり，気候療法

このグループに考えられるツアー参加行の心の変

の'二l的に渦った効果が表れたと考えられた．今回

化は, 11術触れることのできない自然鯏境で，気

は, llmlだけの短期￨ﾊlの負(候旅法による意図的な

候療法を始める前までは活気(V)があったが，

連動負荷であったが，この体験を雄に心の健康に

始まってからのIIfllllの経過と典に女(分は変えてゆ

￨jを向け，継統的に行うことで，参加者の身体力

き，実施後はむしろ心が疲れ，心理的ストレスは

哨進に繋がると考えられる．

上昇したと考えられた．その即II1として今l'ilA(候

療法を行ったエリアは，森林セラピー実行委貝会
が認定したリラックス効果が森林医学のmiから立

.1．気候療法で心身のリラックス効果が認めら
れなかった参加者

証されているセラピーロード7）を使川している．

気候療法実施後に, II唯液アミラーゼ活性値が増

本調査においても， 女(候療法を実施する以前に自

加し, POMS検介のTMD値が上昇したこのグル

然や環境に触れたことで， 女(候旅法を行う前に気

ープ（3名, 10%)は，交感神経は沈静化せず，

分が上昇.したと豚える． しかし, II唾液アミラーゼ

心理的にもリラックスができなかったと考えられ

活性値が減少していたことから，身体の巡肋負荷

た．森林セラピーロードを約1時￨H1歩くのは身体

{,iは適当であり，交感神経は沈脈化したにもかか

力の衰えた高齢参川l者には過剰な身体的な負荷と

わらず，気分は藩ち込んだと豚えられた． このグ

思われた．疲労感と年齢の側mlAI}分析において有

ループの参加者は女(仙猟法を行う前から「心地良

意確率が0.05以トであったが, il.j齢者の加齢によ

い」心哩的状態であったと考えられる．そのため，

る疲労感の商まりは容易に考えられることであ

気候旅法士や他の参加帝を交えたプログラムへの

る． しかし， このグループの平均年齢は66.0歳で

参加ではなく，心の池しプログラムとして，一人

あり， 4つのグループのII!で一番平均年齢が低く，

nIII気ままな散策が適していたのではないかと考

疲労度も商いわけでもなかった． このことから，

えられる．以止のことから，参川1行のI!I;住地によ

年齢や疲労感がn!I:披的な要lﾉｨとして， リラックス

って， リラックス方法を検討する必喫があること

効果に関係していないことが考えられる．
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なして実施した．そのため， ロ々のリラックス方

exe1℃iseonmoo(1.HEAIﾉrHPSYCHOLOGY7:

法の中に，身体を動かすことや場所を変える方法
に効果がない人にとっては，気候療法での心身の
リラックス効果は認められなかったのではないか

と考える．以上のことからリラックス効果を得る

ためには，年齢による判断よりも， 日々のリラッ
クス方法を検討材料の一つに加える必要があるこ
とが示唆された．
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