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2017 年 4 月 27 日 

理化学研究所 

大阪市立大学 

 

環境音楽聴取時の気分変化から自律神経機能を予測 

－音楽による自律神経バランスの改善に期待－ 

 

要旨                                   

理化学研究所（理研）ライフサイエンス技術基盤研究センター細胞機能評価

研究チームの片岡洋祐チームリーダー、久米慧嗣研究員と健康・病態科学研究

チームの渡邊恭良チームリーダー（大阪市立大学健康科学イノベーションセン

ター所長）、理研科学技術ハブ推進本部健康生き活き羅針盤リサーチコンプレッ

クス推進プログラム新規計測開発チームの堀洋研究員らの共同研究グループ※

は、環境音楽の聴取により主観的な疲労（疲労感[1]）が軽減し、安心・リラック

ス感が増強すること、さらに、その際の自律神経機能[2]指標の変化パターンが、

疲労、癒し、眠気、憂鬱などの主観的気分の変化によって予測可能であること

を明らかにしました。 

 音楽を聴くことで、主観的な気分が改善され疲労感が減ること、また音楽の

ジャンルによってさまざまな感情や気分（例えば、気分が落ち着く、高揚する

など）が誘起されることが一般的に知られています。しかし、疲労科学的な観

点からみると実際の疲労度と疲労感は一致しないことも多く、音楽聴取によっ

て起こる主観的な気分変化が、疲労・疲労感の客観的な指標となる循環器系自

律神経機能指標（心拍変動[3]）とどのような関係性にあるのかはよく分かってい

ませんでした。 

 今回、共同研究グループは、ピアノ、バイオリン、自然音源などから構成さ

れる環境音楽のアルバム楽曲注 1）を使用して、健常成人を対象に、環境音楽を

30 分間聴いたときと無音で過ごしたときの、主観的な気分と自律神経機能の変

化について計測しました。KOKORO スケール[4] 注 2）を用いて得た主観的気分デー

タの解析結果から、環境音楽の聴取により、気分が「癒し」「眠気」「安心・リ

ラックス感」の方向に大きく動くことが分かりました。さらに、聴取前後での

自律神経機能の変化と主観的な気分変化との相関を調べたところ、「癒し」や「安

心・リラックス」への気分変化に対しては心拍数が減少すること、「爽快」への

気分変化に対しては循環器系自律神経機能の指標である LF/HF（心拍変動の低

周波数成分（LF）と高周波数成分（HF）の比）が減少することが分かりました。

今回の結果は、音楽聴取時の主観的な気分変化を調べることで、個人の自律神

経活動のバランスを予測し、そのバランスを調節するような楽曲制作・選曲が

デザイン可能であることを示唆します。 

本成果は、スイスのオンライン科学雑誌『Frontiers in Neuroscience』（3 月 10

日付け）に掲載されました。 
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注 1） 2015 年 6 月 25 日 株式会社デラ プレスリリース「『疲労解消のための音楽』が 6 月 26 日発売」 

    https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000001137.html 

注 2） 2012 年 3 月 1 日 プレスリリース「気分測定システム「KOKORO スケール」を開発」 

    http://www.riken.jp/pr/press/2012/20120301/ 
 

１．背景                                   

 

 音楽が人々の主観的な気分にさまざまな影響を与えることは一般的に知られ

ています。聴く音楽の種類により、安心・リラックスしたり、眠たくなったり、

あるいは興奮したり、モチベーションが増したり、悲しくなったりと、異なる

気分や感情が誘起されます。これら気分の変化は、生理学的な観点から自律神

経機能の変化との関係が推測されていますが、聴取する音楽のジャンルによっ

て反応性が全く異なるため、まだ科学的なコンセンサスはありません。 

 日常的な疲労は、慢性的、肉体的、精神的、またはその複合型の疲労などさ

まざまであり、これらの疲労状態（あるいは、実際の疲労度の度合い）は、主

観的な疲労感と一致しない場合もしばしばあります。そのため、音楽を聴くこ

とで、主観的な気分が改善され、自覚的な疲労感が減ることも報告されていま

す。しかし、客観的な疲労・疲労感の指標と主観的な気分変化との関係性はよ

く分かっていませんでした。 

 近年、心拍変動解析によって得られる低周波数成分（LF）、高周波数成分（HF）、

およびその比（LF/HF）といった循環器系自律神経機能の指標が、精神的な疲労

や日常生活での疲労の程度の客観的な指標となることが報告されています。そ

こで共同研究グループは、音楽聴取時において、これらの自律神経機能指標の

変化パターンと主観的な気分変化を同時に計測し、その関係性を詳細に調べる

ことを試みました（図 1）。 

 

 
 

図 1 主観的気分データの取得と循環器系自律神経機能の計測 

左： 片岡チームリーダーらが開発した KOKORO スケール。本研究では、タブレット端末のアプリケーショ

ンとして使用した。被験者は環境音楽の鑑賞中に、そのときの気分に合うと思った位置をタップする

と、経時データが記録される。  

右： 渡邊チームリーダーらが産学連携で開発した自律神経測定センサー。両手の人差し指を入れ、短時間

で簡便に心電図および脈波を同時測定する（本研究では、株式会社疲労科学研究所製を使用）。 
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２．研究手法と成果                              

 

 共同研究グループは、ピアノ、バイオリン、自然音源などから構成される音

楽の中から、疲労予防・疲労回復が期待されるものを選曲し、環境音楽のアル

バムを制作しました。健常成人 20 名（男性 8 名、女性 12 名）を対象に、通常

の勤務時間後（平日 17 時以降）にこのアルバムを 30 分間聴いたときと、無音

環境で過ごしたときの疲労、安心・不安、眠気、憂鬱などの主観的な気分を

「KOKORO スケール」アプリケーションを用いて測定しました（図 2）。 

 

 
 

図 2 試験スケジュール 

各被験者を対象に、環境音楽を 30 分間聴取したとき（下側）、しないとき（上側）とで試験を実施した。

各試験は、3 回ずつランダムな順番で繰り返した。KOKORO スケールを用いた主観的気分測定は試験中に 7

回実施し、自律神経機能測定は聴取前後に安静閉眼で 5 分間実施した。図中、KOKORO スケールの入力タ

イミングは K、自律神経測定のタイミングは ANS で示している。 

 

KOKORO スケールは、「不安－安心」「眠気－覚醒」など対立する気分の組み

合わせを二つ設定し、それぞれを横軸と縦軸（最小値-100、中心値 0、最大値

100）で表示した二次元座標です。被験者は、その時々の気分に当たると思った

位置にタッチすることで、主観的気分を簡便に入力できます。本研究では、「疲

労－癒し」×「眠気－覚醒」および、「不安・緊張－安心・リラックス」×「憂

鬱－爽快」の 2 種類の KOKORO スケールパネルを設定しました（図 3A-D）。 

20 名の被験者に対して、環境音楽聴取時と無音時の主観的な気分変化をそれ

らの前後で測定したところ、音楽聴取時に主観的な気分が大きく変化すること

が分かりました（図 3A-D）。また、主観的気分の時系列的変化を解析したとこ

ろ、環境音楽を聴く時間に依存して、主観的な疲労感は軽減し、「癒し」や「安

心・リラックス」感の方向に大きく動くことが分かりました（図 3E,G）。さらに、

聴取を始めて 15 分までには「眠気」「爽快」へとやや動くことも分かりました

（図 3F,H） 

  

音楽聴取

無音

ANS ANSK KK K K K K

-7 35300 5 10 15 20 25 (分)

ANS ANSK KK K K K K

-7 35300 5 10 15 20 25 (分)
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図 3 KOKORO スケールを用いた主観的気分測定の結果 

A-D： 30 分間無音環境に置かれる前（黒丸）、あるいは後（白抜き黒丸）、および環境音楽を 30 分間聴取

する前（赤丸）、あるいは後（白抜き赤丸）での主観的な気分の変化。一つの丸は 1 人の被験者の平

均値を示す。音楽聴取の前後で気分の変化に一定の傾向がみられる（赤丸と白抜き赤丸の分布に有

意な違いがある）。 

E-H： 無音環境下（黒丸）、あるいは音楽聴取下（赤丸）における主観的な気分の経時的な変化。音楽聞く

時間に依存して、気分が癒し（E）と安心・リラックス（G）の方に大きく動いた。また、聴取を始

めて 15 分までには眠気（F）、爽快（H）の気分へやや動いた。 

 

 KOKORO スケールによる主観測定と同時に、環境音楽が循環器系自律神経機

能に与える影響を調べるため、心拍数および、心拍変動の低周波数成分（LF）

と高周波数成分（HF）を計測しました。その結果、環境音楽の聴取後に心拍数

が著しく減少しましたが、心拍変動成分（LF/HF、循環器系自律神経機能指標）
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については、被験者全体としては聴取時と無音時で有意な差はみられませんで

した（図 4）。 

 

図 4 無音時と環境音楽聴取時の心拍数および循環器系自律神経機能指標（LF/HF）の変化 

A：心拍数の変化。無音で 30 分過ごした後の心拍数は 2～3 減少したのに対し、環境音楽を聞いた後は 3

～5 減少した。 

B：LF/HF（心拍変動の低周波数成分（LF）と高周波数成分（HF）の比）の変化。0～1.0 の変化が無音時と

音楽聴取時のどちらにも観察されたが、両者の変化の違いに統計的な有意差はない。 

 

 そこで、被験者ごとにみた場合に、環境音楽聴取時の主観的気分の変化量と、

心拍数の変化および心拍変動成分の変化が相関しているかを詳しく解析しまし

た。その結果、音楽を聴いた後に「癒し」や「安心・リラックス」への変化量

が大きい人ほど心拍数がより減少していること（図 5A,B）、また「爽快」への変

化量が大きい人は LF/HF がより減少するか、少なくとも増加が抑えられている

ことが分かりました（図 5C）。これは、環境音楽の聴取後に生じる自律神経機

能の変化パターンが、KOKORO スケールによって得られる主観的気分データか

ら予測可能であることを示しています。 

 
 

図 5 環境音楽聴取時における循環器系自律神経機能指標の変化と主観的気分変化との相関解析 

環境音楽を 30 分間聴取する前後での主観的気分変化と循環器系自律神経機能指標の変化の値を、被験者ご

とに白抜き赤丸で示した。 

A：「疲労－癒し」軸の変化量と聴取前後の心拍数変化との相関解析の結果。負の相関がみられ、「癒し」へ

の変化量が大きい人ほど心拍数がより減少している。 

B：「不安・緊張－安心・リラックス」軸の変化量と聴取前後の心拍数変化との相関解析の結果。負の相関

がみられ、「安心・リラックス」への変化量が大きい人ほど心拍数がより減少している。 

C：「憂鬱－爽快」軸の変化量と聴取前後の循環器系自律神経機能指標（LF/HF）変化との相関解析の結果。

負の相関がみられ、「爽快」への変化量が大きい人ほど LF/HF がより減少するか、少なくとも増加が抑

えられている。 
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３．今後の期待                                

 
 日常的な疲労の蓄積は、自律神経機能バランスの悪化を介して循環器疾患な

ど、さまざまな疾病のリスク要因になることが報告されています。今回の研究

をもとに、個人個人の自律神経機能に与える音楽の効果を高精度で予測する技

術が開発できれば、個人の健康状態にとってベストな選曲を提案する健康促進

ツールの実現につながる可能性があります。 

 音楽鑑賞は、人々が日常生活の中で楽しみながら簡単に取り入れられる気分

転換法の一つです。主観的な気分転換の効果が科学的にも評価できる可能性が

示されたことから、今後、音楽鑑賞を用いた健康科学を確立することで、健康

社会の実現への寄与が期待できます。 
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５．補足説明                                 

 

[1] 疲労感 
疲労は、「身体的あるいは精神的負荷を連続して与えられたときにみられる一時的な

身体的および精神的パフォーマンスの低下現象」と定義される注 3）。疲労のシグナル

が脳に伝えられると、「疲れている」という疲労感が生じるが、この疲労感は実際の

疲労の強さとは必ずしも一致しない。 
注 3）文部科学省科学技術振興調整費「疲労および疲労感の分子・神経メカニズムとその防御に関する研究」より 

    http://www.hirou.jp 
 

[2] 自律神経機能 
自律神経系は交感神経と副交感神経からなり、脈拍や血圧、発汗などを無意識のう

ちに調節する機能を持つ。 

 

[3] 心拍変動 
心拍数は自律神経系の支配を受け、身体や精神の状態により大きく変動するが、安
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静時でも心拍の間隔は一定ではなく、他の生体リズムの影響を受けて常に揺らいで

いる。周期的な心拍の揺らぎを心拍変動と呼び、その揺らぎの周期は、数秒から数

十秒周期の低周波（Low Frequency）成分と、数秒周期の高周波（High Frequency）

成分に分けることができる。 

  

[4] KOKORO スケール 
片岡チームリーダーが大阪産業創造館（財団法人大阪市都市型産業振興センター）

との共同研究により、個人の気分をタッチパネルなどで簡単に入力できるシステム

として開発した。安心感と不安感、ワクワク感とイライラ感などの気分が、１日の

間にどのように変化するかを簡単に数値化して記録できる。 
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