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難1はじめに

　哺乳類では様々な体外，体内の環境の変化に対抗して自

律神経系は内分泌系と連動して生体の内部環境を一定に保

つ仕組みを持っている。即ち，生存に必須な血糖，血圧，

体温，酸素濃度など様々な体内環境をある範囲に保つこと

により我々は地球環境で生存しているのである。筆者はそ

れまでアロマセラピーは宗教のようなものだと思っていた

が，永年の共同研究者である新潟大学名誉教授新島旭博：

士（元新潟大学医学部生理学講座教授）がグレープフルー

ツ精油とラベンダー精油がウレタン麻酔下にあるラットの

自律神経系に相反的な影響を与えることを発見されたこと

を契機として，ラットやマウスを用いる動物実験：によりア

ロマセラピーに用いられる精油の香りによる匂い刺激は自

律神経活動の変化を介して生理機能を変化させることを示

す結果を得た。このような研究を介して，アロマ精油の香

りによる匂い刺激が自律神経系に影響を与えてその作用を

発揮することを確信するに至ったのである。更に筆者らは

体内時計とヒスタミン神経系が香りの自律神経活動に対す

る効果を仲介していることを示す結果も得ている。従って，

本稿ではその詳細について述べたい。
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愚心蟹鳶蓄「 自律神経と内分泌系の制御のもとに身体は

血糖や血圧などの体内環境の恒常性を維持

する。体内時計は自律神経中枢として機能
しこの機構に関与すると考えられる。
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掬説
表1　自律神経活動変化が引き起す生理機能変化（作用及び副作用）

交感神経興奮
副交感神経興奮

i交感神経活動低下）

白色脂肪 脂肪分解（抗肥満） 脂肪分解減少（貯留増加）

褐色脂肪 熱産生（抗肥満） 体温低下（三眠促進）

膵臓 インスリン牙泌減少 インスリン分泌増加

グルカゴン分泌増加 （抗糖尿病）

副腎 血圧上昇，血糖上昇 血圧低下，血糖低下

（覚醒，元気回復） （抗高血圧，抗糖尿病）

肝臓 グリコーゲン分解 グリコーゲン合成

糖新生（糖の合成） 解糖（糖の利用）

（血糖上昇） （血糖低下一抗糖尿病）

腎臓 血圧上昇（元気回復）

胃・腸 蠕動，消化・吸収抑制 蠕動消化・吸収促進

（食慾低下） （食慾元郷便通改善）

皮膚動脈 血流低下（保湿度低下） 血流上昇（保湿度上昇）

免疫組織 免疫能低下 免疫能上昇

（脾臓） NK活性低下 INK活性上昇

（腫瘍免疫・ウイルス免疫充進）

体重 減少 増加
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軸自律神経中枢としての体内時計

　自律神経系には交感神経と副交感神経がある。脳・視床

下部から下降してくる自律神経の神経連絡は身体の殆ど全

ての臓器・組織に達しており，それらの機能を調節してい

る（図1）。一般にある臓器・組織を支配する交感神経が

興奮すると他の臓器・組織を支配する交感神経の全てが興

奮すると考えられているが，このことは正しくない。それ

ぞれの環境変化に対応して，それぞれの臓器・組織を神経

支配する交感神経も副交感神経も微細に調節されていて，

例えば心臓の交感神経が興奮しても他の臓器・組織の交感

神経は興奮しないとか，逆に抑制されるということが起る。

筆者らは糖の利用を阻害する2一デオキシーD一グルコース

（2DG）を脳内に注入すると低血糖状態に陥るが，生体は

この危機的状況下では血糖を高めることにより生き延びる。

この機序を明らかにするための研究を行っていた。2DG

を投与すると殆どの臓器・組織を支配する交感神経が興奮

して血糖を上昇させて生体は生き延びるのであるが，エネ

ルギー消費が交感神経興奮により促進される臓器・組織

（例えば褐色脂肪組織）では交感神経が抑制されることを

認めた。このことは低血糖状態という身体のエネルギー欠

乏状態では，褐色脂肪組織での熱産生を制御する交感神経

の活動を低下させて，熱産生を減少させエネルギーを節約

する機序が働くことを示している。したがって，ある環境

変化（例えば食品，香り，クリームの塗布，マッサージ，
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薬剤など）が身体にどういう影響を与えるか（言い替えれ

ば，生理機能をどう変化させるか）は個々の臓器・組織を

支配する自律神経活動をどう変化させるかに依存する。逆

に言うと，健康食品，アロマ製品やフレーバー，化粧品

（外用薬）や薬剤の機能を調べるには，それらで生体を刺

激した時に個々の臓器・組織を支配する自律神経の活動変

化を調べれば良いことになる。表1に各臓器・組織を支配

する交感神経や副交感神経が興奮するとどのような生理機

能の変化が起るかを示している。例えば，インスリンを分

泌する膵臓を支配する交感神経が興奮するとインスリン分

泌が抑制されて血糖が上昇する。つまり，インスリンなど

のホルモン分泌を自律神経が制御していることが分かる。

一般にホルモンの作用はよく知られているが，自律神経の

作用に関してはその活動測定が難しいことから研究が進ん

でいなかったために，医学分野の専門家の間でさえ良く理

解されていないようである。

　ところで，上記の2DG脳内投与時に起る血糖上昇（高

血糖）反応には日内リズムが認められたので，哺乳類の日

内リズムの体内時計部位である脳・視床下部・視交叉上身

（suprachiasmatic　nucleus，　SCN）（図2）を電気破壊した

ラットで調べると，日内リズムどころか高血糖反応そのも

のが消失していることを認めた1）。更に，SCN電気破壊動

物では健常動物で認められる自律神経活動や血中インスリ

ン濃度とグルカゴン濃度の2DG投与による変化もまた消

失していることも明らかにすることが出来た1・2）。これら

の事実はSCNが単なる時刻を告げるための体内時計とし

て働くのではなく，自律神経中枢として機能して自律神経

の制御に関与していることを示1唆する。そこで，神経を逆

行するウイルス（pseudorabies　virus，　PRV，豚の狂犬病

ウイルスを無毒にしたもの）をインスリン分泌細胞が存在

する膵臓に注入すると，交感神経と副交感神経の脳内中継

神経核を経て1週間後にSCNに到着することをPRVの

抗体を用いる組織化学的脳切片染色法を用いて，オランダ

脳研究所のBuijs博士らとの共同研究により明らかにする

ことが出来た。このSCNへのPRVの逆行は横隔膜の下

で膵臓に至る交感神経と副交感神経の両者を切断すると消

失することから，SCNから膵臓に至る交感神経と副交感

神経の自律神経経路が存在することをこれらの結果3）は示

している。PRV投与と同時に，他の逆行性染料を交感神

経や副交感神経の脳内中継神経核へ投与して調べる実験で

は，筆者らは更に交感神経経路に所属するSCNニューロ

ンと副交感神経経路に所属するSCNニューロンとは別個

のものであることを証明することも出来た4）。筆者らはそ
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図2　哺乳類の概日リズムの体内時計は視床下部視交叉上核（suprachias－

　　　matic　nucleus，　SCN）に存在する。本図はラットのSCNの部位と

　　　SCNIを含む脳切片をニューロンを染めるニッスル染色したものの顕
　　　微鏡写真を示す。

のほか胃や副腎に投与したPRVがSCNへ逆行すること

を認めている。他の研究者らによっても白色脂肪組織褐

色脂肪組織肝臓腎臓　甲状腺皮膚，胸腺など，調べ

られた全ての臓器・組織へ投与されたPRVが約1週間後

にSCNへ逆行することが確認されている。これらの事実

はSCNが身体中の交感神経と副交感神経の中枢として機

能することを示唆している。

灘騨鰯樫門馬盤黙、蝋一戦嵐講・灘聯諮縄購瀧麟撚騨醐麟薔賜嚇鵬鱗臨画鱒脚締卸

麟脳内ヒスタミン神経系と

　　その作用機序

　更に，哺乳類の骨格筋や心筋で合成されていることは分

かっていたが，生理機能の不明なジペプチド，

L－carnosine（β一alanyl一：L－histidine），が運動時（体動時）

に筋肉から放出されて主に交感神経活動を低下させて，血

糖や血圧を下げる機能を持つ事も筆者らは明らかにするこ

とが出来た5）。この事実は「運動が糖尿病や高血圧に対し

て何故有効であるのか」を説明するものである。更に，

L－carnosineのこの機能の作用機序に脳内ヒスタミン

ニューロンが関与することを筆者らは明らかにすることが

出来た。これと平行して，筆者らはある乳酸菌の

L－carnosine分解酵素（carnosinase）に相同性のある遺伝

子を偶然であるがマウスで同定することが出来た6）。この

酵素に対する抗体を作成して検討したところ，この酵素は

脳内ヒスタミンニューロンに存在することが分かった。ヒ

スタミンニューロンに取込まれたL－carnosineが

carnosinaseにより加水分解されるとし－histidineが生じる

が，これがヒスタミンニューロンに存在するヒスタミン合

成酵素（histidine　decarboxylase）によりヒスタミンに変

換されることによりし－camosineが機能することをこの事

実は示している。ところで，L－carnosineを少量血中に投

与すると副腎膵臓や肝臓などを支配する交感神経を抑制

し，血圧を低下させるが，大量血中に投与すると交感神経

を促進し，血糖や血圧を上昇させることも認めていた。

　一方，ヒスタミン神経系に関しては，ヒスタミンニュー

ロンが標的ニューロンと形成するシナプスの前膜にはヒス

タミンのH3受容体が，シナプス後膜にはヒスタミンの

：Hl受容体が存在し（図3），　H3受容体はH1受容体より

も遥かにヒスタミンに対する親和性（感受性）が高いこと

も明らかになっていた7）。そこで，少量のヒスタミンがシ

ナプス間隙に放出されるとシナプス前膜のH3受容体が興

奮してヒスタミンニューロンからのヒスタミンのシナプス

間隙への放出を抑制し，大量のヒスタミンがシナプス間隙

に放出されるとシナプス後膜のH1受容体が興奮すること

になる7）。そこで，筆者らはウレタン麻酔ラットの腎臓交

感神経と血圧に対するL－carnosine投与効果を検討した。

その結果，少量のL－carnosineが血中や脳内に投与される

と，ヒスタミンニューロンに取込まれた：L－carnosineが少

量のヒスタミンに変換され，それがシナプス間隙に放出さ

れて，腎臓交感神経活動と血圧が低下するが，大量の

L－carnosineが血中や脳内に投与されると，ヒスタミン

ニューロンで大量のヒスタミンが合成され，それがシナプ

Journal　of　Japanese　Society　of　AromatherapY　Vol．7　No．1　023

Presented by Medical*Online



K？総説

　　　　　　　　　　　乱．　　　　　　　　　津

シナプス間隙一刷レ
交感神経活動の抑制

交感神経活動の促進

チ…達

図3　ヒスタミンニューロンの形成するシナプスにおける神経伝達機構。

ス間隙に放出されて，腎臓交感神経活動と血圧が上昇する

ことを示す結果が得られた8）。即ち，少量のL－carnosine

投与による腎臓交感神経活動と血圧の低下がH3受容体阻

害剤（thioperamide）により消失し，大量の：L－carnosine

投与による腎臓交感神経と血圧の上昇がH1受容体阻害剤

（diphenhydramine）で消失したのである8）。

　以上の事実は脳内ヒスタミンニューロンはH3受容体を

介して交感神経抑制（副交感神経促進）を引き起し，H1

受容体を介して交感神経促進（副交感神経抑制）を引き起

すこと（図3）を示している。風邪薬に含まれるH1受容

体阻害剤を服用すると（褐色脂肪組織を支配する交感神経

を抑制して体温が低下することもあり）眠くなるが，同時

に血圧や血糖も低下するのはこのためであると考えられる。

；ゲケ・旙凝且撫晦繭掘言襯飾籐勲勘堕臓醒曝強懸■灘購甑鹸藍麟瞳騰．騰繍繍、脂藤盛働瞭戯回繊脚抽

融グレープフルーツ精油と

　　ラベンダー精油の効果

　某化粧品会社がグレープフルーツ精油を含むダイエット

ローションを発売したことを契機として筆者らは新島旭

新潟大学名誉教授と共にグレープフルーツ精油とラベン

ダー精油の匂い刺激の自律神経活動と生理機能に対する効

果についての検討を開始した。この研究では，ウレタン麻

酔下のラットで，①グレープフルーツ精油の香りによる匂

い刺激が白色脂肪組織，褐色脂肪組織，副腎および腎臓を

支配する交感神経を興奮させ，胃を支配する副交感神経を

抑制する9“11），②ラベンダー精油の香りによる匂い刺激が

白色脂肪組織，褐色脂肪組織，副腎および腎臓を支配する

交感神経を抑制し，胃を支配する副交感神経を興奮させ

る12・　13），などを示す結果を得た。表1と照らし合わせると

上記の結果は，①グレープフルーツ精油の香りによる匂い

刺激は脂肪分解，体温，血圧などを上昇させ，消化・吸収

能を低下させて食慾を減退させるのに対して，②ラベン

ダー精油．の香りによる匂い刺激は脂肪分解体温，血圧な

どを低下させ，消化・吸収能を上昇させて食慾を増進する

ことになる。事実，グレープフルーツ精油の香りによる匂

い刺激は脂肪分解の指標となる血中グリセロール濃度体

温血圧などを上昇させ，摂食量を低下させるのに対して，

ラベンダー精油の香りによる匂い刺激は血中グリセロール

濃度体温血圧などを低下させ，摂食量を上昇させ

た10’13）・。また，これらの精油の香りによる匂い刺激が引き

起す自律神経活動の変化や血中グリセロール濃度の変化は

鼻粘膜（嗅上皮）の硫酸亜鉛処理による無臭症ラットでは

消失していた10”13）。これらの事実はグレープフルーツ精油

とラベンダー精油の香りによる匂い刺激が鼻粘膜の匂い受

容体を介して自律神経活動を制御し，生理機能に影響を与

えることを示している。更に，筆者らはグレープフルーツ

精油の90％以上を占めるリモネンが上記グレープフルーツ

精油と同様の効果を引き起し，ラベンダー精油の約30％を

占めるリナロールがラベンダー精油と同様の効果を引き起

す結果も得ており10・　12），リモネンとリナロールが，それぞ

れ，グレープフルーツ精油とラベンダー精油の上記効果を

引き起す有効成分の少なくとも一つであることも明らかに

した。

　さて，これら精油の効果におけるヒスタミン受容体の関

与はどのようなものであろうか？　グレープフルーツ精油

の香りによる匂い刺激はラットで白色脂肪組織交感神経を

024　総説　香りと自律：神経
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図4　音楽（シューマン作曲トロイメライ）の腎臓交感神経活動と血圧に対する効果19）。

促進し，脂肪分解を増加させる。グレープフルーツ精油に

よるこれらの反応はヒスタミンのH1受容体遮断剤である

diphenhydramine投与により消失する10）。一方，ラベン

ダー精油の香りによる匂い刺激はラットで白色脂肪交感神

経を抑制し，脂肪分解を減少させるが，ラベンダー精油に

よるこれらの反応はヒスタミンのH3受容体遮断剤である

thioperamide投与により消失する12）。同様にグレープフ

ルーツ精油とラベンダー精油の匂い刺激による腎臓交感神

経と血圧の変化もまた，diphenhydramine（H1受容体遮

断剤）とthioperamide（H3受容体遮断剤）によりそれぞ

れ消失した11・13）。また，SCN破壊はグレープフルーツ精油

とラベンダー精油の匂い刺激による白色脂肪組織交感神経，

褐色脂肪組織交感神経，副腎交感神経，腎臓交感神経およ

び胃副交感神経の活動変化の全てと，脂肪分解と血圧の変

化を全て消失させた11・　13・　14）。これらの事実はグレープフ

ルーツ精油とラベンダー精油の香りによる匂い刺激の効果

にはヒスタミン神経系とSCNに存在する体内時計が関与

することを示している。体内時計関連遺伝子のcry1，2ノッ

クアウトマウスやclockノックアウトマウスでもグレープ

フルーツ精油とラベンダー精油の香りによる匂い刺激の自

律神経に対する効果が障害されている事実15・　16）も筆者らは

認めており，匂いによる自律神経制御を介する生理機能に

対する効果にはSCNでの体内時計機構が関与するものと

考えられる。

　上述したグレープフルーツ精油とラベンダー精油の香り

による匂い刺激効果についてはこれまで，筆者は繰り返し

邦文でも解説しているので，本稿では詳しいデータ（図な

ど）は省いたが，興味のある読者は雑誌「臨床栄養」の

2006年7月号（臨床栄養109：1－10，2006）をご参照頂きたい。

　筆者らは森林の樹木の精油などの香りの中にも自律神経

活動の制御を介して血圧などに影響を与えるものなども見

つけており，今後様々な精油の香りによる匂い刺激作用

について明らかにしたいと考えている。

嘱騨髄鞄獅灘騨　欄佐一一徽隊㈱醐鰭一一1繍園圃　　　薦聯囎競燭蠣畢勲輝輔曇轍囎

麟音楽も含めて香り以外の五感も

　　自律神経ひいては生理機能に

　　影響を与える

　上記のような匂い刺激による自律神経制御を介する生理

機能変化は，匂いに限らず五感を介する刺激でも生じるも

のと思われる。佐藤昭夫博士（元都立老人研副所長）らの

グループは麻酔ラットの下部胸部や後ろ足をブラシでそっ

となでる皮膚の触覚刺激により副腎交感神経活動が低下し，

アドレナリン分泌が減少することを報告している17）。筆者

らも強い光による視覚刺激が殆どの臓器・組織を支配する

交感神経を興奮させることを示す結果を得ている18）。更に，

筆者らの共同研究者の新島旭新潟大学名誉教授は甘いと

いう味覚刺激が副腎交感神経を抑制し，苦い，酸っぱい，
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図5　A飲料（2ml）の十二指腸投与後の腎臓交感神経活動
　　　（RSNA）と血圧（BP）の変化。
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図6　B飲料（2ml）の十二指腸投与後の腎臓交感神経活動
　　　（RSNA）と血圧（BP）の変化。

辛いという味覚刺激が副腎交感神経を促進し，うま味

（monosodium　glutamate）による味覚刺激が副腎交感神

経と胃副交感神経の両者を興奮させることを報告している

（前橋で開催された第83回日本生理学会大会にて発表）。そ

れでは聴覚刺激は影響を与えるのであろうか？

　筆者らは新島旭先生との共同研究で音楽も腎臓交感神

経活動と血圧に影響を与えることを示す結果を得た。即ち，

シューマン作曲のトロイメライという3分余りの曲を繰り

返し60分間ウレタン麻酔ラットに聴かせたところ，ラット

の副腎交感神経と血圧が低下した（図4）19）。この変化は

聴覚器である内耳や脳の聴覚を司る大脳皮質側頭葉の聴覚

野や体内時計のSCNを破壊すると消失した19）。

　以上の事実は香りを含めて五感の刺激が自律神経制御を

介して生理機能に影響を与えることを示唆している。

嬢摂取する食物の自律神経活動と

　　生理機能に対する影響

　骨格筋に多く含まれるL－carnosineの静脈内投与や脳内

投与が主要な交感神経を抑制して血糖や血圧を低下させる

ことを示す結果を上述した。即ち，L－carnosineは筋肉に

多く含まれ，鶏の筋肉にも多量に含まれるのでチキンエッ

センスの効能の主要成分であると考えられる。チキンエッ

センスに限らず食品の摂取もまた自律神経活動を制御して

生理作用に影響を与える。即ち，チキンエッセンスの長期

投与は血圧や血糖を低下させることを筆者らは認めてい

る5）が，それ以外にもある種の乳酸菌の十二指腸投与が副

腎交感神経や腎臓交感神経の活動を低下させて，血圧や血

糖を低下させることも筆者らは認めている2。，21）。最近，筆

者らは市販の飲料AとBの十二指腸投与の腎臓交感神経活

動に対する効果を検討した。飲料Aは疲労回復作用がある

と体感される人が多い為か良く売れており，製造会社はそ

の製品作成能力を増やすという話であるが，この飲料Aの

十二指腸投与は腎臓交感神経活動を投与前の値を100％と

すると投与5分以内に600％（6倍）に高めてその値を1

時間近くも維持した（図5）。一方，同様に疲労回復や元

気になる事を謳う飲料Bの十二指腸投与は投与後一過性に

200％足らずまで腎臓交感神経活動を上昇させるのみでそ

の作用は30分以内に消失した（図6）。両者を比較したの

が，図7であるが，両者に大きな差違があることが分かる。

筆者らはその後，クライアントからの依頼により疲労回復

効果があるとされる食品の十二指腸投与効果を調べたとこ

ろ，腎臓交感神経活動を上昇させるものが多く認められた。

これらの事実から，筆者らは腎臓の機能が疲労という現象

に関与していて，腎臓交感神経を興奮させる作用を持つも

のに疲労回復効果があるのではないかと考えている。

騨まとめ

　以上の事実はグレープフルーツ精油とラベンダー精油に

代表される精油の香りによる匂い刺激が自律神経の制御を

介して生理作用に影響を与えることを示している。その作

用は鼻粘膜の匂い受容体により感知された精油の香りの情

報が恐らく情動の中枢である辺縁系（海馬や扁桃体など）

を介して視床下部乳頭核に存在するヒスタミンニューロン

に伝えられ，その情報が体内時計のあるSCNに伝達され

て自律神経活動を制御し，結果として生理作用が生み出さ

れるのであろう。従って，早寝早起きの規則正しい生活を

して体内時計を健常な状態に保たなければ，折角精油に有

用な効果があったとしても，そのような効果は引き起され

026総説香りと自律神経
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なくなるのである。北欧の日照時間の短い冬に多発する冬

季うつ病（Winter　depression）は体内時計の障害によっ

て起ることが明らかにされており，連日の早朝明るい光

（2500ルクス以上）を照射することにより体内時計が健常

化すると，うつ状態が改善する。本稿で述べたように体内

時計は自律神経を制御する中枢として機能するので，体内

時計の異常が自律神経を動かなくするものと考えられる。

事実本稿で述べたように，遺伝子操作により体内時計機構

が破綻したマウス（cry　1，2KO　miceあるいはClock

mutant　mice）では交感神経や副交感神経の匂い刺激によ

る興奮が消失している15・　16）。うつ病の形成機序に体内時計

の異常が関与するものがあり，時計の異常のために自律神

経活動が生き生きと活動出来ない事がうつ状態を引き起し

ているのかも知れない。この点については今後の検討が待

たれる。
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