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【スポーツとは】
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スポーツの語源の歴史を見てみると、
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「スポーツ」という単語は、ラテン語の物
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【要旨】

これまで、薬理作用を有する精油を用いたアロ
マセラピーは、心身の不調を改善させる作用を持
つことから、様々な医療分野で導入され、メディカ
ルアロマセラピーとして発展してきた。近年では
スポーツの現場においても、精油を用いたスポー
ツマッサージや精油の香りを取り入れた芳香療法
が行われ、アスリートやスポーツ愛好者を中心と

「deportare」という単語から始まったと

いわれ、後にフランス語の「気晴らし」や
「遊び」を意味する「deport」という単語
に変わり、次いで、現在の「sport」に変
遷してきた1）。一方、スポーツは社会と共

に変遷し、まず古代ではスポーツは遊びや

遊戯的要素からはじまり、次いで中世に入
ると肉体鍛錬の要素に変わり、さらに近代
においては教育における一つの柱と位置づ
けられた。そして現代におけるスポーツ
は、人々の心身の健康維持・増進が期待さ

して「スポーツアロマ」として広まりつつあり、ス

れる活動として位置づけられている2）。

し、アロマセラピー単独の効果は、様々なエビデン

と、スポーツは「世界共通の人類の文化」

ポーツ競技における心身の疲労回復やパフォーマ
ンスの向上としての効果が期待されている。しか
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スが報告されているものの、スポーツアロマの有
効性は不明な点が多く、メディカルアロマセラピ

一 方、スポーツ基本法の前文をみてみる

とする一方で、心身の健全な発達、健康及
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び体力の保持増進、さらには国民が生涯に

が増加し、一見ストレス解消である運動

わたり、心身ともに健康で文化的な生活を

が、強度によっては心身共にストレス状態

営む上で不可欠な活動であること、また、

となる。このような反応は「運動ストレ

スポーッを行うことは権利であり、その権

ス」と呼ばれている5）。このLT時点の主

利が確保されなければならない旨が謳われ

観的強度（Rating

ている3）。精油の持つ生理・薬理学的効果

RPE）は、おおよそ「やや強い」と感じる

を医療の現場に導入し、人々の健康に寄与

強度であるが、LT以上の運動を継続して

することを目的としたアロマセラピーと、

いくと、乳酸の上昇に合わせ、ACTH6）や

健康増進の意義を持つスポーツが合体した

コルチゾールなどのストレスホルモン以外

スポーツアロマは、人体に有効な効果をも

の下垂体ホルモンであるバソプレッシン

たらすことが容易に想像され、今後のスポ

7）、オキシトシン、プロラクチン、さらに

ー

ツアロマのさらなる発展が期待される。

of Perceived Exertion：

はアンギオテンシンIIなどのホルモン分泌
も増加してくる5）（図1）。さらに運動

は、身体的と精神的の両者のストレスを受

【スポーツにおける身体と精神の変化】

スポーツ分野でアロマセラピーを用いる

けHPA（視床下部一下垂体前葉一副腎皮

前に、スポーツを行った際の身体変化、つ

質）軸の神経系を活性化させ、高強度の運

まり運動による生理作用を理解しておく必

動が長期間継続されることによりHPA系

要があると思われる。運動を行うとヒトの

の興奮が慢性化し、血中グルココルチコイ

身体環境は、その強度に応じて様々に変化

ドの持続的な分泌増加を引き起こす5）。こ

する。まず、運動を実際に行う骨格筋が働

の状態が継続すると、パフォーマンスを低

くためには、呼吸器や循環器などの自律神

下させ、慢性疲労、睡眠障害、さらにはう

経によって支配されている器官が円滑に活

つ状態などの内科的疾患を誘発するオーバ

動することが重要である。運動を行うとこ

ー

れらの諸器官を支配している自律神経に変

トレーニング症候群を引き起こす。この

ような状況になると、短期間での回復は難

化が起こる4）。運動前には、運動による交

しく、アスリートにとっては致命的な状態

感神経充進に伴って、徐々に心拍数、心拍

に陥る8）。

出量、血圧が上昇し、骨格筋では血管拡

スポーツ時の現場でアロマセラピーを用

張、血流量増加が起こるが、逆に内蔵の血

いる場合は、このような運動における自律

流量は減少する。また、血中のカテコール

神経系と各臓器の変化をよく理解した上

アミンや血糖値などの値も増加し、皮膚血

で、生理作用に応じた適切な精油を提案す

管の拡張や汗腺からの汗分泌も起こる（図

る必要があると思われる。

1）。

一方、運動のエネルギー代謝機構は、有

【スポーツにおけるコンディショニング】

酸素運動と無酸素運動で大きく異なり、運

スポーツの要素は大きく2つに分けら

動の強度の違いによりホルモン分泌の違い

れ、記録や勝敗が伴う競技的要素を持つ

は顕著にみられる。スポーツ時における内

「チャンピオンスポーッ」と遊戯的要素を

分泌機構をみてみると、有酸素性機構から

持つ「レクリエーションスポーツ」に分け

無酸素性機構に移行すると乳酸分泌が高ま

られる。これまで、トップアスリートは競

る乳酸性作業閾値（Lactate

技力向上のためにトレーニングの他にスポ

threshold：

LT）の時点で副腎皮質刺激ホルモン
（Adrenocorticotropic

ー

hormone：ACTH）

ツ心理学を取り入れたメンタル面の強化

を図ってきた。特に現在ではオリンピック
Journal ofJapanese Society ofAromatherapy
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図1．身体運動による自律神経および内分泌の変化
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のメダリストのほとんどがトレーニングに

パフォーマンスを求めるには、精神面や肉

心理学を取り入れているという9）。さら

体面のコンディショニングを整えることが

に、トップ競技の選手ほど、競技力向上の

重要であるといわれる。このようなスポー

ためになんらかのコンディショニング法を

ツ場面において、心身に影響を与えるアロ

取り入れているという報告もある10）。

マセラピーの介入法は、まず精油を用いた

このように、スポーツ分野では、最高の

マッサージ（以下：スポーツアロママッサ
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一

ジ）をはじめとして、スポーツ時の精油

関連団体から少々遅れを取った形となった

の香り吸入（以下：スポーツアロマ芳香

が、2018年に日本アロマセラピー学会の

浴）、そして精油を用いた入浴（以下：ス

スポーツアロマ部会が誕生した。さらに本

ポーツアロマバス）の3つが有効であると

学会のスポーツアロマ部会は、2021年に

考えられる。いずれの介入法もスポーツに

「臨床スポーツアロマ部会」と「基礎科学

よる肉体面と精神面の両者の疲労回復に効

スポーツアロマ部会」と2つに分かれて発

果をもたらし、スポーツにおけるコンディ

展をとげ、スポーツ分野での精油を用いた

ショニングに有効であると考えられる（図

スポーツアロマの普及活動を目指すことと

2）。

なった。

【スポーツアロママッサージ】

スポーツに怪我はつきものであるが、特
にプロスポーツ選手は、トレーニングの量
や強度が高くなることから、怪我のリスク
も高くなる12）。そのため、スポーツ障害の

治療法は薬物治療と補完代替医療
（complementary

and

alternative

medicine：

CAM）が中心になってくるが、その中で
もマッサージ治療を選択するスポーツ選手
が多いと言われている13）。また、米国の全

図2．スポーツアロマの概念

米大学スポーツ協会の調査によると、学生
陸上競技のトップアスリートは、マッサー

【スポーツアロマとは】

スポーツ現場のコンディショニングの重

ジの利用頻度が高く、1年間の中で、56
％以上の学生がマッサージを利用してい

要性を考えた場合、アロマセラピーに使用

るとの報告もある14）。さらに運動後のマッ

される精油の様々な生理・薬理学的効果を

サージの効果は、筋肉痛や運動誘発性筋損

スポーツに活用し、心身の疲労回復や怪我

傷や筋の炎症の緩和などが報告されている

予防のために応用することは高い有効性が

15・ 16）マッサージは、運動によって体内に

期待できると考えられてきた。近年、スポ

蓄積された乳酸を素早く取り除く作用があ

ー

ツアロマは、特にスポーツアロママッサ

ることが報告されており17）、運動後による

ー

ジを中心に広まってきた。

身体の機能回復に重要な効果を及ぼす。そ

第5回国際芳香療法・薬用植物学会の報

の他、マッサージは肉体疲労18）のみならず

告IDによると「スポーツアロマ」と同様の

心理的疲労回復19）の効果のあることが報告

言葉である「スポーツアロマテラピー」の

されている。

名付け親は、1988年に、日本スポーツア

一方、精油を用いたマッサージであるス

ロア協会（現在解散）の当時の常任理事の

ポーツアロママッサージの効果について

一 人である日下部知世子氏とされている。

は、甲斐らがアスリートに対しアロママッ

一 方、日本アロマセラピー学会では、医療

サージを行い、血中乳酸濃度の低下を確認

分野でのアロマセラピーの普及に寄与する

しているが、その効果はモノテルペン炭化

ことを第一の理念としていることから、ス

水素類の老廃物排除作用よる可能性を示唆

ポーツアロマの普及は他のアロマセラピー

している20）。池田らは、女子学生を対象に
Journal

ofJapanes
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無酸素運動後に真正ラベンダー精油を用い

く強い効果を示す28）。これまで、様々な精

てマッサージの効果を調べているが、リラ

油を用いたストレス軽減作用の報告は多く

ックス効果と血中乳酸値の排除促進を確認

見られるが、特に様々な疾患の患者29・

している21）。また、軽部らは、アスリート

や看護師31，32）を対象とした医療現場での

のマッサージにコントロールオイルとヒノ

検証が多く、さらに、学校や大学などでの

キ科のジュニパー（luniperus

勉強や対人関係などのストレスが多いと思

communis）

30）

精油を用いた施術を比較し、ジュニパー精

われる青年期を対象とした、精油の抗スト

油の末梢血流の促進を報告し、その効果は

レス効果を明らかにした報告も多く見られ

ジュニパー精油に含まれる成分のα一ピネ

る31）。

ンやリモネンの血管拡張作用による可能性

一方、スポーツ現場での芳香浴による運

を示唆している22）。一方、スポーツアロマ

動ストレス緩和を調べた報告は、医療現場

マッサージに使用される精油の濃度は、通

における報告と比較すると劇的に少ない。

常のマッサージに用いられる1〜5°／・濃度

しかしながら、近年では、アスリートを対

と比較すると、2．5〜5°／oとやや高濃度で

象とし、被験者に運動を課して運動ストレ

施術が行われており、末梢血流の促進と乳

スにおける精油の香りの効果を調べた報告

酸排除が促進されると報告されている23）。

などがみられる。1999年にRomineら

精油を用いたマッサージは、運動後の筋

は、運動後の精油の香り暴露による疲労回

の疲労回復や怪我の予防として用いられて

復効果を調べているが、青年男子に中強度

いるが、スポーツ障害時の治療法として

の運動を2分間程課した後、10分間の休

は、薬物治療と比べ副作用も少なく安全で

憩中にラベンダー精油を吸引させ、血圧、

効果的な治療であることが報告されている

脈圧および心拍数を測定する実験を行い、

24）。また、甲田らは、精油に含まれる成分

拡張期血圧のみがわずかに低下したことを

で、人体に有害とされるカンファーをはじ

報告している31）。また、Yangらは、さま

めとしたいくつかの成分をあげているが、

ざまなレベルの精神的ストレス下にある青

これらが含まれる精油は濃度や投与方法を

年男子を対象にトレッドミル運動を行わせ

考慮することによって安全に使用できるこ

た後、サンダルウッドまたはサンダルウッ

とを報告している25）。しかし、精油原液の

ドとラベンダーの混合精油を暴露し、自律

塗布や飲用による健康被害などもみられる

神経系を調べ、運動後のリカバリーの効果

ことから、各精油での濃度に関しては慎重

を調べ、軽度のストレスの者に対しては混

に検討する必要性がある26）。また、みかん

合精油で抗ストレス効果が確認されたが、

精油は光毒性を有することが報告され、ベ

中度以上のストレス者に対しては香りの抗

ルガモット、グレープフルーツ、レモンな

ストレス効果は得られなかったと報告して

どの精油も光毒性が示唆されている。スポ

いる35）。その他の運動後の精油の香り暴露

ツアロアを行う際、室外競技のアスリー

による生理作用を解析した報告では、強度

トへの精油選択には十分な注意が必要であ

の間欠運動後における精油の香りにおける

ると思われる27）。

ストレスホルモン分泌の抑制がある36）。以

ー

前我々も、拘束ストレスを与えたマウスに
ラベンダー精油を暴露することによるコル

【スポーツアロマ芳香浴】
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精油の投与法は、皮下投与、経口投与、

チコステロンおよび血中コルチゾール分泌

経鼻投与があり、それぞれ体内に移行して

の抑制を確認し、その抗ストレス作用は、

吸収されるが、嗅覚を介した作用は最も速

ラベンダー精油に含まれる、酢酸リナリ
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総説廊
ルやリナロールによるものである可能性が

用することによる筋緊張抑制を示唆し、ア

高いことを報告している37）。また、マウス

ロマセラピーの理学療法への利用を推奨し

を用いた実験では、モクレン科である望春

ている。

花（Magnolia

bion（茄ソから抽出された精

一方、精油の香り暴露によるパフォーマ

油の暴露により乳酸濃度の減少をみた報告

ンスを評価した報告では、ペパーミントの

がある38）。その他、ユーカリ油を暴露した

香り暴露は、走行速度、握力、さらに腕立

マウスはコントロール群と比較し、水泳能

て伏せの数の増加をもたらしたことが確認

力および抗酸化能値が高く、酸化的損傷と

されているが、バスケットボールのフリー

炎症反応を減少させたことを確認している

スローシュートなどのスキル関連には影響
しなかったことが報告されている43）。ま

38）。

一方、近年ではアスリートを対象とし

た、他の報告では、ペパーミント精油を舌

た、運動と精油の効果を調べた報告もみら

に滴下し、基礎的な体力測定を行ったとこ

れるようになった。その中で膝蓋大腿疹痛

ろ、握力、立幅跳び、および立幅跳びの有

症候群（PFPS：Patellofemoral

意な増加を報告し、最大吸気流量や最大呼

Pain

Syndrome）を有したアスリートを対象に

気流量など心肺機能などの増加を確認し、

した実験報告がある。PFPSはアスリート

この効果はペパーミントによる気管支平滑

に多く見られるスポーツ障害の一つであり

筋の拡張による影響である可能性を示唆し

39）、特にマラソン選手や長距離ランナー、

ている44）。しかし、一方では、急1生集中運

さらには女性アスリートにも多くみられ、

動中にペパーミントの匂いを吸入しても、

そのアスリートのPFPSの有病率は高いこ

肺の指標心拍数、最大酸素摂取量、および

とが知られている。また、PFPSの治療は

身体能力に有意な影響はないことが報告さ

保存療法が第一選択とされることが多い

れており45）、精油の香りによるパフォーマ

が、近年は運動療法が推奨され、治療成績

ンス向上についてのエビデンスは不明な点

も高くなっている。その方法は大腿四頭筋

が多い。現在我々は、スポーツアロマ芳香

や内側広筋の機能を上げる等尺性筋収縮を

浴の効果をヒトと動物レベルで検証してい

伴ったトレーニングが有効であることが知

るが、香りの違いにより、生理的反応と行

られている40）。そこでKimらは、

動的反応に差が見られることは大変興味深

PFPS

の治療を行うアスリートを対象に、等尺性

い。今後、スポーツアロマのデーターを蓄

トレーニングの運動療法を行っている際に

積し、様々なスポーツ場面での精油の効果

ラベンダー、ローズマリーおよびペパーミ

効能をしらべ明らかにしていきたい。

ントのブレンドされた精油の香りを暴露

し、その効果を主観的運動強度（RPE）と
血液疲労因子から検討する実験を行った。

【スポーツアロマバス】

アロマバスと似ている温泉療法は世界各

その結果、芳香刺激群はコントロール群と

国で見られ、特に日本では長年に渡り、湯

比較し、主観的運動強度と乳酸デヒドロゲ

治として人々の間で親しまれてきた。ま

ナーゼ（LDH）の値が低かったことを明

た、近年では、温泉療法は統合医療の一つ

らかにし、スポーツ障害後のリハビリ現場

として位置付けられており、健康増進を意

での芳香刺激の応用は有効性を示唆した

識する温泉施設の利用者は、年々増加傾向

41）。また、由留木らは42）、ラベンダー精油

にある46）。

暴露による運動ニューロンの抑制効果を確

一方、温泉療法の効果を示した疫学的調

認し、ラベンダーの香りとストレッチを併

査や臨床研究などの報告は多く見られるも
Journal of」apanes
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のの、上岡らは温泉の成分は唯一無二の特

は高齢者の運動前の足浴により関節可動域

徴があり、温泉療法の効果をひとつの研究

が拡大したことによる体力測定値の向上を

結果からだけで説明するのは難しいことを

報告しており、足浴は運動の前後で有効活

報告しており47）、アロマセラピーのエビデ

用できることが示唆されている56）。

ンスづくりの難しさと類似点があると思わ

れる。アロアバスは温泉療法と同様に、全
身浴の他、手浴や足浴などの部分浴に分け

現在、スポーツ領域における運動と精油

られる。アロマバスは通常の温浴にエッセ

の効果を科学的に明らかにしたスポーツア

ンシャルオイルが添加されるか否かの違い

ロマに関する無作為化比較試験やシステマ

であるが、その精油の効果が報告されてい

ティックレビューの報告はない。このよう

る。白川らは、一般成人を対象とした研

なことから、スポーツアロマの有効性を理

究で、従来の足浴に比べてアロマフットバ

論的に結論づけることは難しい。さらに精

スでの心拍数の有意な低下を報告している

油は含有成分が多く、多種多様な生理・薬

48）。その他、アロマ足浴は単なる温水足浴

理的作用を持ち、さらに揮発性も高い。そ

に比べて保温効果があることが報告されて

のような精油を塗布または吸入により体内

いるが、その効果は足浴による副交感神経

に移行した状態で、その効果を科学的に明

系活性化のリラックス効果によるものと考

らかにするアロマセラピーのエビデンスづ

えられている49）。このような温熱効果は、

くりは困難であり、運動を負荷したスポー

医療現場においては簡易的で利用しやす

ッァロアのエビデンス構築はさらに困難で

く、リノ・ビリテーションに有効であるが5

ある。Sunghoらは、運動中のアロマの影

0）、アロマバスも医療現場での様々な有

響をより詳細に明らかにするためには、実

効活用が報告されている51， 52， 53）。しかし、

験デザインを多様化し、被験者の年齢、運

オレンジ・スイート精油を用いたアロマバ

動頻度、運動強度を考慮し、さらに様々な

スは温湯のみと比較して、血圧、脈拍、唾

精油で検討する必要性を述べている58）。

液アミラーゼ活性などの値に差は見られた

次にアスポーツアロママッサージに関す
る課題や問題提起を考えてみたい。スポー

かったとの報告もある53）。

一方、スポーツ現場での温浴効果をみた

030

【スポーツアロマの課題】

ツ現場では、様々な精油の種類があるが、

報告は、医療現場の報告と比べると少ない

筋肉に緊張緩和作用などをもつ、ペパーミ

が、須藤らは、自転車エルゴメーター運動

ント、マジョラム、レモンユーカリ、ロー

後に水温20℃、25℃、および30℃での足

ズ、ローズマリー・カンファなどが推奨さ

浴を10分行った際の内側広筋部の血液酸

れている59）。しかし、近年のUenoら60）

素動態を比較している。25℃で筋酸素状態

のマウスを用いた報告によると、β一シト

の回復を示し、スポーツ時の疲労回復の為

ロネロールは吸入後にマウスの中枢神経系

の足浴の温度は25℃が適切であるとを明

に作用し、不安を増大させることが確認さ

らかにしていることから54）、今後、アロ

れ、β一シトロネロールを含む精油の注意

マバスの適切な温度の検討も必要である。

点が喚起されている。ローズ精油などには

また、運動と温泉療法の効果に関する報告

β一シトロネロールが含まれていることか

は運動後の報告ばかりではなく、運動前の

ら、モチベーションがパフォーマンスに影

温泉療法の効果を確認した報告も見られ、

響するスポーツの現場において、ローズ精

高梨らは、リハビリ前の足浴は足関節背屈

油の使用はこれらの成分の影響を検証して

の抵抗性が減少すること55）、また、本多ら

から検討する必要があると思われる。さら
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に精油の高濃度での使用の安全性を検討す

類があることから、特に一般のスポーツ現

る余地がある。また、運動はアスリートの

場では、どのような精油を使用すべきかが

みならず、一般人の運動参加もある。特に

分からず、試行錯誤をしているように思わ

肥満者や生活習慣患者は減量のために軽度

れる。このようなことから、様々なスポー

の運動処方がされるが、このような高肥満

ツ場面でのアロマセラピーの効果を検討し

者は高血圧症を伴っていることが多い。不

た科学的なエビデンスの構築や安全で安心

慣れな運動後にマッサージ行う者も少なく

のできるスポーツアロマのガイドラインづ

ないと思われる。アドレナリンや高血圧を

くりの作成は急務である。

上げる精油として、ローズマリー、ペパー

スポーツのパフォーマンスは逆U字曲

ミント、ヒソップ、タイム、ユーカリプタ

線説64）のように緊張と興奮のレベルが高く

ス、セージなどが知られており、今後詳細

ても逆に低くても、パフォーマンスは低下

な検討が必要である。

する。緊張と興奮の高い時はリラックスが

適度な運動習慣の形成や低強度の運動で

求められ、緊張と興奮が低い時は気持ちを

はメンタルヘルスは良好であることが報告

高ぶらせるサイキングアップが必要になっ

されているが、長期間に渡る高強度のスポ

てくる。また、適度の緊張と興奮のレベル

ツはメンタルヘルスの低下を引き起こす

が一定になった時がゾーン領域になる。ス

ことが報告されている61）。また、強度のト

ポーツアロマ芳香浴では、このような緊張

レーニングを強いられるアスリートのパフ

と興奮のレベルが上手にコントロール出来

ォーマンスは、気分やモチベーションによ

ない場合に、自律神経に影響を与える精油

り大きく左右される。精油は自律神経系に

の有効活用は有用であると思われる（図

ー

影響を及ぼすことから、スポーツ競技の特

3）。

異性を考慮して適切な精油を選ぶことが重

近年、スポーツ現場では、女性アスリー

要であると考えられる。近年のスポーツ現

トをサポートするための事業が行われてい

場での精油の活用は、リラックス効果やコ

るが、月経はパフォーマンスに大きく影響

ンディショニングのための使用のみなら

を与え、月経困難症をもつアスリートが多

ず、パフォーマンス向上のためにも用いら

くみられる65）。そこで、このような女性ホ

れている62・

ルモンに影響を与え66）、月経前症候群

63）。しかし、精油には多くの種

スポーツ種目
th
既
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パ
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マ
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図3．競技パフォーマンスにおける逆U時曲線と提案される芳香療法における精油
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（premenstrual

syndrome：PMS）67）や月経

困難症などの症状に改善効果を与えるアロ

運動生理学・スポーツ医学・栄養一，医歯薬出
版，2001

マセラピーは、女性アスリートに大変有効

5）齋藤剛、征矢英昭：運動とストレスホルモン
（特集ストレスと運動適応），体育の科学，

であることが示唆されている68・69・70）。しか

6）Ohiwa

し、月経困難症などをもつ女性アスリート

を対象としたアロマセラピーの効果を科学
的に検証する報告はほとんど見られず、今
後、その症例研究が必要になってくると思

55（5）：353−358，2005
N，

associated

Integr

また、アスリートはドーピング検査のた
めに、怪我や体調不調の場合でも薬を飲む
ことが出来ないことが多い川。このような
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トに推奨し、少しでも、痛みや症状が緩和

できるのであれば、大変有益なことである
と思われる。

今後、スポーツアロマの発展の為には、

基礎科学的なデータの積み重ねが必要であ
ることは言うまでもない。当該スポーッ種
目の生理学と心理学的な側面の特性を考慮
し、薬理的効果が活かせる精油の提案が必
要であると思われる。現在、スポーツアロ
マの効果を調べた報告の多くは主観的な解
析であることから、今後、多くの解析法を
持いた基礎データ必要であり、さらに多く

のスポーツ種目や様式での検証が必要であ
ると思われる。また、スポーツアロマに興
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