
簡単な動作で
リラックス !!
心身の緊張緩和と

休息のために ～ ～ 

身体のさまざまな場所の筋肉に力を入れたり緩めたりを繰り返すことで、全身の緊張を緩和していく

技法であり、「漸進的筋弛緩法」と呼ばれます（以下、「筋弛緩法」と記述します）。「漸進的」とは、一定の手

順を踏みながら、目標となるリラックス状態に少しずつ近づけていくという意味です。長く緊張するよう

なお仕事や勉強の合間に、こうした技法を取り入れて、短時間で効率よく休息をとったり、夜に緊張して

しまって寝つきにくいときに、布団（ベッド）の上で行うことで、寝つきを良くしたりできるでしょう。と

ても簡単な方法ですので、ぜひ活用してみてください。

この練習のねらい

練習を始める前に、まず練習の場所を選び、着衣や姿勢などの条件を整えましょう。

■ 場所…練習を始めたばかりのときには、気持ちを落ち着けることができる場所を選ぶことが大切です。
静かな部屋で練習するのも良いでしょうし、気持ちを落ち着けやすい音楽を聞きながらでも良い
でしょう。ある程度、慣れてきたら、さほど場所は選ばずにできるようになるかもしれません。

■ 着衣…男性の場合はネクタイや腰のベルトなどを緩め、体の一部を締め付けるような服装は避けた方が
良いかもしれません。腕時計やアクセサリーは外しましょう。

■ 気になることは先に済ませましょう…お手洗いは先に済ませましょう。おなかが空いているときは、何
か少し食べてからのほうが良いかもしれません。不快な感覚が強くあると、そちらに気を取られ
てしまい、十分な緊張緩和ができない可能性があります。

■ 姿勢…椅子に腰かけて行う場合、浅めに座って、背もたれに背中をつけず、ある程度背筋を伸ばします。
（可能ならば）足は肩幅くらいに開きましょう。ひざの角度は90度か、それより少し広めにしまし
ょう（足がひざより少し前に出るように）。足の裏全体が床につくようにしましょう。

練習を始める前に

脚のリラックスをする前に、椅

子に深く腰かけるようにします。

脚を持ちあげて、つま先を自分の

体の側に向けるようにして8割く

らいの力を入れます。5秒たった

ら、いっきに力を抜いて足をかか

とから落とし、そのまま20秒間、今

まで力の入っていた場所から力が

抜けた感覚に注意を集中します。

脚（足）のリラックス5

最後に、これまで行った手、腕、肩、脚（足）を同時にリラックスさせましょう。椅子に深く腰かけて、こ

ぶしを握って腕を体に寄せ、肩を持ちあげて、脚を持ちあげてつま先を自分の側に向け、同時に力を入れ

ましょう。5秒たったら、いっきに力を抜いて足をかかとから落とし、そのまま20秒間、今まで力の入って

いた場所から力が抜けた感覚に注意を集中します。

この練習の直後に車の運転やお仕事があるときは、1）こぶしを強く握っては開く動作を素早く3回繰

り返す、2）腕を前方にまっすぐ伸ばしてから体に引き寄せる動作を3回繰り返す、3）両手を組んで頭の上

方へ腕を伸ばし全身で大きく伸びをする（1回）といった覚醒を高める動作を行うと良いでしょう。

全身のリラックス6

最初のうちは、それぞれの動作を3回くらいずつ行うと良いでしょう。だんだん慣れてきたら、各動作

の回数を2回や1回に減らしても、一定の効果が得られるようになると思います。また、最初のうちは、な

るべく間をおかず、毎日のように練習することが、動作の習得を早めます。最初は、やり方をひとつずつ

思い出しながらで面倒かもしれませんが、1週間ほど続ければ、やり方を体で覚えて、徐々にやりやすく

なるはずです。毎回の練習を通して、気持ちを落ち着ける効果も実感できると思います。

就床しても精神的緊張やストレスで寝つけないときには、ふとんに入る前、あるいは、ふとんの上で横に

なってから、筋弛緩法を行ってみましょう。ふとんの上であれば、あおむけの姿勢で、椅子姿勢と同様に、手、

腕、肩、脚のそれぞれの力を入れては緩める動作を行います。心身の緊張を和らげることで、眠りに入りや

すくなるかもしれません……

これまでに私どもで企画した講演会（睡眠改善プロジェクトとうほく）の内容の一部をインターネット
でご覧いただけます（http://cue-tv.net  → 「睡眠改善プロジェクトとうほく」をご覧ください）。

公益財団法人JKA（競輪）
の補助を受けています

〒981-8551 仙台市青葉区国見6-45-1  
東北文化学園大学医療福祉学部 佐藤俊彦
電子メール: sendai_stress@yahoo.co.jp（仙台ストレス研究会）

お問合せ先

作成協力 東北文化学園大学 医療福祉学部 保健福祉学科  佐藤俊彦ゼミ
東北大学大学院教育学研究科（臨床心理学）  安保英勇先生

ふだんの練習と眠りの改善に向けて

足を
持ちあげ
力を入れる

力を抜いて
足を落とす



 筋弛緩法では、手、腕、肩、脚といった身体のさまざまな部分の筋肉の緊張と緩和を繰り返します（他

にも腹、首、顔などの練習もありますが、ここでは主要なものだけご紹介します）。それぞれの部分の練習

で共通しているのは、1）特定の場所の筋肉に、8割くらいの力を入れる、2）5秒たったら、いっきに力を抜

く、3）そのまま20秒間、さっきまで力を入れていた場所から力が抜けている感覚に注意を集中する、とい

う3つのステップです。2つ目のステップでは、力をゆっくりと抜いていくのではなく、すばやく、できる

かぎりゼロに近い状態まで力を抜くようにすることが大事です。緊張の糸がぷつんと切れたイメージで

す。なお、動作を行う時間の長さ（秒数）は、だいたいのところでかまいません。時計を見ながら動作を行

うのではなく、頭の中で数えるようにしましょう。

（上半身を少し前傾させて）

手をひざの上に置きます。8割

くらいの力で、こぶしを強く

握ります。5秒たったら、いっ

きに力を抜いて、自然に指が

開いたら、そのまま20秒間、指

やてのひらなど、今まで力の

入っていた場所から力が抜け

た感覚に注意を集中します。

次に、手の位置はそのまま

で、手の指を、手の甲の側へ反

らすように力を入れて開きま

す。5秒たったら、いっきに力

を抜いて、そのまま20秒間、指

や手の甲など、今まで力の入

っていた場所から力が抜けた

感覚に注意を集中します。

筋弛緩法を始めましょう

手のリラックス1

腕全体に力を入れて、体の方へ引き

寄せてください。8割くらいの強さで

力を入れたままにします。5秒たった

ら、いっきに腕全体の力を抜いて、腕

を太腿（ふともも）の上に落とします。

そのまま20秒間、今まで力の入ってい

た場所から力が抜けた感覚に注意を集

中します。

※体の左右に腕を落とすと、周囲に物があ
ったときに、手や腕をぶつけてけがをす
るかもしれませんので、腕は太腿（ふと
もも）の上に落とすように、ふだんから
練習しておきましょう。

腕のリラックス2

肩を少し持ち上げたまま、8割

くらいの力を入れて止めます。5

秒たったら、いっきに力を抜い

て、肩を、すとんと下に落とし

ます。そのまま20秒間、今まで

力の入っていた場所から力が抜

けた感覚に注意を集中します。

肩のリラックス3

ここで、上半身の総まとめをし

ましょう。こぶしを握り、腕全体

を体に引き寄せ、肩を少し持ち上

げて8割くらいの力を入れます。5

秒たったら、いっきに力を抜いて、

腕と肩を落とし、こぶしを緩め、

そのまま20秒間、今まで力の入っ

ていた場所から力が抜けた感覚に

注意を集中します。

上半身全体のリラックス4

練習姿勢の一例
（椅子姿勢）
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