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脳と体のつながりが整うと 

私たちは 

自分を取り巻く世界を 

より良くプロセスし 

自信を持ち 

幸せを感じ 

集中できるようになります。 
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セーフ＆サウンド・プロトコル（SSP）を使う 

どのようなプログラムですか？ 
セーフ＆サウンド・プロトコル（SSP）は、ストレスや聴覚過敏を軽減し、社会的関与や回復
力を高めるための5時間のプログラムです。SSPでは、リズムや抑揚のある声の音楽を使用し、
人間の音声の周波数領域に焦点を当てて、聴覚に関連する神経ネットワークを訓練するように
調整されています。 
人間の音声が正しく認識されると、社会参加への扉が開かれます。 

会話の意味だけでなく、意図もよりよく解釈できるようになるでしょう。また、人の声のゆら
ぎを理解することで得られる安心感は、生理的な状態を落ち着かせます。神経系のバランスが
よくなれば、社会とのつながりがさらに強まり、セラピーが促進され、行動の調整も改善され
ます。 

どんな影響ががあるの？ 
SSPは、根本的な障害や診断を治療するものではありません。ただ、以下のような関連する症
状に影響を与え、人生の経験を改善することができます.... 

• 声の韻律（トーンや抑揚）  
• 顔の表現力 
• 感情のコントロール 
• 不安感 
• 気分 など 
 

どのように作用するのですか？ 
神経系は、安全性を判断する方法のひとつとして声の調子を利用します。SSPでは、特別に加
工されたボーカル音楽を数日間にわたって聴きます。 
 
音の周波数が異なると、伝達される情報も異なります。低い周波数は脅威や危険を感じさせる
音で、高い周波数は注意を促す音です。ポリヴェーガル理論にあるように、社会的行動や感情
のコントロールは、神経系が環境を安全だと判断したときに初めて可能になります。私たちは
20～20,000Hzの音を聞くことができますが、友人や家族と一緒にいるときに安全であること
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を伝えるのは、人間の会話に関連する周波数（約1,000～5,000Hz）です。これは人間の最初
の呼吸から始まります。親の声のリズムや抑揚は、乳児を落ち着かせ、大人になっても無意識
のうちにこれらのシグナルを求め続けます。 
 
様々な理由（トラウマの影響、筋力の低下、あるいは耳の感染症の経験など）で、人の声を処
理する能力が損なわれることがあります。その結果、音声認識に関連する神経ネットワークが
学習的に使われなくなることがあります。人の声の周波数を強調し、音楽の中の周波数帯を変
調することで、聴覚に関連する神経ネットワークが鍛えられ、人の声の全範囲の知覚が改善さ
れます。 

SSPを5時間聞くことで、この神経ネットワークが再起動し、人と人とのつながりの音の知覚
が向上します。積極的な社会的コミュニケーションがそれを維持します。人の声のトーンとリ
ズムや抑揚が、より良く処理できるようになると、安全と落ち着きのシグナルを神経系に提供
できるようになります。突然、友人や家族の声に安全の手掛かりが存在するようになるので
す。安心感が得られれば、感情の回復と神経系の調節が可能になります。これにより、副交感
神経系が活性化され、より良いコミュニケーションが可能になるだけでなく、全体的な調整が
可能になります。 

効果はありますか？ 
• 研究： https://integratedlistening.com/research/#SSP 
• ケーススタディ： トラウマ歴のある成人が、自己調整力が高まり、他者とのつながりを経験
する https://integratedlistening.com/blog/2019/05/15/case-study- トラウマ歴のある
成人は、自己破壊的な習慣を調整し、もはや他者を恐れることはない。 
• ケーススタディ：プロトコルを用いた母子の協働調整 
https://integratedlistening.com/blog/2019/06/28/case-study-a-frightened-adult- 
feels-calmer-and-gains-courage/  
• ホリスティック・セラピストがSSPを試す。Holistic therapist tried the SSP and 
experiences a personal transformation https://integratedlistening.com/blog/2020/
08/06/lisa-gale-safe-sound-protocol 注：このケーススタディでは、SSPを5日間連続で行
うことについて述べています。この方法も選択肢の一つではありますが、SSPはあなたの許
容範囲に合わせてかなりペースを落とすことができ、なおかつ非常に効果的であることがわ
かりますのでご注意ください。 
• SSPに関するケーススタディと研究： https://integratedlistening.com/case- studies/ 
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  アプリの紹介 
 
Google Play StoreまたはApple App StoreからUnyte-iLsアプリをダウンロードします。 
1.アカウント作成時に使用したeメールアドレスとパスワードを入力します。 
2.プログラムを選択します。 

音量について 
毎回の試聴の前に、ボリュームテストを使って、音楽が聴こえる快適な最低レベルの音量に設
定します。音量は大きければ良いというものではありません。その日のうちに、音楽が非常に
小さく感じられる時間帯であっても、再度音量を調整してはいけません。聴取時間は、ステー
タスバーの両端をドラッグして、推奨される長さに調整してください。 
 
推奨されるヘッドフォン 
SSPの音楽を効果的に再生するには、耳を包み込むような安価なヘッドホンが適しています。
ノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンはお勧めできません。 
Bluetoothヘッドフォンは、再生機器の近くに置いておけば、邪魔にならないので使用できま
す。SSPは骨伝導を使用していません。骨伝導ヘッドホンをお持ちの方は、骨伝導がオフに
なっていることをご確認ください。 
 
リスニングセッションの長さ 
1日に推奨される最大リスニング時間は60分（リモート配信は３０分）です。SSPの提供者
は、あなたと一緒にリスニングのペースを決めます。リスニングセッションの長さと頻度につ
いては、担当者の推奨に従ってください。毎回のリスニングセッションの後、担当者に連絡を
取り、プログラム中に感情的または肉体的な不快感を感じた場合は、その旨を伝えてくださ
い。 
音楽を聴くことは何でもないことのように思えるかもしれませんが、SSPは非常に強力なもの
です。SSPの原則は、「Less is More」（少ない方が良い）です。聴いている間、力まないで
ください。安全でリラックスした状態で聴くことで、より良い結果が得られます。 

 テクニカルサポート（英語） 
よくある質問は、iLsウェブサイトのサポートタブでご覧いただけます： 
integratedlistening.com service@integratedlistening.com  
営業時間：9 a.m. - 4 p.m. Eastern Time (ET) 
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SSPを聴くにあたって 

セーフ＆サウンド・プロトコルは、人の神経系に働きかけるように設計されています。安全で
落ち着いてリラックスした状態であれば、神経系は人間のコミュニケーションの周波数帯に含
まれる新しい音響刺激を受け入れることができ、セラピーの効果を最大限に高めることができ
ます。SSPを行う際には、リラックスできるよう、静かで落ち着いた環境を作ることが大切で
す。 

理想的な環境 
静かな場所を見つけることで、以下のことが可能になります。 

1.音が気にならず、安心してリラックスできる。 
2.音楽を聴くことに集中できる。 

音に敏感な方は、日常的な音が気になってしまうことがあるかもしれません。部屋の内外を問
わず、人の声を含むすべての音を最小限に抑える必要があります。音楽の音量はプログラム全
体で変動するため、時には非常に静かに感じられることもあります。静かな環境であれば、音
楽のすべての部分に注意を払うことができます。 
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どうやって始めればいいですか？ 

担当者に相談せずにプログラムを開始しないでください。SSPインテークフォームに必要事項
を記入し、率直でオープンな会話をすることで、あなたの経験を最良の形で計画・指導するこ
とができます。 
 
また、Unyte-iLsは、リモートSSPプログラムを行う大人のリスナーには、リスニング中のサ
ポートと調整を行う支援者が近くにいることをお勧めします。この支援者は、親しい友人、大
切な人、または現在のセラピストやカウンセラーなどです。その人が聴取中に一緒にいてくれ
て、その人がいることで安心できるのが一番です。 
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SSPを聴いている間の過ごし方 

奨励される活動 
SSPの間、ノンアルコールの飲み物や柔らかい食べ物を自由に摂ってください（歯ごたえのあ
る食べ物は不可）。アルコール、甘いスナック、カフェイン入りの飲料は、プログラム中に身
体の状態を変化させ、音楽を聴いたり受け取ったりする身体の能力を阻害する可能性があるこ
とに注意してください。SSPを聴きながらできる活動としては、フォトアルバムを見たり、織
物、絵画、落書き、着色、粘土細工などの工芸品、ジグソーパズル、静かなボードゲームやカー
ドゲームなどがあります。その他、プロバイダーが提案してくれるかもしれません。 

推奨されない活動 
携帯電話、ビデオ、アプリ、ビデオゲームの使用や、プログラムを聞いている間に画面を見続
けることはお勧めできません。これらのアイテムを使用すると認知的不協和が起こる可能性が
あるため（例：ビデオに集中するあまり、音楽を含む他のすべてのものが聞こえなくな
る！）、音が消されていても、プログラム中にスクリーンを使用することはお勧めしません。
体を動かすことで心拍数が上がり、神経系が「安全」と感じられなくなるため、SSPの効果が
低下する可能性があります。部屋の中を歩き回るのは構いませんが、外を歩いたり、運動した
り、家事をしたりするなど、視聴中に過度に動くことはお勧めしません。 

理想的な時間帯 
多くの人にとって、一日の終わりよりも早い時間帯に聴く方が良いとされています。なぜな
ら、プログラムが警告を発する可能性があるからです。睡眠の妨げになる可能性があるからで
す。また、多くの人は夕方になると脳の働きが鈍くなり、休息の準備が整うため、早めの時間
帯に聴くことをお勧めします。 

1日の中で、自分のエネルギーが適切なレベル（過覚醒でも過小覚醒でもない状態）にある時
間帯を見つけるようにしましょう。 

音楽から離れて休憩する必要がある場合は、音楽を一時停止し、できるときに再開してくださ
い。担当者のアドバイスを受けたり、自分が圧倒されていると感じたときにプロトコルを遅く
すると、セラピーの処理と統合に役立ち、より良い結果が得られたり、ネガティブな副作用が
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軽減される可能性があります。リスニングセッションの一時停止や終了のタイミングがわから
ない場合は、SSPプロバイダーにご相談ください。 

セッションの雰囲気は、快適でリラックスでき、心地よく、親しみやすく、あなたを励ますも
のでなければなりません。 
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よくあるご質問 

プロトコルは、連続した5日間で実施する必要がありますか？ 
　いいえ、SSPの基本方針のひとつに「Less is More」（少ない方が良い）があります。SSP
は、リスニングに関連する神経ネットワークを鍛えるように設計されていますので、中耳の筋
肉が疲労し、一時的な疲労感を感じることがあります。これは、リスニングセッションの長さ
や頻度を減らすための合図かもしれません。 

　さらに、自分の行動状態の変化にも注意してください。興奮していたり、感情的になってい
たり、疲れていたり、痛みを感じていたりする場合は、必ず担当者に伝えてください。そうす
れば、より良い結果が得られるように、リスニングのペースを調整してくれるでしょう。SSP
の経験や、リスニングセッションの最中や後に感じたことを日記に書いておくと、担当者との
会話の参考になるでしょう。 

プロトコルは、毎日同じ時間に設定する必要がありますか？ 
いいえ、一日のうち、異なる時間帯にプロトコルを設定することができます。目標は、1日の
中で最も注意力のある時間帯を選び、自分に合ったスケジュールでプロトコルを行うことで
す。 

ヘッドホンではなく、イヤホンを使用してもいいですか？ 
いいえ。耳を覆うタイプのヘッドフォンは、周囲の騒音を遮断して音楽に集中できるようにし
ます。 

プロトコルを最後まで聴くことに抵抗を感じています。どうしたらいいですか？ 
気持ちが高ぶったり、不安になったりした場合は、音楽を一時停止し、5～10分程度の休憩を
取ってください。まれに強い不快感や痛みを感じた場合は、速やかにセッションを中止し、医
療機関に連絡してください。痛みがなくなったら（おそらく1～2日後）、医療機関のアドバイ
スに応じて、より短いセッション（例：10～15分）でSSPを再開することができます。「悪い
日」や「忙しい日」「予定の多い日」は、その日をスキップして翌日に再開することを検討し
てください。少ない方がいい。このプロトコルを「がんばってやり通す」必要はありません。 
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プロトコル受聴中、非常に疲れます。これは普通のことですか？ 
SSPは中耳介、脳、自律神経などの神経系に働きかけるため、疲れを感じることはよくありま
す。疲れが気になる場合は、担当のセラピストに相談してください。逆に、あまり疲れを感じ
なくても心配ありません。一般的には、SSP終了後、睡眠パターンが改善されたという報告を
受けています。 
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 SSP後の自分自身の変化を見つけ、サポートする 

SSPはソーシャル・エンゲージメント・システムへの入り口であり、あなたの世界との関わり
方に大きな影響を与える可能性があります。新しい行動は、世界に対する安全感の高まりを反
映していますが、それは壊れやすく、認識して前向きに対応しなければ、混乱する可能性があ
ります。SSPの後には、これらの成果をさらに強固にし、拡大することができます。周囲の
人々が繰り返し一貫した対応をすることで、新たな安全感が高まり、新たな前向きな行動や変
化が強化されます。 

以下のガイドは、あなたとあなたの周りの人たちが、プログラム終了後の2～8週間に何を見る
べきか、どのようにあなたをサポートするのが最善かを知るのに役立ちます。 

見る  あなたは今、家族や友人、同僚と目を合わせる機会が増えているかもしれませ
ん。アイコンタクトは、あなたがより安全だと感じていて、社会的行動を受け入れている証拠
です。 

聞く  他人の話を理解する能力が向上しているかもしれません。何かを聞かれたとき
に、何度も聞き返す必要がなくなるかもしれません。また、大きな音があまり気にならなく
なったことに気づくかもしれません。SSPを完了すると、耳の筋肉が大きな音を「無視する」
方法を学ぶことになり、その結果、会話やコミュニケーションに集中することができるように
なります。 

調節する 感情表現のコントロールもうまくできるようになるかもしれません。メルトダウ
ン（パニック）や感情暴発は、一般的に、制御不能、つまりコントロールできない感情の表れ
です。メルトダウンには様々な理由がありますが、そのうちのいくつかはSSPで対処できるか
もしれません。 

  
社会  今では、社会的交流が向上したと感じているかもしれません。人付き合いには交
流が必要であり、人と人とのコミュニケーションは、視線を合わせたり、積極的に耳を傾けた
りすることで促進されます。 
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愛情  笑顔やハグをすることに抵抗がなくなるなど、他人への愛情表現が豊かになった
と感じるかもしれません。 

セルフケア SSPは、感情のコントロールを改善するための一つの方法にすぎませ

ん。他にも、以下のような方法で自分を助けることができます。 

• 木管楽器を演奏する（呼吸法と耳の筋肉を鍛える） 
• 一人で、またはみんなで歌う（呼吸法と耳の筋肉を鍛える） 
• ヨガ（呼吸法、姿勢法、自制心の練習）  
• 瞑想（呼吸法、姿勢法、自制心の練習） 

追加サポート 自分自身のために安全で快適な環境を維持する。心地よい音楽、やさし
い照明、やわらかい素材、心地よい香り、大きな音や突然の音を避けるなど、さまざまな工夫
が必要です。 

セラピストとの継続的な連携 ：　SSPは、治療に取って代わるものではなく、治療や他のセラ
ピーと併用するように設計されています。あなたが穏やかな気持ちになり、より社会的に魅力
的になるための手段を提供することで、セラピストや医療者はあなたがプロトコルに参加する
のを手助けし、それによってあなたが積極的に反応するようになります。 
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効果が現れるのはいつですか？ 

脳や神経系はそれぞれ異なるため、プログラムの効果をいつ実感できるかを予測することは困
難です。一般的に、SSPリスナーの大半は、セラピーを終えてから2～8週間後に効果を実感
し、中にはプログラムの進行に合わせて効果を実感する人もいます。注意点としては、プログ
ラム中やプログラム終了後の1～2週間は、マイナスの副作用が出ることがあります。これはご
く普通のことですが、これらの副作用は、あなたの神経系が調整され、再編成されるための一
時的なものであることを覚えておく必要があります。プログラム期間中はもちろん、プログラ
ム終了後の1～2週間は、できるだけ自分の世界を小さくして（例えば、日常的で控えめなスケ
ジュールを心がけるなど）、自分が経験する可能性のある新しい変化に適応するための時間を
確保するように気をつけてください。 

どのくらいの間隔で、プロトコルを繰り返すことができま
すか？ 

SSP完了から少なくとも2～3ヶ月の間隔を空けることをお勧めしますので、担当者にご相談く
ださい。プログラム終了後すぐにSSPを繰り返すことは、たとえ良い変化があったと感じて
も、神経系が過剰に活性化されてしまうため、お勧めできません。SSPバランスは、コアプロ
グラムの効果を維持・統合するために、SSPの直後に使用することができます。 

【あなたの声を聞かせてください】 
あなたの経験や体験談をお聞きしたいと思います。プログラム終了後に気づいた変化を担当者に伝えてください。 
mystory@integratedlistening.com までご連絡ください。皆様からのご意見をお待ちしております。 

お問い合わせ先：　　TOKIHANA  https://tokihana2.org/       miki@tokihana2.org
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