
目 的

マインドフルネスは第三期の行動療法として理

解されている。

マインドフルネスは，評価することなしに自分

を見つめる手続きである。すなわち，Kabat-Zinn

（飯泉訳，2008）によれば，判断することなく一

瞬一瞬を自覚すること，つまり「今の自分をあり

のままに見つめること」である。

強いストレスを認知している状態においては，

人の判断基準は特定のeventを中核とした強固な

認知的枠組みに準拠する。その結果として認知的

バイアスが生じるために，流動的に変化する現実

をありのままに受け止めにくくなる。そのような

ことから，人は新しい行動基準を採用することは

困難となる。こうした状態にかかわる，治療的，

予防的あるいは開発的な手続きが，マインドフル

ネス（mindfulness）のアプローチである。

今・ここで，何ができるか。その可能性を模索

することがカウンセリング，心理療法の役割であ

る。ということは，今・ここに存在する自分につ

いて，あるいは今・ここの状況について全体的な

注意を払うことが，自分自身の行動の可能性を模

索する前提となる。しかしその場合に，注意の払

い方が課題となることは，坂本（1997）の指摘す

るところである。また，実験の結果から，思考抑

制時に用いられる方略の一つである焦点化方略の

利用が，抑うつ者のネガティブな思考の抑制の失

敗に影響している可能性が示唆された（服部，

2010）。このようなことから，自己へ注意を払う手

続きについての有効なストラテジーが求められ

る。マインドフルネスは独自の治療体系であるが，

自己に注意を払う有効なストラテジーの一つとし

ても理解される。

マインドフルネスのスキルは，西洋的観想と東

洋的瞑想の実践の大半に通じる（Linehan，大野監

訳，2007）。このマインドフルネスストレス低減法

は，マサチューセッツ大学医療センターのKabat-

Zinnnによって始められた。そしてこのアプロー

チは，抑うつの再発防止の手続きに応用される

（Seagal et al., 越川訳2007）。

自己の感情を受け入れるということは，諦める

ということではない。受け入れるということは，

感情を慌てて変化させようとする前に，それを認

め，またはそのままにしておくことで，能動的に

対応することなのである（中村，2009）。不快な思

考，すなわち侵入的思考に対して，考えないよう

にしようと意図的にかかわると，それ自体が症状

への注目をもたらす。症状への注目は，かえって

その侵入的思考の内容を強化する。また思考の内

容を意図的に拒否しようとすることは，このよう

な抑圧，抑制による緊張から派生する問題を活性

化させる。その結果，かえって来談者のエネルギー

を過度に内側に充当することになり，内的緊張を

持続させる。

カウンセリングの活動は，治療，予防，開発の

視点がある。マインドフルネスの活動は心理教育

（伊藤，2007）や予防・開発（大賀ら，2010b）の

手続きとしても活用されている。

マインドフルな状態についての測定について

は，わが国でもいくつかの試みが報告されている。

一つは生理的指標である。最近の動向として，例
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えば伊藤と安藤（2010）は唾液アミラーゼを，小

陽木と代田（2011）は血圧を効果の指標として報

告している。一方，質問紙による試みでは，マイ

ンドフルな状態を無我の状態とみなして，越川・

新井・高梨（1997）が無我測定尺度を，前川・越

川（2011）がマインドフルネス尺度を新たに開発

した。また大賀ら（2010a）は，感覚への観察力，

言語表現，判断しない受容，非過剰反応，注意深

い行為の５要因から構成されるFive Factors
 

Mindfulness Questionnaireの信頼性と妥当性を

明らかにした。その他STAI，POMS（小陽木・代

田，2011），Anger Rumination Scale（平野・

湯川，2011）が手続きとして用いられている。

われわれは先にマインドフルネスの役割とポジ

ティブ心理学とのかかわりを明らかにした（高橋，

他，2011）。先の報告に続いて，本報告ではマイン

ドフルネスの測定尺度についての検討を行った。

本報告では，イギリスで開発されたSouthar-

mpton Mindfulness Questionnaire（SMQ）につ

いて検討をする。

このSMQは，すべての精神保健の問題に重要

な現象となるストレスとなる思考（distressing
 

thought）とイメージとの関連を測定する手続き

であって，認知論および認知療法の重要な条件

（cornerstone）となるものである（Chadwick et
 

al,2008）。

Chadwickらは，主成分分析によってこの尺度

を１因子構造とみなしている。しかし他のマイン

ドフルネス尺度はいずれも複数の因子構造であ

る。また本尺度項目を精査したとろ，１因子構造

に疑問をもつこととなった。このため，改めて因

子構造について検討することとした。またマイン

ドフルな状態は，評価することなしに，ありのま

まに自己に注目することである。この評価するこ

となく自己を受け止めるという状態を査定する方

法を，既存の自己評価尺度に求めることは困難で

あった。従って本報告では，この尺度の信頼性，

妥当性の検討は行わず，尺度項目の検討のみを行

うこととした。

あわせて本報告では，自己意識と思考コント

ロールの尺度を方法として用いた。

自己意識はFeningsteinら（1975）の概念による

ものである。この自己意識の研究は，自己覚知は，

行動と生活への拡散的アプローチの中心的概念で

あるという前提でなされており（Fenigstein et al,

op cit.），自己に向けられる２つの意識の方向性，

すなわち，私的自己意識と公的自己意識に基づい

て個人差を明らかにするものである。私的自己意

識とは，自己の内面や感情，気分など，他者から

は直接観察されない自己の側面に注意を向ける程

度に関する個人差を示すものと考えられた（菅原，

1984）。言い換えれば自己についてじっくりと考え

る傾向である（Fenigstein et al.op cit.）。思考コ

ントロール方略はWellsと Davis（1994）に基づ

く。侵入的，主観的な統制不能な思考は，いくつ

かの不安障害，強迫性障害，一次的な不安障害や

PTSDの中核的特徴である。これらは抑うつや心

気症といった他の障害をももたらす（Wells &

Daviest, 1994）。思考コントロールは，侵入的思考

にかかわる概念であって，ストレス対処の一つの

方法である（義田・中村，2010）。我々の頭を悩ま

す雑念は，制御困難，すなわち考えを止めること

が困難であるという特徴をもつ。侵入的思考をコ

ントロールするためのさまざまな方略の中に，非

効果的な方略，効果的方略が存在するという概念

化がなされた（義田・中村 2007；2010）。この思

考コントロール方略は，この効果的な思考方略測

定のための手続きである。

自己意識と思考コントロールの尺度を方法とし

たことは，以下にあげる仮説の設定とかかわる。

すなわち，以下の仮説の検討を行う。

マインドフルの状態は，自己にさりげない注意

を向ける傾向である。これは，自律訓練法の受動

的注意集中の状態に等しい。このさりげなく注意

を向けるということは，私的自己意識に関しては，

特に強過ぎるものではなく，また弱すぎるという

性質のものではないと考えられる。従ってマイン

ドフルな状態は，私的自己意識の強さとは特に正

負の関係はもつものではないと考えることができ

る（仮説１）。

マインドフルの状態は，周囲を意識して，いわ

ば周囲を気にして行動するものではない。しかし

周囲の影響を積極的に拒否しようとするものでは

ない。従ってマインドフルな状態は，公的自己意

識とは負の関係があるであろう。ただしその関係

は弱いものであると考えられる（仮説２）。

マインドフルの状態は，あるがままの状態を受

け止めるものである。従って自己の思考内容を意

識的にコントロールしようとするものではない。

従って思考コントロール方略とは負の相関がある
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であろう（仮説３）。思考コントロール方略は，適

応的行動をもたらすための，対象へのかかわりの

基本をなすものである。しかし，先にあげた理由

から，思考コントロール方略とマインドフルネス

とは，異なる次元のものであると考えられる。

方 法

マインドフルネスの水準の測定には，

Chadwickら（2008）の Southampton Mindful-

ness Questionnaire（SMQ）を項目分析をした質

問紙を用いた。この尺度は16項目からなる７件法

の質問紙である。これは，「いやなことを考えたり，

思い浮かべたとき，あなたは普通どのようにして

いますか。絶対にそうしない（０）から，いつも

そうする（６）の点数で答えて下さい」というイ

ンストラクションによって実施された。なお項目

分析の結果４項目が除外され，採用されたのは12

項目であった。

この12項目からなるSouthampton Mindful-

ness Questionnaire修正尺度（以下，マインドフ

ルネス尺度と略）と併せて，自意識尺度（公的自

己意識 私的自己意識（菅原，1984））および思考

コントロール方略尺度（義田・中村，2010）を方

法として用いた。これらの４つの尺度を，首都圏

の２大学の学生男子325人，女子212人，合計 537

人に実施した（2011年７月）。

結 果

マインドフルネス尺度の各項目の平均値と標準

偏差は，Table 1のとおりであった。

次にこの，マインドフルネス尺度の構造を確認

するため，12項目に対して主因子法，Promax回

転による因子分析を行なった（Table 2）。その結

果，２因子構造を得た（２項目が除外された）。第

Table 1 マインドフルネス尺度各項目の平均値と標準偏差

Ｍ SD

01思い浮かべても，特に悩んだり，不安になったりしない 2.76 1.66

02それから後も，ずっとそのことを考え続けてしまう 2.80 1.61

03すぐに気持ちが平静になる。特に気にしない 2.69 1.51

04いやなことを考えたのだと思うだけだ 2.54 1.42

05こんなことを考えたと頭に来る 4.18 1.52

06考えたこと思考やイメージが現実のように感じる 3.44 1.54

07いやなことを思っただけだと，冷静に考える 2.88 1.44

08そのようなことがあっても，すぐに忘れてしまう 2.67 1.59

09心の中から押し出そうとする 3.12 1.49

10その後でも，そのようなことを考え続ける 2.97 1.49

11いいとか，悪いとか考えずに，そのことを見つめてみる 3.04 1.35

12いやなことを考えると，どうしていいか分からなくなる 3.29 1.60

(反転項目020506091012)

Table 2 マインドフルネス因子分析結果（主因子法，Promax回転)

Ⅰ Ⅱ α

52

09心の中から押し出そうと

07いやなことを思っただけだと，冷静に考える .73 -.20

04いやなことを考えたのだと思うだけだ .69 -.25 .72

03すぐに気持ちが平静になる。特に気にしない .66 -.01

08そのようなことがあっても，すぐに忘れてしまう .59 .16

えると，

10その後でも，そのようなことを考え続ける .23 .59

06考えたこと思考やイメージが現実のように感じる -.04 .

のことを考え続けてしまう .37

する -.27 .51 .67

12いやなことを考

2それか

どうしていいか分からなくなる .11 .45

05こんなことを考えたと頭に来る -.20 .45

0
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.ら後も，ずっとそ
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１因子は「いやなことを思っただけだと，冷静に

考える」，「いやなことを考えたのだと思うだけだ」

など，そのことを冷静に受け止めるという項目で

構成されていることから，『思考についての冷静な

かかわり方』の因子と命名した。第２因子は「そ

の後でも，そのようなことを考え続ける」，「考え

たこと思考やイメージが現実のように感じる」，

「心の中から押し出そうとする」などの項目で構

成されていた。これらはいやなことを能動的に考

え続ける，すなわち思考の追跡を行うという項目

であると考え，『思考追跡』の因子と命名した。各

因子のCronbachのα係数は，第１因子でα＝

.72，第２因子でα＝.67であった。

マインドフルネス尺度，自己意識尺度，思考コ

ントロール方略尺度の各下位尺度に該当する項目

の平均値を算出し，それぞれの下位尺度得点とし

た（Table 3）。その後，マインドフルネス尺度の

下位尺度である思考についての冷静なかかわり方

の因子，思考追跡の因子と，公的自己意識，私的

自己意識，思考コントロール尺度の３尺度の得点

との相関係数を求めた。結果は，Table 4のとおり

であった。

この結果，思考についての冷静なかかわり方因

子と公的自己意識の間に負の弱い相関がみられ

た。また，思考追跡因子と公的自己意識，また思

考コントロールとの間に負の弱い相関が見られ

た。マインドフルネス尺度と私的自己意識との間

には関連がみられなかった。

考 察

この結果SMQで測定されるマインドフルネス

の構造は，１因子ではなく２因子であることが明

らかになった。なお原論文とのこの相異の要因が，

文化や国民性のもたらすものかどうかについては

検討を要する。

SMQで測定されるマインドフルな状態は，私

的自己意識の強さとは特に正負の関係はもたない

と想定した仮説１は支持されたといえる。マイン

ドフルな状態はこの私的自己意識とは異なる次元

のものであると考えられる。

公的自己意識とは，低いが負の関係がみられた。

従って仮説２は成立したといえる。すなわちマイ

ンドフルな状態は，他者志向的な状態ではない。

すなわちあるがままに状態を受け止めるというこ

とは，自己および状況を認知する際に，周囲を認

知するが，その影響は受けにくいということを意

味する。

思考コントロール方略の尺度とは負の相関がみ

られた。従って仮説３は成立した。確かにマイン

ドフルな状態は，思考コントロールの前提となる

ものである。しかしマインドフルな状態それ自体

は，エネルギー充当の方向性をもたせるものでは

ない。従って，思考に方向性をもたせる思考コン

トロールとは負の関係が成立したと判断される。

このことはまずあるがままの自己を見つめ，その

次の段階で対処方略を機能させることの必要性を

示唆しているといえる。すなわち，思考コントロー

ルはマインドフルな状態に続く段階として設定さ

れるものである。

カウンセリングの過程は，Unfreezing，Chang-

ing，Refreezingに段階を追う 。ということはマ

インドフルネスはそれ自体一つの治療体系である

と共に，このUnfreezingの段階における自己お

よび周囲への基本的なかかわり方の様式を示して

いるといえる。すなわち，気づきを促すための手

続きである。この気づきの成立をもととして，カ

ウンセリングあるいは治療的方略が進行する。

因子分析の結果抽出された思考についての冷静

なかかわり方因子，思考追跡因子によって測定さ

れたSMQによるマインドフルな状態の特徴につ

いては，以下のような説明が可能である。

Table 3 各尺度の平均値と標準偏差

Ｍ SD

思考についての冷静なかかわり方 2.69 1.10

思考追跡 3.30 .95

公的自己意識 4.78 1.01

私的自己意識 4.64 1.01

思考コントロール 2.09 .39

Table 4 マインドフルネス各下位尺度との相関係数

公的自己意識 私的自己意識 思考コントロール

思考についての冷静なかかわり方 -.28 -.01 .05

思考追跡 -.34 -.10 -.25

※ p＜.05, p＜.001
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第一は，自己の状態についての冷静なかかわり

である。感情的な動揺を伴うことが少なく，また

特定の条件について執着や排除をせず，動揺する

ことなく，静かに，あるがままの現実を受け止め

ようとする態度である。このことは対象認知にお

いて，防衛機制，例えば投影のメカニズムの働く

余地を少なくする。第二は，特定の思考様式への

碇泊（anchoring）の程度が少ないことを意味す

る。従って流動的な思考の働く余地が出てくる。

例えば変動する現実とのかかわりで，自己の経験，

特に成功経験に依存することには危険が伴う場合

がある。しかし過去の成功経験，あるいは失敗経

験は自己の行動様式を強化あるいは消去する役割

を果たしてきている。特に自己の行動について，

危険を避けようという動機が強すぎた場合，異な

る行動様式をとりにくくさせる。すなわち経験に

開かれた態度がとりにくくなる。ここに特定の思

考様式へ碇泊し，課題解決の手続きに固執するこ

との問題がある。第三はストレスの強い状態では，

人の意識は非現実の世界に逃避する。そしてそこ

でさらに自分を苦しめる。あるいはこの逃避行動

によって，その人の認知構造の基準の歪みが大き

くなる。このために，対象認知の過程でのバイア

スが大きくなり，判断に現実性が乏しくなる。そ

のために，効果的なcopingの方略がとりにくく

なる。このマインドフルネス尺度は，このような

視点から自己の状態を評価することによって，マ

インドフルネスの状態を示す手続きであるといえ

る。

注

１ 沢田慶輔教授の授業ノートより
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