
古来仏教では，妄念に執着することで，不安や

怒りなどのあらゆる苦しみが生じるとされ，その

ような苦しみを生じさせる妄念から離れ滅するこ

とにより，苦しみから解放されるとしている。仏

教において，妄念から離れ，苦しみから解放され

るには，実践的な体験が重視される。その実践の

代表的なものとして，坐禅等の瞑想がある。瞑想

では，今という瞬間に意識をとどめ，苦しみを生

む概念的思考を取り払い，智慧をもって，あらゆ

るすべてをありのままに観察し，受け入れるとい

うことが行なわれる。禅瞑想を実践するにあたっ

て『天台小止観』や『普観坐禅儀』などでは，調

身・調息・調心の重要性を説いており，瞑想では

心を整えるだけではなく，姿勢と呼吸を整えるこ

とも重要であると示している。呼吸機能の観点か

ら，調息と坐禅瞑想時特有の姿勢体位である調身

との関係に着目した茅原（1992）は，調身・調息・

調心は単なる寄せ集めではなく，全体的な平衡状

態の実現であると述べている。

呼吸と精神との関連性について，呼吸は自律神

経活動であり主に血中二酸化炭素濃度によるホメ

オスタシスでコントロールされているが，意識的

コントロールが容易な自律神経でもある。した

がって，下位脳だけではなく感情や意思など上位

脳の影響も大きい。たとえば，Grossman（1983）

は，ストレス状況下では，呼吸数および分時換気

量の増加を報告した。また，梅沢（1994）は，リ

ラクセーションするための方略として最も多用さ

れているのは，呼吸調整であるとする調査結果を

報告した。つまり，精神面が呼吸としてあらわれ

る外的側面と，呼吸が精神面に影響を与える内的

側面があり，呼吸と精神との関係性は不可分のも

のである。仏教においては，仏陀の直接の教えを

記したとされる『雑阿含経』や『増一阿含経』を

はじめ，『阿毘達磨倶舎論』，『達摩多羅禅経』，『天

台小止観』，『坐禅三昧経』，『坐禅用心記』など，

多くの経典で記されており，呼吸は，主体と客体

とをつなぐものであり，因果を示し，心身の状態

を反映するものであるとしている。坐禅中の呼吸

である調息の特徴として，平井（1961）では，呼

吸数の大きな減少を報告した。また，Sugi &

Akutsu（1968）では，呼吸数の減少や呼気延長，

腹式呼吸優位などを示し，呼気ガス分析の結果か

ら代謝の低下を報告した。このように，坐禅中の

調息は，呼吸数の少ない腹式呼吸の長呼息という

特徴がある。しかし，坐禅中の調息を測定した研

究の多くは，高僧をはじめ，坐禅経験者を対象と

したものである。間島（1985）は，坐禅未経験者

に瞑想を実践させる際，意図的な呼吸コントロー

ルによって，坐禅中の禅僧特有の呼吸を行なわせ

た。その結果，５日間の訓練を通して，呼吸コン

トロールのエラーが減少した者もいたが，むしろ

負荷の高い呼吸であり，瞑想時特有の呼吸を行な

うための意図的な呼吸コントロールは，未経験者

にとって困難であることが明らかとなった。

『坐禅三昧経』には，初学者から行なえる調息の

一方法として数息観が挙げられている。数息観と

は，絶えず出入りする呼吸に注意を向けることに

より，心を静め安定させ，精神統一を行なうもの

であり，『阿毘達磨倶舎論』でも数息観，『解脱道

論』では念安般として示されており，『坐禅用心記』

では，瞑想中に心が散乱するとき，数息観により，

心を安定させるのが良いとしている。また近年，

西洋の心理学と東洋の仏教瞑想を結び付けること

が注目されてきており，マインドフルネス認知療

法（Segal et al., 2002 越川監訳，2007）やマイ
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ンドフルネスストレス低減法（Kabat-Zinn, 1990

春木訳，2007）において，呼吸の瞑想として取り

入れられている。本研究では，心が散乱しやすい

初学者の瞑想の導入法として有効である数息観を

用いることとする。

間島（1985）は，未経験者における数息観瞑想

の検討を行なったが，呼吸コントロールを用いた

ものであった。呼吸コントロールによらない数息

観瞑想の研究として，小室（2009）は瞑想初学者

を対象に，２週間から３週間の数息観瞑想訓練を

行ない，数息観瞑想前後および訓練期間前後の経

皮血中二酸化炭素濃度とSTAI-JYZ（肥田野・福

原・岩脇・曽我・Spieldberger, 2000）の状態不安

（Y-1）の測定を行なった。その結果，数息観瞑想

を行なうと，経皮血中二酸化炭素濃度の上昇と，

STAIの低下が生じた。また，小室・田中（2009）

では，小室（2009）と同様に数息観瞑想訓練を行

ない，呼気ガス分析を行なった。その結果，呼気

延長を伴う，ゆっくりとした深い呼吸となり，代

謝の低下が生じた。これは，Sugi & Akutsu

（1968）が測定した，経験豊かな禅僧による坐禅

中の呼吸ほどの大きな変化ではないが，特徴とし

ては同様の結果を示した。ストレス刺激を与えら

れると，浅くて速い呼吸になり，血中及び呼気中

の二酸化炭素濃度の低下が生じる（Grossman,

1983）という報告や，ゆっくりとした呼吸は，血

中二酸化炭素濃度を上昇させ，精神の安定や平静

を保つ脳内物質であるセロトニンが多く放出され

る（Severson, Wang, Pieribone, Dohle, &

Richerson,2003）という報告からも，小室（2009）

と小室・田中（2009）の結果は，数息観瞑想が，

ストレスや不安の低減と，精神の安定をもたらす

ことを示している。

姿勢と精神との関連性については，精神が姿勢

として表出する外的側面と，姿勢が精神面に影響

する内的側面があり，姿勢と精神の関係性は，呼

吸と同様に不可分のものである。たとえば，Beigel

（1952）は，姿勢が思考や情動に影響を及ぼすこ

とを報告している。鈴木・春木（1992）では，背

筋をまげる姿勢と背筋を伸ばす姿勢に，顔の角度

３種類を加えた６つの姿勢を実験参加者にとらせ

て，その姿勢を行なっている際の意識性を研究し

た。その結果，背筋のまがっている姿勢では，生

気のない，不健康な，弱々しい意識性が特徴とし

てあらわれた。一方で，背筋を伸ばした姿勢では，

顔を下向きにした場合を除いて，生き生きとした，

積極的で，はりつめた，自信のある意識性が示さ

れた。また，鈴木（1996）は，調査によって，自

分の姿勢を「良い」と評価している方が，うつ気

分ではなく，健康感と自尊感情が高いこと，逆に

自分の姿勢を「悪い」と評価している方は，うつ

気分で，健康感と自尊感情が低いことを報告した。

越川・石井・鈴木・菅村（2013）では，重心動揺

と不安や怒りの低減効果について検討し，重心動

揺が小さいと，不安や怒りは減少することを示し

た。

禅瞑想において，坐禅では調身が行なわれる。

調身は，結 坐や半 坐の姿勢をとることで

ある。結 坐は，右足を左腿の上に置き，左足

を右腿の上に置いて背筋を伸ばした姿勢である。

また，半 坐は，左足を右腿の上に置く姿勢で

ある。Ikegami（1968）は，半 坐，あぐら，正

坐の各姿勢の身体動揺を比較し，半 坐が最も

安定していること，そして坐禅経験者の方が，未

経験者よりも安定していることを報告した。また，

身体動揺が安定していると，注意集中が高い状態

であることを示唆した。また，茅原（1992）は，

調心や調息を伴わない結 坐の姿勢そのもの

は，身体的負荷が高いが，覚醒水準の維持という

点で有効であることを示唆した。『阿毘達磨倶舎

論』などの経典では，数息観瞑想の実践において

呼吸を数え間違える原因として，注意の散乱や覚

醒水準の低下などがあるとしており，その点で調

身の重要性がうかがえる。

これまでの研究から，呼吸や姿勢が精神に影響

を及ぼすことがわかっているが，瞑想初学者の数

息観瞑想における意識性の即時的変化に対する姿

勢の影響についての研究は少ない。そこで本研究

では，初学者の数息観瞑想に対する姿勢の効果を，

主観的な側面である即時的な気分の変化，および

数息観瞑想中のカウントミスの点から検討する。

方 法

参加者 坐禅瞑想未経験者25名を対象に数息

観瞑想を行なったが，質問紙への回答不備および

実験中に睡眠状態になった７名は分析から除外し

たため，18名（男性10名，女性８名，平均年齢は

21.94±4.37歳）だった。

質問紙 (１）日本版State-Trait  Anxiety
 

Inventory（STAI-JYZ）の状態不安（Y-1）：20項
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目４件法（「１.全くあてはまらない」～「４.非常

によくあてはまる」）で，個人の情緒状態としての

不安の概念を明確にし，定義づけることによって

作成された質問紙である。得点が高いほど，不安

が高いことを示しており，一過性の状況反応であ

る状態不安から成る。状態不安尺度で評価される

本質的な特質は，懸念，緊張，神経質，悩みなど

であり，一時的不安の変化に対する敏感な指標と

なる（肥田野他，2000）ことから，妄念により生

じる不安の低減に有効であると考えられる数息観

瞑想の効果を反映する指標として，本研究で使用

した。

(２）日本版Profile of Mood States（POMS）：

65項目５件法（「０.まったくなかった」～「４.非

常に多くあった」）で，個人の気分を評価する質問

紙である。65項目の内，７項目はダミー項目であ

り，採点に用いない。POMSでは，緊張－不安

（Tension-Anxiety; T-A），抑うつ－落込み

（Depression-Dejection;D），怒り－敵意（Anger-

Hostility;A-H），活気（Vigor;V），疲労（Fatigue;

F），混乱（Confusion;C）の６つの気分尺度で構

成されており，一時的な気分・感情の状態を測定

できる。T-Aは緊張および不安の尺度であり，得

点が高いほど緊張および不安が高いことを示す。

Ｄは抑うつ感の尺度であり，得点が高いほど抑う

つ感を示す。A-Hは怒りと他者への敵意の尺度で

あり，得点が高いほど怒りが高いことを示す。Ｖ

は活力の尺度であり，得点が高いほど活力が高い

ことを示し，POMSの他の尺度とは負の相関が認

められる。Ｆは意欲減退や活力低下の尺度であり，

得点が高いほど強い疲労感を示す。Ｃは当惑や思

考力低下の尺度であり，得点が高いほど認識・思

考の障害を示す（横山・荒記，1994）。POMSの諸

尺度は，不安や抑うつ症状や怒りなど，数息観瞑

想の効果を反映すると考えられる（平野・湯川，

2013；伊藤・安藤・勝倉，2009；勝倉・伊藤・根

建・金築，2009；越川他，2013；Segal et al.,2002

越川監訳，2007）ため本研究で使用した。また，

POMSは「過去１週間」と気分の傾向を測定する

教示となっているが，気分の状態を測定するため

に，評価する期間を変更することも可能である（横

山・荒記，1994）。本研究では，数息観瞑想の即時

的効果を検討するため「現在」と教示を変更した。

手続き 参加に同意した参加者を，２人以上の

グループとなるように振り分けて数息観瞑想を実

施したが，体調不良などにより事前に参加を辞退

した者が出たため，参加者のうち２名に関しては，

グループでの実施が困難となり，それぞれ単独で

実施した。

実験デザインは，実験参加者内デザインで，数

息観瞑想における姿勢の影響について，主観的体

験を明確にするため，姿勢を調えて数息観瞑想を

行なう姿勢調整条件と，姿勢を整えずに数息観瞑

想を行なう統制条件の２条件を設定した。各条件

の順序の効果を統制するために，姿勢調整条件と

統制条件でカウンターバランスをとった。坐禅は，

一 といわれる一本の線香が燃え尽きるまでの時

間，およそ45分間続けて行なわれるが，初学者で

ある参加者が45分間瞑想を持続させるのは困難

であると考えられた。Frewen,Lundberg,MacK-

inley,& Wrath（2011）の研究では，瞑想経験の

ほとんどない参加者でも，15分間の呼吸への集中

瞑想は，瞑想の効果があるとしたことから，本研

究でも，初学者が瞑想状態に入ることができ，瞑

想を持続することができる時間として，15分間に

短縮した。

数息観瞑想を実施する前に，瞑想をするにあ

たっての心構え，姿勢，呼吸の数え方などについ

て，『天台小止観』，『普勧坐禅儀』，『坐禅三昧経』，

『坐禅用心記』，『阿毘達磨倶舎論』などの経典，

およびマインドフルネス認知療法（Segal et al.,

2002 越川監訳，2007）とマインドフルネススト

レス低減法（Kabat-Zinn, 1990春木訳,2007）を

参考にして教示を行なった。教示内容は「自然に

呼吸をして，呼吸に気づきの態度で観察するよう

に注意を向ける」，「自己や自己を取り巻く環境に

ついて，ありのままに観察する」，「呼吸に注意を

向けて，ありのままに観察すること以外の思考は，

雑念であり，雑念が生じたら，雑念を打ち消そう

とはせずに，雑念から離れて，そっと呼吸に注意

を戻す」，「呼吸は一呼吸で１と数え，10まで数え

たら，また１に戻る（満数）」，「目は軽く閉じるか，

薄く開けて行なう」などであった。姿勢に関して，

結 坐や半 坐は，覚醒水準の維持という点

では有効であるが，身体への負荷が大きい（茅原，

1992）ため，本研究では椅坐での簡易的な調身を

行なわせた。具体的には，姿勢調整条件では椅子

に座り，背もたれには寄り掛からずに，脊柱は伸

ばし，足を肩幅に開いて，手を膝より少し手前の

腿の上に，掌を下向きにして置き，脊柱以外の四
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肢などは弛緩するように指導した。統制条件では

脊柱は伸ばさずに，背もたれに寄り掛かるように

して，楽な姿勢を取るように指導した。両条件と

も，姿勢が整ったら，息を吐き切ってから吸い込

む欠気一息をした後に，自然呼吸をするように指

導した。また，途中で身体や精神に不調をきたし

た場合は，いつでも中止できる旨を参加者に伝え

たが，不調を訴えた参加者はいなかった。

質問紙は，実験室への入室直後（事前条件），そ

して教示を行なった後，15分の調身を行なわない

数息観瞑想の後（統制条件），15分の簡易的な調身

を行なう数息観瞑想の後（姿勢調整条件）の計３

回，参加者に回答してもらった。また，統制条件

および姿勢調整条件の数息観瞑想中に，呼吸を数

え間違えた際に，カウンターを押してもらった。

数え間違えに関しては，同じ数を繰り返してし

まった場合，数をとばして数えてしまった場合，

数を数え忘れてしまった場合など，呼吸に合わせ

て正しく数を数えられなかった場合のすべてをカ

ウントミスとして，一回間違えるごとに利き手に

持ったカウンターを一回押してもらい，カウント

ミスの累積数を検討した。

結 果

坐禅瞑想未経験の初学者が，数息観瞑想を実践

した際に，簡易的な調身の有無によって，不安低

減効果に影響があるのかを検討するため，事前条

件，統制条件，姿勢調整条件の各条件における

STAI（Y-1）の得点を従属変数として，反復測定

による１要因の分散分析を行なった。また，不安

や抑うつ気分，怒りなどの気分変化に対する簡易

的な調身の効果を検討するため，各条件における

POMSの各下位尺度の得点を従属変数として，反

復測定による１要因の分散分析を行なった。各条

件における各質問紙の得点の平均値と標準偏差お

よび分散分析の結果はTable 1に示した。

STAIの得点は，主効果が有意であった（F(2,

34)＝4.69,p＜.05）。主効果が有意であったため，

Bonferroni法による多重比較を行なった。多重比

較の結果，事前条件と統制条件で，統制条件は有

意に低い得点を示した（p＜.05）。また，事前条件

と姿勢調整条件では，姿勢調整条件で得点が低く

なる有意傾向がみられた（p＝.05）。したがって，

数息観瞑想による不安低減効果がみられたが，姿

勢による違いはみられなかった。

POMSの各下位尺度について，不安－緊張の下

位尺度であるT-Aの得点は，主効果が有意であっ

た（F(2,34)＝17.78,p＜.01）。多重比較の結果，

事前条件より統制条件（p＜.01）および姿勢調整

条件（p＜.01）で有意に低い得点を示した。した

がって，STAYの結果と同様に，数息観瞑想によ

る不安－緊張を低減させる効果がみられたが，姿

勢による違いはみられなかった。抑うつ－落込み

の下位尺度であるＤの得点は，主効果が有意で

あった（F(2,34)＝22.16,p＜.01）。多重比較の結

果，事前条件より統制条件（p＜.01）および姿勢

調整条件（p＜.01）で有意に低い得点を示した。

したがって，数息観瞑想による抑うつ気分の低下

がみられたが，姿勢による違いはみられなかった。

怒り－敵意の下位尺度であるA-Hの得点は，主効

果が有意であった（F(2,34)＝21.65,p＜.01）。多

重比較の結果，事前条件より統制条件（p＜.01）
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および姿勢調整条件（p＜.01）で有意に低い得点

を示した。したがって，数息観瞑想による怒りの

低減効果がみられたが，姿勢による違いはみられ

なかった。活気の下位尺度であるＶの得点は，主

効果が有意傾向であった（F(2,34)＝2.53, p＝

.09）。統制条件で低い値を示していたが，多重比

較の結果では，どの条件間においても有意な差が

みられなかった。したがって，瞑想初学者におけ

る数息観瞑想の活気増幅の効果はみられなかっ

た。疲労の下位尺度であるＦの得点は，主効果が

有意であった（F(2,34)＝11.32,p＜.01）。多重比

較の結果，事前条件より統制条件（p＜.01）およ

び姿勢調整条件（p＜.01）で有意に低い得点を示

した。したがって，数息観瞑想による疲労の低減

効果がみられたが，姿勢による違いはみられな

かった。混乱の下位尺度であるＣの得点は，主効

果が有意であった（F(2,34)＝17.10,p＜.01）。多

重比較の結果，事前条件より統制条件（p＜.01）

および姿勢調整条件（p＜.01）で有意に低い得点

を示した。したがって，数息観瞑想による混乱の

抑制効果がみられたが，姿勢による違いはみられ

なかった。瞑想初学者における数息観瞑想の主観

的変化については，STAIおよびPOMSの各下位

尺度において，Ｖ尺度以外のすべてで数息観瞑想

の効果がみられたが，姿勢の効果がみられなかっ

た。

初学者が数息観瞑想を実践した際に，姿勢の違

いによって，覚醒水準や注意の維持に影響がある

のかを検討するため，統制条件と姿勢調整条件の

各条件におけるカウントミスの回数を従属変数と

して，対応のあるｔ検定を行なった。統制条件に

おけるカウントミスの平均回数は7.67（±4.91）

回，姿勢調整条件のカウントミスの平均回数は5.

17（±5.46）回で，有意傾向がみられた（t(17)＝

1.88,p＝.08）。したがって，簡易的な調身を行な

う数息観瞑想では，カウントミスの回数が減少す

る傾向が認められた（Figure 1）。

覚醒水準や注意と気分変動との間に共変動関係

がみられるのか検討するため，カウントミスの回

数と，STAI（Y-1）およびPOMSの各下位尺度

との間でピアソンの積率相関係数を算出した

（Table 2）。その結果，カウントミスとPOMSの

Ｃ尺度との間でのみ，有意な中程度の正の相関が

みられた（r＝.55,p＜.01）。
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Figure 1 姿勢の違いによるカウントミス数

Table 2 カウントミスと気分変動との相関係数



考 察

本研究では，瞑想初学者による数息観瞑想の実

践において，姿勢，つまり調身が及ぼす即時的な

影響について検討した。

数息観瞑想による主観的気分の変化として，

STAIおよびPOMSのT-Aの得点が，統制条件

と姿勢調整条件で低下し，初学者でも数息観瞑想

による即時的な不安低減効果が認められた。これ

は，小室（2009）と小室・田中（2009）の数息観

瞑想練習における生理的変化とSTAIの変動か

ら，ストレス低減および不安低減効果が認められ

たのと同様の結果となった。POMSの他の下位尺

度についても，Ｖ以外の下位尺度で数息観瞑想に

よる即時的効果がみられた。したがって，数息観

瞑想は不安低減効果だけではなく，抑うつ気分，

怒り，疲労感，思考の乱れを低減させる効果が認

められた。これらの結果から，数息観に関して記

述してある各経典や，呼吸瞑想を取り入れている

マインドフルネス認知療法（Segal et al., 2002

越川監訳，2007），およびマインドフルネスストレ

ス低減法（Kabat-Zinn, 1990春木訳,2007）で述

べられているのと同様の効果が，数息観瞑想を実

践する初学者においても認められ，不安や抑うつ

や怒りなどを引き起こす雑念から離れること，ま

た雑念の反すう傾向を低減させることができ，気

分や感情の安静化・安定化が生じた。

つぎに，簡易的な調身の有無によるカウントミ

ス数に違いがあるのか検討した結果，姿勢調整条

件の方が，統制条件よりもカウントミスの回数が

少なかった。したがって，簡易的な調身によって

も覚醒水準が維持され，注意の散乱が抑えられた

ことが示された。しかし，内省報告では，姿勢を

整えたことによって「呼吸に注意が向いて数えや

すかった」と報告した参加者がいる一方で，「身体

的な苦痛が生じて気になった」とする参加者もい

た。身体の痛みやかゆみといった不快感は，瞑想

初学者が瞑想を実践する際にしばしば生じる現象

であり，その身体的不快感は雑念としての役割を

果たすものである。つまり，初学者の身体的負荷

を軽減させるために簡易的な調身を用いたが，そ

の調身が注意集中として有効に働いた参加者がい

た反面，注意の分散を引き起こす瞑想の阻害要素

として働いた参加者もいた。実際，姿勢調整条件

では，個人差が大きく，平均値よりも標準偏差の

方が高い数値を示していた。したがって，初学者

においては，調身について，一概に注意の散乱を

抑制する効果があるとは言えず，有効に働く者と，

阻害要因として働く者とが混在していた。この点

に関して，小室（2009）と小室・田中（2009）が

初学者の数息観瞑想の練習による促進的効果を報

告したように，瞑想の実践を重ねることで，身体

的不快感を雑念として対処することができるよう

になれば，調身による覚醒水準維持や注意散乱抑

制の効果が安定して生じるようになると思われ

る。

カウントミスと気分変動との関連性について

は，カウントミス数とPOMSのＣ尺度とで正の

相関がみられた。Ｃ尺度は，思考のまとまらない

気分の混乱を示すものであることから，カウント

ミスが多い場合は，雑念にとらわれるなど，注意

がそがれた状態，または眠気に襲われるなど，覚

醒水準の低下した状態にあることがうかがえた。

これは経典などに示されているように，数息観瞑

想において，思考や注意の散乱，および覚醒水準

の低下によって，呼吸を数え間違えるとしている

のと一致した。そして，POMSのＣ尺度は，数息

観瞑想における注意の安定や覚醒水準の維持を反

映するものとして，有効な尺度となることがわ

かった。また，注意の安定や覚醒水準の維持を反

映することから，数息観以外の禅瞑想においても

有効な尺度となる可能性が示された。

本研究の目的は，初学者が数息観瞑想を実践す

る際に，調身の効果を検討することであったが，

姿勢調整条件と統制条件との間では，カウントミ

スの回数でのみ調身の効果がみられたにとどま

り，主観的気分の即時的変化において，数息観の

効果はみられたが，調身の効果については明確に

できなかった。このような結果となった要因とし

ていくつか考えられる。

まず１つ目の要因として，統制条件で行なった

姿勢が，リラクセーション効果を引き起こし，主

観的気分の変化に影響を与えた可能性が挙げられ

る。たとえば，セルフリラクセーション法として

自律訓練法があるが，その自律訓練法の標準練習

に，第四公式として呼吸調整練習がある。この呼

吸調整練習は，安楽姿勢，つまり身体を弛緩させ

た状態で，自分の呼吸に注意を向けるものである。

そして，自己の呼吸がゆっくりと行なわれている

ことに気づくことで，リラクセーションの効果が
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得られるものである。呼吸に注意を向けること，

そして身体の緊張－弛緩の方向性は異なるが，姿

勢が重要であるという点で，自律訓練法と数息観

瞑想との間に共通点がみられる。実際，松岡（1987）

と松岡・佐々木（1993）は，自律訓練法によって

STAIの状態不安が低下したことを報告してい

る。対して，瞑想はリラクセーション法ではなく，

明確な目的を設定せず，苦を生み出す概念的思考

にとらわれない特有の意識状態に至る鍛錬であ

る。そして，身体的緊張を伴う調身は，身体の安

定性や覚醒水準の維持および注意集中をもたらす

ものである。したがって，自律訓練法とは，姿勢

も目的も異なるが，不安低減効果としては，どち

らも有効なものである。そのため，本研究では，

調身の効果を検討するための統制条件が，結果と

して身体を弛緩させた状態，つまり安楽姿勢に

なっており，安楽姿勢での数息観瞑想であっても，

自律訓練法の呼吸練習と同じようなリラクセー

ション効果として不安の低減が生じたと考えられ

る。不安低減効果以外，つまりPOMSの他の下位

尺度においても同様に，姿勢調整条件では瞑想と

しての効果，統制条件ではリラクセーションとし

ての効果を反映していたと思われる。本研究では，

気分変動に対する調身の有無による違いがみられ

なかったが，アプローチ方法は異なるものであり，

今後その違いについて検討する必要がある。

調身の有無による違いがみられなかった２つ目

の要因として，初学者において，調身は即時的効

果をもたらすものではなく，長期的な経験による

促進的効果としてあらわれる可能性が挙げられ

る。調身は，坐禅経験者の方が未経験者よりも安

定している（Ikegami，1986）ことや，瞑想を伴わ

ない調身は，身体的負荷が大きい（茅原，1992）

ことからも，初学者のよる安定性の少ない調身で

は，調身による効果が生じなかった，またはむし

ろ瞑想の効果が抑制されたため，統制条件との違

いが出なかったと考えられる。したがって，坐禅

経験者のように長期的な瞑想経験を積めば，調

身・調息・調心の平衡状態による瞑想に至ること

ができるようになり，調身を伴わない瞑想との差

が明確になると考えられる。また，POMSのV尺

度においても，統計的には有意ではなかったが，

背筋のまがった統制条件で低い値を示しており，

鈴木・春木（1992）が報告したように，姿勢の違

いが活気と関係していることが明らかとなってい

ることから，数息観瞑想の経験を重ねれば，調身

の促進的効果として，背筋を伸ばした姿勢調整条

件では，V尺度の得点が高くなり，背筋をまげた

統制条件では，V尺度の得点が低くなる可能性が

ある。

３つ目の要因としては，本研究で用いた質問紙

では，瞑想の意識状態を測定するのには有効で

あっても，リラクセーション効果と区別化するの

には適していなかった可能性である。つまり，瞑

想の効果に特化した質問紙の利用も必要であると

言える。瞑想に特化した質問紙，たとえばマイン

ドフルネス瞑想による心理的変化を反映する質問

紙としてFive Facet Mindfulness Questionnaire

（FFMQ;Baer, Smith,Hopkins,Krietemeyer,

& Toney, 2006）があり，Sugiura,Sato,Ito, &

Murakami（2012）によって，日本版が作成されて

いる。そのFFMQは，瞑想の効果を測定するのに

非常に有効であるが，その内容は瞑想による特性

を測定するものである。つまり，瞑想の訓練によ

る長期的・促進的・累積的な変動を反映する質問

紙となっている。したがって，本研究のような瞑

想前後での状態変化を反映するものではないた

め，瞑想特有の即時的変化を測定するのには新し

い質問紙の開発が必要である。

本研究では，簡易的な調身によってカウントミ

スが減少したことから，調身の重要性が明らかと

なった。ただし，初学者においては個人差もあり，

調身がむしろ負荷となっている側面があった。ま

た主観的な気分変動においては調身の効果がみら

れなかった。これらのことから，調身の効果は，

経験を重なることによる促進的効果としてあらわ

れる可能性が示唆された。したがって，調身の効

果を含めた数息観瞑想の効果をより明確にするた

めには，長期的な実践による検討が必要となる。
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