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序

　瞑想法は、1960年代から急速に欧米諸国に晋及し、心理学的研究も活

発に行われるようになった。現在では、宗教的背景を有する修行法とし

ての特徴は減弱され、スト1ノス緩和法、心身のセルフコントロール法あ

るいは健康増進法として、種々の瞑想的技法が一般社会に定着しつつあ

る。

　一方、禅などの文化的伝統を持つ日本においては、瞑想法が宗教的な

修行法として理解されているために、ストレス緩和法としての瞑想的技

法に関する研究はほとんどなされてこなかった。しかし、一般社会にお

ける瞑想法の需要は大きく、その供給は、効果と安全性に関する科学的

な検証がなされないまま宗教団体や営利団体に委ねられてきた。瞑想法

の修行を求めて反社会的な宗教団体に入信した若者たちが引き起こした

痛ましい事件は記憶に新しいが、この状況は間題であるだけでなく危険

である。ストレス緩和法として一般の人々が瞑想法を実践した場合の有

効性と安全性を客観的に検討するとともに、その知見に基づいてより有

効で安全な方法を提供することが急務だと思われる。

　また、サイコセラピーの領域に瞑想法が及ぼしてきた影響は特に大き

い。創始者が禅やヨーガに対する強い関心を抱いていた、自律訓練法、

ゲシュタルトセラピー、論理情動療法などの酉洋で作られた心理療法を

日本に導入する場合、そこには禅やヨーガなどの基盤をなす東洋的なア

プ1コーチの逆輸入という側面があることを指摘したい。成果を受け入れ

るだけでなく、その基礎の一部をなす瞑想法の研究を、禅などの精神的

な修行法に関する伝統と理解を持つ日本において積極的に推進すること’

は、サイコセラピーの発展に大きく貫献するものであると考えている。
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　このような間題意識に基づき、本論文において、これまで蓄積されて・

．きた瞑想法に関する心理学的研究の成果を広く概観し、瞑想法の効果の

実際を検証するとともに、新たな研究の方向性を提示したい。

　具体的には、第1章において、サイ〕セラピーにおける瞑想法の影響

と活用を論じ、第2章において、瞑想法に関するこれまでの心理学的研

究を広く概観し、全体像を明らかにする。また、第3章においては、瞑

想法とその効果に関する理論的検討を行い、新たな理論的観点として

「ギア・チェンジモデル」を提示する。

　第4章から第6章では、瞑想法の効果としてすでに活発に研究されて

きた領域である、不安水準低減効果（第4章）、生理的反応安定効果

（第5章）、至高体験促進効果（第6章）に関して、瞑想法の効果の実

際を検証するとともに、諸要因相互の関連性に基づいて効果をもたらす

メカニズムを検討する。

　第7章では、　「ギア・チェンジモデル」の観点から、これまであまり

研究されてこなかった認知スタイルの変容効果に注目し、瞑想中の体験

および実習後のものの．見方や考え方の変化の特徴を調べる。調査の結果

最も多＜報告された肯定志向的認知スタイルの増大効果を取り上げ、第

8章において、その測定指標としての選択的再認傾向検査を開発し、第

9章で、瞑想法の実習による認知スタイルの変化を測定するとともに、

不安低減効果と肯定志向的認知スタイルとの関わりを検討する。

　以上、これまでの研究の概観と新たに実施した18の研究を通して、瞑

想法に関する研究の現状を明らかにしたい。また、買冥想法のメカニズム

に関する新たな観点「ギア・チェンジモデル」を提示するとともに、至

高体験や肯定志向的認知スタイルを測定する指標を開発・提供し、今後

の瞑想法研究の進展、延いてはサイコセラピーの発展に寄与したい。
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第1章サイ〕セラピーにおける瞑想法の活用

第1節瞑想法導入の背景

　臨床心理学や行動医学の発展に伴い、病気の治療だけでなく、予防や

健康増進という観点の重要性が認識されるにつれて、ヨーガ、座禅、T　l

M（↑ranscendenta1Med廿at1on）などの瞑想法への関心が高まってき

た。この傾向は、日本よりもむしろ欧米諸国で顕著である。そのひとつ

の理由として、欧米では、運動などによる身体的健康増進トレーニング

が盛んであるのに対して、心理的健康増進トレーニングの適切な方法が

なく、そのモデルを東洋の宗教的修行法の伝統（東洋的行法）に見出し

たことが考えられる。

　サイコセラピーとして瞑想法を活用することの有効性を論じた心理学

者としては、Jung，C．G．（1939）が有名だが、その他にも多＜のサイコ

セラピストが瞑想法に強い関心を示している。例えぱ、自律訓練法を開

発したSchu1tz，J．H．はインドヘ行ってヨーガを体験しており、ゲシュタ

ルト療法の創始者Per1s，F．ぱ、日本（大徳寺）で禅の修行をしたとい

う（石川，1982）。また、新しいところでは、臼11s，Aが論理情動行動

療法と禅の相違点を検討した論文を書いている（E111s，1984；Kwee＆

E川s，1n町ess）。

　瞑想法の研究は、1950年代までは、禅に関する精神分析的立場からρ

検討（A1exander，1931；Fromm，1960）など、意識の変化に焦点をあて

た理論的な研究が申心であったが、1960年代に、座禅中の脳波の測定

（Kasa㎜atsu＆出ra1．1966）やTM中の代謝量の測定（Wa11ace，1970）

などの生理学的研究が実施されたことを契機に実証的な研究が活発になっ
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た。その後、瞑想法のサイコセラピーへの導入が急速に進み、1977年に

は、アメリカ精神医学会が、瞑想法がサイコセラピーに役立つ可能性を

指摘し、精神科医や行動科学者に対して瞑想法に関する研究を促す声明

を発表している（Amer1can　Psych『atHc　Assoclat1on，1977）。

　また、瞑想法の導入を促進した時代背景として、ベトナム戦争を契機

に北米を申心に東洋志向、内面志向が高まっており、すでに一般の人々

の間で瞑想法の実践が晋及しっつあったことがある。当時の状況として、

中国のチベット進攻によるチベット仏教指導者の国外流出、欧米各地で

の禅センターの設立、宗教的背景を切り離した簡易瞑想テクニックとし

てのTMの晋及などによって、西洋諸国において東洋の瞑想法を体験す

ることが容易になっていた。結果として心理学者やサイコセラピストた

ちも瞑想法を身近に体験するようになり、瞑想の技法あるいはその要素

が様々な形でサイコセラピーに活用されていった。

　以下に、その経過を3つの流れに分けて論じる。

（1）．生理的弛緩法としての瞑想法の活用

（2）　至高体験誘発法としての瞑想法の活用

（3）　認知スタイル変容法としての瞑想法のシステムの活用

第2節　生理的弛緩法としての瞑想法の活用

　瞑想法を実践する本来の目的は、「悟り」などと呼ばれる高次の精神

状態を体得することであろうが、欧米においては、主として心身のリラ

クセーションを促進するセルフコントロール技法として活用されてきた。
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　このような流れの申心となった瞑想法が、Mahahshr，M．Y．（1966）に

よって開発された↑M（↑ranscend帥ta1Medれat『㎝）である。TMの

やり方は、マントラと呼ぱれる無意味音を20分聞心の中で繰り返すこと

以外に制約が少なく、宗教的信念とは無関係に、時と場所を選ばず実践

できるため、1960年代に欧米の若者の間で急激に晋及した（HedgePeth，

1968）。そのような状況において、それまで瞑想法と関わりのなかった

心理学者やサイコセラピストたちが、学生や患者を通してTMを知り、

同時に身近に研究対象を得ることになった。そして、Wa11ace（1970）

が、酸素消費量の一顕著な低下（べ一スラインと比較して16％の減少）を

特徴とするTM中の特殊な生理状態（覚醒低代謝状態と呼ぱれる）につ

いて報告したことを契機として、生理的弛緩法としてのTMの効果に関

する研究が活発になった（詳細は、De1monte，1984a；Ho1mes，1984な

ど参照）。臨床的には、様々なズトレス関連の疾患や間題行動の治療法

として活用されるようになり、本態性高血圧（8ens㎝＆Wa11ace，19η

；Seer＆Ragburm，1980）、気管支喘息（W11s◎n，Honsberger，Chlu，

＆Novey，1975）、高コレステ1〕一ル血症（CooPer＆Aygen，1979）、

薬物依存（Shaf■，Lave1y，＆Jaffe，1974川onahan，1977）などへの

有効な適用結果が報告されている（詳細は、ShaPlro＆G1ber，1978；

Bogart，1991など参照）。

　しかし、TMに限らず、瞑想法ぱ経験を積んだ専門の指導者による指

導が不可欠とされるため、一般のサイコセラピストが技法としてそのま

ま活用することはできず、各瞑想法の指導センターや道場へ行くことを

勧めるに止まり、医療現場への晋及には限界があった。そこで、↑Mを

モデルとした治療的瞑想テクニックとして、弛緩反応法（8ens㎝，1975）

や臨床標準瞑想法（CarHngton，1978）が開発され、本態性高血圧など
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のストレス性疾患の治療に積極的に利用されるようになった。

第3節　至高体験誘発法としての瞑想法の活用

　瞑想法が欧米に晋及した1960年代には、単なる弛緩法や治療法として

ではなく、高次の、より健康な精神状態を体験するための実践法として

瞑想法を活用するサイコセラピストや心理学者も増えていったが、その

最大のグループが、Mas1ow，A．H．、Sut→ch，A．JI，Grof，S1らによって

創始されたトランスパーソナル心理学である。

　Mas1ow（1962）は、自己実現している人の中心的な特徴として、至高

体験（Peak　expeHence）を特に重視しており、至高体験の頻度と強度

によって自己実現の程度を定義したりした。さらに、至高体験が自然に

起こるのを待つだげでなく、そのような体験を積極的に誘発することの

重要性とそれを研究する学間の必要性を指摘し、自己実現から自己超越

に至るトランスパーソナル心理学を提唱したのである（Mas1ow，1968）。

Mas1owは、はじめは向精神薬などを利用して至高体験を誘発することに

肯定的であったが（Mas1ow，1964）、晩年は若者の薬物乱用の状況を嘆

いて、安直に至高体験だけを求めることを批判し、時聞と労カをかけた

精神的訓練の必要性を強調している（Mas1ow，1970b）。

　トランスパーソナル心理学においては瞑想法の実践が重要な位置を占

めているが、瞑想法を活用する主たる目的は、変性意識状態（ASC：

a1tered　sta七es　of　consc｛ousness）および深い洞察体験の誘発である。

そのため、TMのように、瞑想中に穏やかなリラクセーションの体験を

もたらす簡易的な方法以上に、アナンダマルガ（ananda　marga）ヨ・ガ

やチベット仏教のヴィパッサーナ（v1paSSana）瞑想のように伝統的行
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法に近いものや、スーフィーのワーリング（wh1r■ng）やタントラヨー

ガのように激しい運動やエクスタシーを伴うものが活用される。たとえ

ば、トランスパーソナル・セラピーの中心的技法であるGrof（1985）の

ブリージング（breathlng）は、激しい音楽を聞きながら過呼吸を長時

間続けることによって、変性意識状態や神秘的体験（トランスパーソナ

ルな体験）を誘発する方法である。

　トランスパーソナル心理学においては、意識の構造が多層的なものと

してとらえられ、意識の各レベルに応じてサイコセラピーの諸技法を使

い分けるべきだと考えられている（Wηber，19η）。まず、クライエン

ト中心療法や精神分析などの従来のセラピーが、自我の強化や無意識の

統合を目的として用いられ、その後の段階として、個別の自我を超越し

て全存在との一体感を得るために瞑想法が活用される。瞑想法は、病気

の治療ではなく精神的健康の増進を目的として用いられるので、厳密に

はサイ〕セラピーとして導入されているとは言えない。治療の場に関し

ていえぱ、より重要なのは治療者の訓練としての瞑想法の活用であり、

実際に、カウンセラーの共感性の向上や気づきの促進などの効果が確認

されている（Leung，1973；Fr廿z＆M1erzwa，1983）。トランスパーソ

ナル心理学でぱ、治療技法あるいは研究対象として瞑想法を用いる場合、

治療者あるいは研究者自身がその瞑想法を十分に体験していることの必

要性が強調されるが（Tart，1975a）、このような態度は、全てのサイ

〕セラピーにおいて必須とされるべきであろう。

第4節　認知スタイル変容法としての瞑想法のシステムの活用

先に述ぺたように（第1節）、サイコセラピーの創始者には瞑想法に
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関心を持つ者が多く（臼1rs，A．；Lowen，A．；Per1s，F．；Schu1tz，J．H．な

ど）、近年のサイ＝〕セラピーの発展の全体的方向性として、直接的影響

の有無はともかく、瞑想法との共通点が増大している。具体的には、以

下の4項目である。

（1）．認知スタイルや心的態度の変容を目的とすること

（2）．身体的体験を重視し、心身の相互作用を活用すること

（3）．セルフトレーニングやセルフコントロールの課題を活用すること

（4）．集団療法の形態を活用すること

　これらの要素は、悟りの境地をめざして、集団生活の中で自己鍛練を

続ける禅やヨーガなどの東洋的行法のシステムの中に全て含まれている。

心を鍛えることによって行動や欲求をコントロールする、あるいは、身

体的訓練を通して心を磨くという心身の相互作用の活用は、座禅や剣道

などの伝統を持つ日本文化の中では自然なことである。一方、心身二元

論の伝統を持つ欧米諸国においてぱ、心と身体が常に切り離されて考え

られてきた。サイコセラピーにおいても、精神分析では身体が軽視され、

行動療法では心が無視される傾向があった。しかし、近年は、認知行動

療法、ヒューマニスティックセラピー、エリクソン流アプローチ、グル

ープ療法など、あらゆる立場で身体的体験が重視され、心身の相互作用

が活用されている。

　具体的な治療技法の申で4つ」の特徴を全て有しているのは、ゲシュタ

ルトセラピー（Per1s，1973）、自律訓練法（Schu1七z＆Luthe，1969）、

森田療法（森田正馬，1960）など特定のものに限られるが、サイコセラ

ピーのあらゆる立場において、上記の特徴を多＜含む治療技法が開発さ
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れている。Karasu（1977）は、サイコセラピーを3つの立場に分類し、

精神分析を中心とする力動論的立場と行動療法を中心とする行動論的立

場に加えて、身体的（今ここでの）体験を重視する体験論的立場を提起

した。このグループには、クライェント中心療法（Ro9帥s，1951）、ロ

ゴテラピー（Frank1．1969）、ゲシュタルトセラピー（Per1s，1973）、

富律訓練法（Schu1tz＆Luthe，1969）などが含まれ、禅療法やTMな

どの瞑想法がここに位置づけられている。しかし、その後のサイコセラ

ピーの発展経過として、交流分析（Beme，1961）、エンカウンターグ・

ルー一プ（Rogers，1970）、認知行動療法（Me1chenbaum，1977）、フオ

ーカシング（Gendhn，1978）、論理情動療法（臼11s，1973）など、3

つのカテゴリーの枠を越えて、「課題を与え、そこでの体験を通して認

知の変容をもたらす」という特徴を有する方法が次々と開発されている。

そこで、基礎とする理論の相違に関わらず、技法のシステムの共通性か

ら、これらをまとめて「体験的療法」と呼ぶことにする。

　「課題を与え、そこでの体験を通して認知の変容をもたらす」ことは、

禅やヨーガなどの瞑想法において千年以上実践され工夫されてきたこと

であり、すでに一定の手続きが確立されている。体験的療法としてのサ

イ〕セラピーの有効性を高めていくためには、瞑想法などの東洋的行法

を研究し、その利点を取り入れていくことが有益である。そして、創始

者自身ぱ否定する場合が多いが、このことは実際に行われてきた。日本

で開発された森田療法（森田正馬，1960）や内観療法（吉本，1983）に、

禅や浄土真宗の修行法との共通点を見出す人は多いと思うが、欧米のサ

イコセラピーを日本へ導入する際にも、そこに瞑想法などの東洋的行法

のシステムの逆輸入という側面があることに留意すべきである。

一9一



第5節　瞑想法のシステム導入の治療的利点

　瞑想法のシステムの特徴は、実践者が、決められた一定の手続きに従っ

て体験を積み、その固定された枠組の中での体験に対して、指導者が働

きかけていくことである。また、その目的は、病んだ部分を修正するこ

とではなく、健康な認知スタイルあるいぱ心的態度を体得させることに

ある。このシステムからサイコセラピーに導入し得る利点を、以下に3

つ示す。

　第1に、各サイコセラピーにおいて、病んだ状態に関する理論だけで

なく、健康な心的態度や健康な心身の状態についての理論を明確にする

ことである。病気の治療に留まらず、病気の予防や健康の増進をサイコ

セラピーの目的として設定する場合には、このことは不可欠である。ま

た、治療に際しても、病気の治療ではなく病人の治療という全体的な視

野を持つためには、病んだ部分を減らしていくマイナスのアプロ・チだ

けでなく、健康な部分を増やしていくプラスのアプローチが必要であろ

う。森田療法や自律訓練法においては、「あるがままの態度」や「受動

的・受容的態度」、「自律性状態へのセルフコントロールの技能」など

を体得させるというプラスのアプローチが活用されているが、ストレス

に強い態度や技能を身につけることは、健康状態の回復だけでなく病気

の予防と健康増進にも役立つ。

　第2に、セラピーの場を治療室に限定せず、患者が自分ひとりで体験

を積めるような課題を設定することである。患者が治療者から離れて間

題の解決に取り組む体験を積むことは、間題に対する患者自身の責任の

自覚を強めるとともに、その成果は患者に帰属され、自己効力感を高め

ることにつながる。また、このシステムは、治療者の時聞的、労力的負
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担、そして患者の経済的負担を軽減し、サイコセラピーの効率を高める。

　第3に、設定する課題の枠組を固定することである。あらゆる瞑想法

において、座り方、呼吸法、実践時間などの手統きが、細部まで厳密に

定められている。そして、実践者全員が同じ手続きを踏み、その一定の

枠組の中で、各人が、自分の特性や問題を反映する異なった反応をする

のである。しかし、サイコセラピーにおいて、異なった間題を持つ患者

に対して共通の課題を与えることは、健康な部分を増やしていくプラス

のアプ1コーチ以外では活用が難しく、現状としてはあまり活用されてい

ない。そこで、課題の枠組を固定することの治療的有効性について、以

下に論じる。

　まず、一定の枠組の中での患者の体験や反応から、患者の特性や問題

に関する多くの情報を得ることができる。これは、心理検査において、

統一された刺激に対する被験者の反応を分析することと同じであり、診

断的にも有益である。

　また、複数の患者が同一の課題を実践することによって、集団療法の

形態をとることが可能になる。このことは、治療者および患者の負担を

軽減し、サイコセラピーの効率を高めるのに役立っ。しかし、瞑想法の

システムにおいては、患者間の直接的相互作用はあまり活用されず、主

たる治療的利点ぱ治療環境の整備とモデリングの効果である。

　個々の患者の現実の間題に応じた課題を出さずに、瞑想法などの現実

離れした課題を提示することは的外れのように思える。しかし、逆に的

を外すことが治療的に有効な場合がある。患者の持つ間題を、その間題

を生み出し維持している現実の枠組の中で体験させるのではなく、日常

生活とは離れた、安全で新しい枠組の申で体験させることによって、患

者は、病んでいない部分を用いて自分の間題に取り組むことが可能にな
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り、間題の克服が容易になる。現実の間題に対処するのは、より安全な

課題で練習を積み、新しい認知スタイルや技能を体得した後の課題とす

べきであろう。

　また、最も大きな利点は、治療者自身がその課題を継続的に実践する

ことによって、同一の枠組の中での体験を積み重ねられることである。

患者の様々な反応に対して、体系化された適切な介入をするためには、

治療者がその課題に習熟していることが不可欠である。例えば、自律訓

練法を患者に指導するためにぱ、治療者自身が自律訓練法を十分に体験

し、起こり得る反応を熟知しているべきである。

　近年、家族療法やブリーフセラピーを申心に、患者に応じて様々な課

題を指示する積極的な介入が盛んになっているが（Ha1ey，1963；Zer9．

1987など参照）、治療者が体験したことのない課題を指示した場合、患

者の様々な反応に適切に対応することは困難である。様々な課題を自在

に活用して顕著な治療効果を得ていたEr→cks㎝、M．H1のような治療者も

存在するが（Ze｛g，1980）、これは誰にでも実践できることではない。

瞑想法の指導者は、自分が何十年も体験を積んできた課題の枠組の中で

しか介入をしない。治療者が課題を指示する場合にも、一般的にはその

ような慎重な態度が必要であろう。

　サイコセラピーの効果は、治療技法の違い以上に技法の具体的な用い

方の違いに依存すると言われる（Safran＆Sege1．1990）。サイコセラ

ピーを、治療者個人の技能だげに依存せず、より科学的、効果的なもの

にしていくためには、課題の研究以上に課題の用い方の研究を積み重ね

て、具体的な介入方法を体系化していく必要がある。課題が固定されて

いることは、そのような研究の蕃積を容易にするので、科学的なサイコ

セラピーの発展に寄与することになる。
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第6節　本章のまとめ

　1960年代以降、瞑想の技法あるいはその要素が様々な形でサイコセラ

ピ舳に活用されてきたが、その経過を3つの流れに分けて概観した。

（1）一行動医学の分野における「生理的弛緩法としての瞑想法の活用」

（2）．人間性心理学やトランスパーソナル心理学における「至高体験誘

　発法としての瞑想法の活用」

（3）．サイ〕セラピー全般におけるr認知スタイル変容法としての圓冥想

　法のシステムの活用」

　そして、瞑想法のシステムの中心的特徴である「枠組を固定した課題

の実践を患者に指示し、その枠組の中での体験に対して介入すること」

をサイコセラピーに導入することの治療的有効性を論じた。

　瞑想法は、精神世界を志向する社会的ブームの中で、科学的な検討が

進む以前に民間に普及してしまっており、今後、サイコセラピーへの瞑

想法の導入をさらに進める場合の前提条件として、瞑想法の効果と安全

性を十分に検証することが不可欠である。

　以降の章において、過去の研究を概観し、理論的検討をした後、瞑想

法の諸効果（不安水準低減効果、生理的反応安定効果、至高体験促進効

果、認知スタイル変容効果）の実際を検証していく。
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第2章　瞑想法に関する心理学的研究の概観

第1節　「瞑想法」とは何か

　瞑想法に関する研究は、1931年から1983年までの研究論文をまとめた

舳rphy＆Donovan（1983）の文献集では776、一般書籍や学位論文も含

めたJarre11（1985）の文献集（1950年から1982年）では2170が記載さ

れており、すでに欧米でぱ活発に行われている。しかし、東洋の宗教的

伝統に基づく「瞑想法」を、それに関心を持った酉洋の科学者が個別の

方法で研究してきたことから様々な間題が生じており、研究結果の体系

的な蓄積は不十分である。

　瞑想法に関する研究の最も大きな間題点は、瞑想法（medれatlon）と

いう言葉の指し示す対象が研究者間で一致していないことである。心理

学的研究論文の半分以上でTM（Transcendenta1Medれat1on）が研究

対象とされているが、その他に禅、ヨーガ、チベット仏教、キリスト教

などにおける種々の行法が研究されている（Tab1e1（P．18）参照）。瞑

想法という言葉は、各行法間の違いの検討がなされないまま、座禅やヴィ

パッサナ瞑想からハタ・ヨーガや太極拳まで、手続きの異なる様々な行

法の総称として用いられてきた。

　瞑想法によって生じる生理的状態の変化を重視したBenson（1975）は、

瞑想法を弛緩反応（re1axatlon　response）を引き起こす手続きと見な

して、TMをモデルとした弛緩反応法（resp1ratory　one　method）を開

発している。しかし、座禅においては弛緩よりもむしろ精神の緊張が求

められるし、ハタ・ヨーガやスーフィーのワーリング（wh廿1｛ng）など、

身体運動を伴う技法もある。T　Mの実践方法としても、子供の場合は歩

一14一



きながら瞑想することになっており、リラクセーションや活動性の鎮静

、化は、全ての瞑想法に共通の条件とは言えない。［scher（1971）は、

特殊な変性意識状態に至るために、極度の興奮状態を経る過程と極度の

鎮静状態を経る過程があるとし、病的な幻覚体験や宗教的な法悦体験を

前者、禅や三1一ガの瞑想法を後者の枠組で説明しているが、瞑想法と見

なされる諸技法の中でも、過呼吸と激しい音楽を活用するブリージング

（Grof，1985）などのように過剰輿奮をもたらすタイプの技法と、静か

に座るタイプの技法は区別して考えるべきかもしれない。

　瞑想法の手続きは、姿勢、呼吸法、実習時間など多種多様であり、共

通の手続きを示すことによって定義することは困難である。そこで、瞑

想中の注意の仕方や認知的態度が注目されるようになった。Go1eman（1

977）は、15種類の瞑想法を注意の仕方の違いから比較し、一定の対象

（呼吸やマンダラなど）に集中する注意集申（㏄nCentraわOn）型と、

心の活動をありのままに観察し続ける静慮（m1ndfu1ness）型あるいは

洞察（rns19ht）型、そして両方の特徴を有する統合（1ntegrated）型の

3タイプにまとめている。Shap打o（1982）が瞑想中の注意の仕方によっ

て分けた、ズームレンズ型、ワイドレンズ型、両者間の移行型の3分類

や、Orns七e『n（1972）による注意集中型と解放（oρen＾g－up）型の分類

も、基本的には同様の基準でなされている。しかし、実際には、個々の

瞑想法に関する体験や理解の深さによって、分類されるカテゴリーが異

なってしまう。たとえばTMは、Go1eman（1977）は注意集申型に分類

しているが、ShaP｛ro（1982）は両者間の移行型に分類している。TM

の技法は、マントラヘ注意を向けることを基本としているが、実習者の

体験が進むにつれて次第に静慮的な注意へと変わってくる。T　Mに限ら

ず、注意集中型の瞑想法の多くで、実習者の態度や体験に同様の変化が
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生じるので（De1m㎝te，1990）、瞑想法を各カテゴリーに明確に分類す

ることは困難である。

　また、Shap廿o（1982，p．268）は、瞑想法とは「推論的な思考をやめ

て非分析的に注意を集中しようという意図を有する点で共通する技法の

総称である」と定義しているが、様々な瞑想法に共通しているのは、技

法の手続きではなく、「非分析的な注意を保つ」という一定の態度だと

する考え方は興味深い。Sm廿h（1987，p．140）は、瞑想法の実践に必要

な技能という観点から、瞑想法の共通要素は「注意を集中し、あるがま

まにしておく態度を維持し、そこでの体験を受容すること」だと述べて

いる。Benscn（1975）も、あるがままにすること（1etれhaPPen）あ

るいは受動的態度（pass1ve　attltude）を瞑想法の最も重要な要素とし

ている。瞑想法の本来の目的が、単なるリラクセーションではなく、悟

りという認知的変容であることを考えれば、様々な瞑想法の共通点とし

て認知スタイルや心的態度に注目するのは重要な視点だと思われる。

　しかし、瞑想法の本質が句であるのか明らかでない現時点での研究の

あり方としては、共通要素を取り出す試みよりも、まず、手続きの異な

る瞑想法を明確に区別して、個々の技法を比較検討していくことのほう

が有効である。これまでは様々な技法の区別が不十分なまま、一律に瞑

想法として論じられることが多かったが、瞑想法の研究者は、研究に用

いた瞑想法の手続きを詳細に報告するか、指導手続きが標準化された瞑

想法を研究対象とすべきである。けれども、宗教的瞑想法の多くでは、

指導者の個性によって指導方法が異なるため手続きや介入変数を統制で

きないという間題点があり、また、期待効果などを統制した実験的瞑想

手続きを用いた場合には、実践への動機づけが難しく、瞑想法研究の前

提条件としての被験者に実習を継続させること自体に失敗するこ．とが多
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い。やはり、複数の研究間の比較検討および研究成果の蓄積を可能とす

るためには、宗教的背景が切り離され、動機づけを含む指導手続きが体

系化され統一されているような瞑想法を研究対象とすることが有効であ

ろう。この条件を満たしている瞑想法としては、TM（MahaHsh1．196

6）、臨床標準瞑想法（Carrlngton，1978）、弛緩反応法（8帥son，197

5）、マインドフルネス瞑想法（Kabat－Z1㎜，1990）などがある。

　これらは、高次の精神状態を目指す宗教的行法というよりも、心身の

安定や健康増進をもたらすセルフトレーニング法としての特質を有する

瞑想法である。本来の瞑想法は前者であり、トランスパーソナル心理学

の領域では「高次の精神状態」の研究が進められ、↑art（1975b）によ

る変性意識状態を基本概念とする状態特定性科学の提唱や、W11ber（19

77）による科学的合理的認識とは異なる超越的黙想的認講の存在の主張

などがなされているが、現時点では「高次の精神状態」を対象としうる

科学的研究方法は確立されていない。そこで、本研究では、宗教的な背

景に基づく「高次の精神状態」は至高体験の観点からしか扱わないこと

とし、手続きが標準化されたセルフトレーニング法としての瞑想法が心

身に及ぼす影響を検証することを試みた。座禅やパタンジャリョーガな

どの統合的な修行法や、自律訓練法（Schu1tz＆Luthe，1969）やフォ

ーカシング（Gendhn，1978）などの体験的サイコセラピーの技法との

比較検討は次の段階の課題として、瞑想法研究の着実な進展のために、

まず、手続きが標準化された簡易的瞑想法（TM、臨床標準瞑想法、弛

緩反応法など）を「瞑想法」と見なして、これに関する研究成果を蓄積

することが不可欠である。
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第2節 研究対象としての「瞑想法」

　さて、これまでの心理学的研究論文においては、どのような瞑想法が

研究対象とされてきたであろうか。1972年から1992年にPsycho1o91ca1

Abstractsに掲載されている論文の中から、㎜edれat→on，yoga，zenに関

するものを抽出したところ、1O08編が該当した。それらを分類し、理論

的検討、レヴユー、技法の紹介、臨床的実践報告などを除いた実証的研

究413編について、研究対象とされていた技法をTab1e1に示した（原論

文において“鵬d廿atron”としか記載がないなど、分類不能のものがあっ

たため、データの合計は413にならない）。

Tab1e1 心理学的研究の対象とされた瞑想法

Transcendenta1　med『ta1二『on

Yoga

Zen

Mantra　㎜ed｛tat1on　technl　que

M『nd　fl」1ness　㎜ed1tat『on

Bl」ddh1st　med→tat1◎n

Tal　ch｛，　Q1gor■g

Chr1st1an　med1tat『on

oth帥s（Pray帥，rれe…）

170ホ

55

31

30

17

　8

　7

　7

14

50％

16％

9％

9％

5％

2％

2％

2％

4％

注1＊は、各技法が用いられていた研究論文の数
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　Tab1e1の中で、“Transcendenta1med1tab◎n”のみが単一の瞑想法

であり、その他は全て複数の瞑想法を包含するカテゴリーである。たと

えば、“陥ntra鵬d廿at1on　techn→que”は、弛緩反応法（Benson，197

5）、臨床標準瞑想法（Carr廿gton，1978）、マントラを用いた実験的

瞑想手続きなどを含むものであり、また、　“附ndfu1ness鵬dれat1◎n”

は、マインドフルネス瞑想法（KabaトZ1nn，1990）やヴィパッサーナ

（v1paSSana）瞑想などの自己の内面を観察するタイプの技法をまとめ

たものである。結果として、半数以上（170／339）の論文においてTM

が研究対象とされており、これまでの瞑想法の研究は、T　Mを中心に進

められて来たことがわかった。

　そこで、本研究においては、種々の技法の総称としての“瞑想法”を

論じる前段階として、“瞑想法の代表的指導手続きとしてのTM”を研

究対象とし、その効果を検討することにした。

第3節　TMとは何か

　TM（Transcendenta1Med廿at｛◎n）とは、ラージャヨーガやヴユー

ダーンタ（Vedanta）哲学などのインドの伝統的実践哲学を背景にして

MahaHsh｛，M．Y．が始めた「精神復活運動」の具体的な実践法として、19

57年から世界中に広められてきた瞑想法である。

　TMの基本的実践法は、楽な姿勢で目を閉じてマントラと呼ばれる2

～3シラブルからなる無意味晋を心の中で繰り返すもので、朝タ1日2

回、1回20分行う。

　TMの指導は、一定の訓練を受けることで資格を与えられる専門の教

師によって、以下のような標準化された手続きを通して行われる（5日
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間で実施）。

　（1）TM説明会　：TMの効果について。講義と質疑応答（1時間半）

　　　準備講義　：TMの本質とメカニズムの講義（1時間）

　　　個人面接　；TMの教師との簡単な面接（数分）

　（2）　個人指導　＝TMの実習法の指導（1時間）

　（3）チェッキング：TMの体験に基づく実習法のチェック（2時間）

　（4）チェッキング：チェック及びTMの理論にづいての講義（2時間）

　（5）チェッキング：チェック及びTMの目的についての講義（2時聞）

　これ以降は、実習者各自が自宅でTMを続けることになる。希望に応

じてチェッキングと呼ぱれる個人指導を受けることもできるが、基本的

には自分だけで実習することが可能である。また、TMを学、∫ミ基本コー

スの他に、上級テクニックが指導されるTMシディ〕一スや、TMの理

論面が講義されるS　Cエコースなどもあるが、本研究では扱わない。

　TMの指導法は、宗教的な背景が取り除かれ手続きが標準化されてい

る一方で、実習者に与えられるマントラの種類が非公開とされているこ

とが、自由な科学的検証の障害となっている（実際には、TMの教師で

あったSchu「te（1981）が16種類のマントラのリストを発表している）。

手続きが完全に標準化された瞑想法としては、マントラを実習者が自由

に選択すること以外はTMの指導手続きを忠実に再現している臨床標準

瞑想法（Carhngton，1978）や、“one”という言葉を呼吸にあわせて

繰り返す弛緩反応法（Bens㎝，1975）などが開発されているが、これら

の技法は、たとえば不安低滅効果などにおいてT　Mよりも有効性が低く

（EpP1ey，Abrams，＆Shear，1989；坂入，1993など参照）、TMの代替物

とはなっていない。「秘密のマントラを授けられる」という指導状況が

実習の継続性を高める動機づけとして機能している側面があり、公開す
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れぱ解決する単純な間題ではない。瞑想法に限らず訓練的技法の効果を

研究するには、一定期間の実習の継続が前提条件となり、そのためには

実習者に対する動機づけが不可欠となる。基礎的研究の立場からは、期

待効果や指導者一実習者関係などの介入変数による影響を手続き上統制

することが重要であるが、治療などの応用的立場からすれぱ、人間関係

や期待効果などを十分に活用した最も有効な手続きを検討していくこと

の方が大切である。

　本研究では、まず後者の観点から、TMをモデルとした実験的瞑想手

続きではなく、T　M自体を研究対象とすることにした。そのため、本研

究で論じるTMの効果は、説明会から始まる標準化されたTMの指導手

続き全ての効果であって、瞑想の実践技法のみの効果ではないことに注

意しなけれぱならない。そのため、全体的な効果を確認した後に、期待

効果などの介入変数の影響やその他の関連変数の検討が必要となる。

第4節　質間紙検査を用いた研究の概観1不安水準の低減

　瞑想法に関する研究の中で最も多いのは、実習者に対して既成の質間

紙検査を実施したものである。1972年から1990年の間にPsycho1o9｛ca1

Absセractsに掲載されている瞑想法に関する研究論文において用いられ

た質間紙検査（該当論文数が4以上のもの）をγab1e2に示した。

　何らかの不安検査を用いた研究論文が50あり、State－Tra廿Anxlety

Inventory（Sp1e1berger，Gorsuch，＆しushene，1970）が特に多かった。

続いて、Mauds1ey　Persona1廿y　Inventory（Eysenck，1959），工ntema1

versusEx七erna1LocusofContro1Sca1e（Ro廿er，1966），Pers㎝a1

Or1entatlon　Inventory（Shostrom．1974）が多く用いられていた。こ
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れまでの研究においては、瞑想法の不安水準低減効果の検討が最も盛ん

であり、それに続いて、神経質・内向性一外向性、内的一外的統制型、自

己実現傾向などの変化に関する研究が多いことがわかったので、まず、

不安低減効果を質問紙検査を用いて調べた過去の研究を、方法上の間題

に触れながら詳細に論評し、その後、他の3領域の研究結果を概観する。

Tab1e2瞑想法に関する研究で用いられた質間紙検査

State－TraれAnx1e七yInventory　　　　　　　　　29＊

Schwartz’sCognれ1ve－S㎝at｛cAnx1e七yQuest1o㎜arre　8

Epste1n＋enzManrfestAnxletySca1e　　　　　　　5

Catte11　Anx『ety　Sca1e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

Tay1or　Man1fest　Anx『ety　Sca1e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

Mauds1eyPersona1廿y工nventory　　　　　　　　　14

RottersInterna1vsExterna1L◎cusofContro1Sca1e13

Shostr㎝jsPersona10hentatronInventory

Te11egeパsAbsorpt1onSca1e

16　Persona11ty　Factor　Quest1onna1re

Mar1owe－Crowne　Soc1a1　Des｛rab111ty　Sca1e

Tennessee　Se1f－Concep七　Sca1e

M→nnesota　Mu1t1Phas『c　Persona1づty　Inventory

Rosenberg’sSe1f－EsteemSca1e

8

7

6

5

5

4

4

注：＊は、各質間紙検査が用いられていた研究論文の数
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（1）不安水準に関する研究

1）．特性不安水準の低減効果

　長期的効果に関する横断的研究として、Hje11e（1974）は、γMを長

期間（平均2年）続けた人々は、これからTMを始める人々よりTay1or

’Man廿est　Anx1ety　Sca1eの不安得点が低いことを示した。また、ST

A工（Stateイra廿Anxlety工nventory）やCAS（Ca抗e11Anx1ety

Sca1e）においても、TMの実習者は不安得点が低く、実習期間が長い

者はさらに低いことが確認されている（Dav1dsonら，1976；戸ergus㎝＆

Gowan，1976）。このような横断的研究の間題点として、以下の2つの

ことが考えられる。（a）瞑想法を自分から始めるような人は実習前から

不安水準が低かったのではないか。（b）不安の強い者が瞑想法を継続で

きずにドロップアウトして、選択的に不安の低い者だけが調査対象とさ

れたのではないか。

　（a）についてば、瞑想法を始めようとする人々はむしろ不安水準が高

いことが指摘されており（De1m㎝te，1985a；West，1980a）、実際に、統

制群にウェイティングリストを用いていない研究（Ferguson＆Gowan，1

976；Rogers＆L1vrngston，1977）では、プレテストにおいて、TM群

の方が対象群より不安得点が高いことが示されている。しかし、（b）に

ついては、West（1980b）、De1monte（1980．1988）、R1vers＆Spanos

（1981）などが、神経質で心身の病態の重い人は瞑想法の実習をドロッ

プアウトしやすいことを見出しており、瞑想法を長期間続けた人々が低

い不安得点を示すことに、選択効果による見かけ上の平均点の低減が関

与している可能性は否定できない。

　一定期間の瞑想法の実習前後で不安得点の変化を追ったShaP廿o（197
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7）の研究では、4ヶ月間TMを実習した180名の被験者においてSTA

Iの不安得点が下がったことが報告されている（統制群は設定されてい

ない）。また、瞑想法の実習希望者であるウェイティングリスト（待機

者）を統制群としたFerguson＆Gowan（1976）、Rogers＆Llv｛ngston

（1977）、Abrams＆Srege1（1978）、He1deら（1980）などの研究で

は、TM（He1deら（1980）は別のマントラ瞑想）によるSTA　Iの不安

得点の低減が統制群より大きいことが確認されている。さらに、TMと

他の手続きを比較した研究について見てみると、D川beck（1977）は、

TMの実習によって、同じ時間閉眼安静状態でいた場合よりSTA亙の

不安得点が大きく低減することを示している。また、Thro11（1981）や

Zuro付＆Schwarz（1978）は、TMの実習による不安検査（STA工お

よぴS－R工nvent◎ry　of　Anx｛ousness）の得点の低減が漸進的弛緩法を

実習した場合より大きいことを見出した。

　一方、8usby＆DeKon1nck（1980）は、TMによる不安得点（STA

I）の低減は漸進的弛緩法と差がないとしている。また、Sm廿h（1976）

は、TMの実習と楽にして座っていることとが同程度にウェイティング

リストより大きな不安得点（S　T　A　I）の低減をもたらすことを示した。

Smれh（1976）の研究は、被験者の期待効果を統制するなど手続きはしっ

かりしているが、ドロップアウトが多い（ポストテストを受けた被験者

は瞑想法開始時の半数以下）ことが間題である。瞑想法や弛緩法のよう

に被験者自身が実習を行なうものについて研究する場合には、指示通り

の頻度で実習を継続しなかったり途中で実習をやめてしまった被験者に

ついてもデータを示すことが必要である。

　Dav1es（1977）は、TMか漸進的弛緩法を指導したグループを実際の

実習頻度によってそれぞれ2つに分けて分析し、結果として、4つのグ
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ループのうちTMを規則的に（毎日2回ずつ7週閥という指示の75％以

上）実習していたグループだけが不安得点（STAI）の有意な低減を

示したことを報告している。実習頻度が高いぼうが不安の低減効果が大

きいという結果は、□rngら（1981）やDe1㎜onte（1984b）などによっ

ても示されているが、一方で、Shap廿o（1977）、Zuroff＆Schwarz（1

978）、Sm廿h（1978）などはそのような関係を見出していない。瞑想法

の実習頻度と効果との関係は、頻度が多いぽど効果が上がるという単純

なものではなさそうである。TMでは、1回20分、毎日2回実習するこ

とが求められるが、Carr1ngton（1987）は、1週聞に1度くらいの練習

頻度であっても効果があるとし、不安が強い患者などに対しては、むし

ろ練習の時間や頻度を少なくすることの必要性を指摘している。

　TMを実習した場合、ほとんど全ての研究で特性不安得点が低下して

いるのに対して、その他の瞑想法およびTMに似せた実験的手続きの実

習による不安の低減ははっきりと示されていない。8enson（1975）の弛

緩反応法を指導したHart＆Means（1982）の研究では不安得点（S↑A

I）がほとんど低減せず、臨床標準瞑想（Carr1ngton，1987）を用いた

研究では、不安得点（STAIおよびCAS）の低減度が漸進的弛緩法

より小さかったり（Lehrerら，1983）、ウェイティングリストと差がな

かったりしている（F11ngら，1981）。また、Go1dmanら（1979）は呼

吸を数える瞑想法とウコニイティングリストとの間に、Boswe11＆Murray

（1979）はマントラ瞑想と歩＜ことと漸進的弛緩法との間に、　Smれh

（1976）はTMに似せたマントラ瞑想と肯定的思考訓練との間に、不安

得点（S　T　A　I）の低減において差がないことを見出している。しかし、

これらの結果からすぐにTMの有効性を他の技法と比較することはでき

ない。ここにあげた研究は、TMを研究対象としたものより厳密な実験
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手続きを用いている一方、瞑想法の実習回数が4セッション（Go1dman

ら，1979）や5セッション（Lehrerら，1983）などと不十分なものが

多い。瞑想法の研究においては、実験の手続きを統制しようとする試み

が、被験者を瞑想法の実習へ動機づけることの失敗や実習回数の不足へ

と結びついてしまうことがあり、その結果、瞑想法の効果を検討する以

前の問題として、瞑想法を適切に実習させること自体に失敗してしまう

ことが考えられる。

　T　Mに関する研究で示される不安低減効果が他の技法を用いた研究の

場合より大きいことは、瞑想法および弛緩法の不安低減効果に関するメ

タ分析においても示されている。ε叩1eyら（1989）によると、実験群

における不安得点の低減がコントロール群よりどの程度大きいかを109

の研究について調べた結果、TMが平均でO．70S　Dだったのに対して、

その他の瞑想法がO．28SD、漸進的弛緩法がO．38SDであったという。

この結果は、TMの技法自体の優位性を示すものというよりも、TMの

指導法全体の有効性を示すものだと考えられる。TMは専門の教師が動

機づけから始まる一定の手続きを踏んで指導するので、研究結果に期待

効果などの非特異的な要因の影響が含まれていることは否めない。非特

異的な要因の効果と技法独自の効果とを弁別していくことは重要な間題

であるが、瞑想法の研究においては被験者の実習に取り組む態度自体が

重要な変数となるので、単純に瞑想法の技法に含まれる個々の要素（呼

吸、姿勢、注意、動機づけなど）だけを取り出して比較しようとすると、

その実験的手続きは本来の瞑想法とは全く異なったものになってしまう

可能性がある。むしろ、T　Mや臨床標準瞑想や弛緩反応法のように一定

の指導手続きが標準化されている技法について比較検討してい＜ことが

有効である。
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2）．不安低滅効果に関する臨床的研究

　神経症や心身症の患者を対象として瞑想法の不安低減効果を検討した

研究も多い。Grrode（1974）は、不安神経症患者9名にTMをモデルと

した瞑想法を指導して、4ヶ月後にAnx1ety　Sympt㎝Quest｛onna廿eの

不安得点が大きく低減したことを報告している。不安神経症患者31名に、

TMか筋電バイオフィードバック訓練か漸進的弛緩法を指導したRask1n

ら（1980）の研究では、Tay1aピs　Man廿est　Anx1ety　Sca1eの不安得点

が、6週間後にTM群において最も大きく低下していた。また、8rooks

＆Scaran◎（1985）は、戦争神経症患者18名にTMか別の心理療法を3

ケ月間実施したところ、TMを実習した患者の方が不安得点（Tay1ar』s

Man廿est　Anxlety　Sca1e）が大きく下がったことを報告している。瞑

想法は、アルコール依存症（Parkerら，1978）や薬物乱用（Rogers＆

L｛v廿gston，1977）の治療に利用されることが多く、また、心身症につ

いては本態性高血圧（Ba1｛，1979）の治療に最もよ＜用いられるが、治

療の進展に伴つて、患者の不安得点（S　TA　IおよびTay1ar　Man廿est

Anxlety　Sca1e）が低減することが報告されている。また、瞑想法は犯

罪者の社会復帰のための訓練として利用されることも多いが、Abrams＆

Slege1（1978）は49名の犯罪者にTMを14週闇実習させ、不安得点

（STAI）がウェイティングリストの40名より大きく低減したことを

報告している。老人の不安低減のために瞑想法を用いた研究もい＜つか

みられるが、不安得点（STA工）が統制群より下がったという報告

（DeBerry，1982）と下がらなかったという報告（A1exanderら，1989）

がある。
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3）、瞑想法の適用

　不安の低減に関して、瞑想法はどのような人に対して特に有効なのだ

ろうか。Nortonら（1985）は、Te11egen　Absorptron　Sca1eの得点の高

い者、すなわち何かに没頭する傾向が強い者の方が不安低減効果が大き

いことを報告している。また、16Persona1廿y　Factor　Questlo㎜a廿e

を用いて検討したSmれh（1978）は、A因子（分裂性）、M因子（自閉

性）、G因子（超自我の弱さ）と不安得点（STAI）の低減との間に

正の相関関係を見出している。

　不安水準に関していえぱ、大学生など健常者を対象にした研究では、

瞑想法はもともと不安得点（STAIなど）の高い者に対して有効性が

高いとされている（Sm1th，1978；8oswe11＆Murray，1979）。しかし、

神経症患者などを対象にした研究では、病歴の長い者（G廿odo，1974）

や症状の重い者（◎e1monte＆Kenny，1985）は効果が得られないか、瞑

想法の実習を途申でやめてしまうことが報告されている。この原因とし

て、症状によって瞑想法への集中が妨げられることが考えられるが、逆

に、瞑想法によって心身の弛緩が深まった結果として瞑想中に不安が喚

起されることも報告されている（Amodeo，1981）。He｛de＆Borkovec（1

983）は、不安や緊張の強い被験者を対象にリラクセーションで誘発さ

れる不安について検討し、TMをモデルとした瞑想法では13名中7名、

漸進的弛緩法では13名中4名において、逆に不安が高まったことを報告

している。また、臨床標準瞑想を用いた研究（Lehrerら，1983）でも同

様の報告がなされている。瞑想法を治療的に利用する場合、前もって瞑

想体験についてよく説明し、瞑想法の時間を短く調節することによって

十分副作用を防げると言われるが（Carr1ngton，1987）、やはり、不安

の強い患者に対しては慎重な対応が必要であろう（Ike㎜rら、1978）。
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，（2）神経質・内向性一外向性に関する研究

　瞑想法の研究において、S　TA　Iの次に多く用いられている質間紙検

査はMP　I（Mauds1ey　Pers㎝a1廿y王nventory）である。また、MPI

を用いた研究のほとんどがTMに関するものであった。

　G◎1e胴n＆Schwartz（1976）は、TMの長期実習者（2年以上）とT

Mに関心のある未経験者にMP工を実施し、神経質得点はTM実習者の

方が低いが、内向性一外向性得点には差がないことを見出した。MPI

に関しては、De1m㎝七e（1984a）やSlngh（1984）も同様の結果を報告し

ている。TM以外では、O’Ha廿e＆晦rc→a（1980）のアナンダ・マルガ

瞑想についての研究があるが、やはり瞑想法の長期実習者はMP　Iの神

経質得点が低く内向性一外向性得点には差がないことが示されている。

　瞑想法（TM）に興味を持って実習を希望する人々は、もともとMP

工の神経質得点が高い傾向があることが、W■11a㎜sら（1976）、West

（1980b）、De1monte（1980）などによって示されているので、瞑想法

によって神経質傾向が低減した可能性ぱ高い。実際に、Ross（1977）や

Abra㎜s＆Srege1（1978）は、3～4ヶ月聞のTMの実習前後でのMP

工の変化を統制群と比較し、TMの実習後に神経質得点が低減すること

を確認している。また、Thro11（1981）はTMと漸進的弛緩法を比較し、

て5週間の実習後、T　Mの方が神経質得点が大きく低減することを示した、

　内向性一外向性に関しては、Thro11（1981）はTM実習後に内向性が

増加したことを報告しているが、Ross（1977）やAbrams＆S1ege1（197

8）など、変化なしとする研究の方が多い。Turnbu11＆Norr1s（1982）

やSpanosら（1980）は、瞑想法（TMおよびTMをモデルとした瞑想
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手続き）の実習の前後でMP　Iの得点に有意な変化を見出していないが、

SPanosら（1980）の研究は実習の回数が20回と少ないこと、Turnbu11

＆Norhs（1982）の研究も実習期聞が1ヶ月と短く、被験者数が少な

い（7名）ことなどから、統計的に有意な変化を見出すには至らなかっ

た可能性がある。

　MP工を用いた瞑想法の研究の知見をまとめると、瞑想法の実習によっ

て神経質傾向が低減すること、また、内向性一外向性には大きな変化が

ないことが示されていると言えよう。

（3）内的一外的統制型に関する研究

　瞑想法の研究には、Rotteピs　Locus　of　C㎝打o1Sca1eも多く用いら

れている。Hje11e（1974）やDe1monte（1984a）は、TMの実習を長期

間（平均2年以上）続けている者は統制型がより内的であることを見出

した。Stek＆Bass（1973）が、TMへの関心の強さと統制型は無関係

であることを示しているので、TMの実習によって統制型が内的に変化

したと考えるのは可能だが、実際に2～3ヶ月闇のTMの実習の前後で

統制型を調べてみると、内的に変化することを確認したのはA1exander

ら（1989）の研究だけであり、その他の研究（Zuroff＆Schwarz，1978；

Zarchkowsky＆Ka鵬n，1978）は統制型の変化を見出していない。また、

臨床標準瞑想（［→ngら，1981）や弛緩反応法（Zalchkowsky＆Ka鵬n，1

978）に関しても、統制型の変化は確認されていない。

　D州ardo＆Raymond（1979）は、統制型が内的な者の方が雑念が少な

く瞑想法に集中できることを示しており、De1monte（1980）は、統制型

が内的な者の方が瞑想法の実習の継続性がよいことを確認している。こ
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れらの結果を考慮すると、Hje11e（1974）やDe1monte（1984a）によっ

て得られたTMの長期実習者の統制型が内的であったという知見は、統

制型が外的な者が実習をドロップアウトしたことによる選択効果であっ

た可能性が強い。

　統制型に関する研究の知見をまとめると、瞑想法の実習によって統制

型が内的に変化する可能性は否定できないが、それを示す確実な証拠は

なく、ドロップアウトによる被験者の選択効果を検討する必要があると

言えよう。

（4）自己実現傾向に関する研究

　自己実現傾向は、Shostrom（1974）のPOI（Persona1Ohen七at1on

Inv帥tory）や、Gowan（1974）のNDS（Northr1dgeDeve1opmenta1

Sca1e）を用いて測定されている。

　NDSを用いたShaP廿o（1977）の研究では、4ケ月間のTMの実習

前後での自己実現得点の有意な増加が報告されており、また、Ferguson

＆Gowan（1976）の研究では、6週間半の実習期間で同様の変化が確認

され、長期間（平均3年7ヶ月）TMを実習している人たちはさらに高

い自己実現得点を示していた。

　POIを用いた研究では、0rme－Johnson＆Duck（1977）やHje11e（1

974）によって、TM実習者の自己実現得点が非実習者より高いことが

報告されている。また、Seem帥ら（1972）やN1dlchら（1973）は、2ヶ

月間のTMの実習前後での自己実現得点の有意な増加を確認している。

TMと他の技法とで効果を比較した研究では、Dav→es（1977）が、TM

群と漸進的弛緩法群の自己実現得点の増加量が、両群とも統制群より有
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意に大きかったことを報告している一方、Josce1yn（1979）や8uけows

（1984）は、対人関係訓練群、TM的弛緩法群、統制群の3群間に統計

的に有意な差を見出していない。しかし、いずれの研究においても、T

M群の自己実現得点の増加量が最も大きく、その変化ぱ多くの下位尺度

において有意であった。

　TM以外の瞑想法に関する研究では、Hart＆Means（1982）が3週閻

の弛緩反応法の実習によってPO工の得点が増加したことを、Kubose

（1976）が3週聞の数息観の実習でPOIに変化がなかったことを報告

しているが、いずれも実習期聞の短いことが間題である。

　座禅（曹洞禅）の効果を検討したC㎝pton＆Becker（1983）が、自己

実現傾向が変化するには1年間以上の実習期間が必要であることを指摘

しているが、やはり3週閻や2ヶ月などの短期間で「自己実現」ができ

るとは考え難い。しかし、質問紙の得点が変化していることは事実であ

り、自己実現傾向に関連する何らかの変化が生じることは確かだと思わ

れる。PO工の下位尺度を見てみると（Hje11e，1974；0rme－Johnson＆

Duck，1977）、T　M実習後の変化が大きいのはr自己肯定（se1f－regard）

」と「自発性（Spontane廿y）」であり、短期聞での自己実現傾向の変

化とは、自分を肯定的に評価し、率直に自己表現する傾向の助長を特徴

とするもののようである。

　総括すると、TMの実習によって質間紙検査の自己実現得点が増加す

ることは確認されていると言えよう。しかし、2ヶ月程度の短期闇の実

習の効果しか検討されていない点が問題である。

（5）瞑想法への関心および実習の継続性
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　瞑想法に関する研究では、瞑想法の実習を希望した者を被験者とする

ことが多い。しかし、瞑想法に関心を持つ人々の特性は、はじめから一

般の人々と異なっている可能性がある。もちろん特別な違いはないとす

る研究（Stek＆Bass，1973）も多いが、何らかの差を見出した研究をま

とめてみると、瞑想法に関心を持つ人々はSTAIやCASの不安得点

が高く（Ferguson＆Gowan，1976）、MP　Iにおいて内向的で神経質で

あり（洲ηうamsら，1976；West，1980b）、Teηegen’sAbsorpt『onSca1e

で専心得点が高く（Rlvers＆Spanos，1981）、MMP　Iで心気症、抑う

つ、ヒステリー得点が高い（Schejba1ら，1978）ようである。瞑想法の

研究でこれらの質問紙検査を用いる場合は、被験者をランダムに群分け

するか、少なくとも比較するグループにウェイティングリストを用いる

必要がある。

　また、瞑想法の長期的効果を調べる場合、被験者の中から途中で瞑想

法の実習をやめてしまう者が出ることは避けられない。被験者の選択効

果の影響を把握するために、瞑想法を中断した者に関するデータも集め

ておくことが必要である。ドロップアウトした被験者の特徴として、M

PIの神経質得点が高く（De1monte，1980；West，1980b）、統制型が外

的で（De1monte，1980）、T⑧㎜essee　Se1f－Concept　Sca1eで精神病的傾

向が強く（Sm廿h，1978）、Byme’s　Repress｛on　Sens川za七｛on　Sca1eで

感作傾向が強く（De1m㎝te，1980）、Rosenberg’s　Se1f｛stee㎜Sca1eで

自己評価が低いこと（Rrvers＆Spanos，1981）などが確認されている。

De1m㎝te（1984b，1984c）も指摘しているが、心理的に健康で安定した

人の方が瞑想法の実習の継続性が良いようである。長期間瞑想法を続け

ている人々が精神的に健康で安定しているということの原因として、調

査対象の選択の偏りが関与している可能性がある。
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第5節　生理的指標を用いた研究の概観二生理的反応の安定

　生理的指標を用いた研究は、自律神経系機能（生理的覚醒水準）の測

定、脳波の測定、生化学物質の測定の3種類に分類できる。ここでは、

不安水準との関連が強い自律神経系機能（生理的覚醒水準）の測定だけ

を取り上げ、一時的な状態としての「瞑想中の生理的状態」を検討した

ものと個人の特性としての「ストレス下での生理的反応パターン」を検

討したものに分けて、過去の研究を概観する。

（1）瞑想中の生理的覚醒水準

　Waηace（1970）によって、TM（Transcend帥ta1Medれat｛on）中の

心拍数、呼吸数と酸素消費量の大幅な減少、脳波におけるα波およぴ皮

膚電気抵抗値の増大が報告されたことを契機として、瞑想法をリラクセ

ーション技法と見なして、「覚醒低代謝状態（Wa11ace，1970）」と呼

ばれる瞑想中の生理的状態を調べる研究が活発に実施されるようになっ

た。研究に用いられた生理的指標ぱ、心拍と皮膚電気反応が特に多く、

その他に呼吸、血圧、額部の筋電、末梢の皮膚温（血流量）などが測定

されている。

　多くの追試的研究の結果は、Waηace（197◎）の知見に対してやや否

定的である。たとえぱ、瞑想中に酸素消費量が低下することは確認され

たが（Jevw1ng，W11son，＆0，舶ηoran，1982；Wa11ace，1991など）、そ

の低下率は小さく（Wa11ace（1970）の一16％に対して、Bensonら（1975）で

は一5％）、漸進的弛緩法条件や安静条件と差がなかった（Fenw→ckら，1

977）。その他の指標でも、心拍や（Cau七hen＆Prymac，1977）筋電で
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（Morseら，1977）、他の条件と比べてTM中に大きな変化を見出した

という報告がいくつかあるが、多くの研究は（Curt1s＆Wessber9．1976；

Ho1mesら，1983；De1㎜onte，1984）、TM中の覚醒水準の低下量は漸進的

弛緩法条件や安静条件と差がないとする結果を得ている。結論として、

TM中には安静時と同程度に代謝量や覚醒水準が低下するとしか言えな

い。

　タントラ・ヨーガに関するCorbyら（1978）の研究でば瞑想中に覚醒

水準が上昇することが確認されているが、瞑想法には激しい呼吸や運動

を伴うものも多く、TMにおいても歩きながら瞑想する方法がある。代

謝率や覚醒水準の低下は瞑想法の本質的特徴とは考えられず、単純に全

般的な覚醒水準の低下を測定することは有益ではない。Bensonら（1982）

が、身体の表面温度を上げるツンモー・ヨーガの研究の指標として皮膚

温を用いたように、研究対象とした瞑想法の特徴を示すのに最適な指標

を選択する必要がある。たとえぱTMの場合、瞑想申に一時的な呼吸停

止が頻繁に起きることが特徴であり、そのような呼吸の状態が、TM中

の理想的状態とされる“純粋意識（思考活動がなく意識だけが存在する

状態）”の体験時に起きることが指摘されて．いる（Farrow＆Hebert，19

82；8adaw1ら，1984）。TMに関して瞑想中の生理的状態を研究するの

であれば、全般的な覚醒水準の低下を間題とするよりも、KeSterSOn＆

C1hch（1989）がしているように、瞑想申の意識状態と呼吸パターンの

関係について検討する方が有益だと思われる。

（2）ストレス下での生理的反応パターン

瞑想法の効果という観点から見て重要なのは、瞑想中の生理的状態で
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はなく、瞑想法を一定期間実習した前後での長期的、特性的変化として、

何らかのストレス刺激時あるいは安静時の心理的、生理的不安（覚醒）

水準がどう変わるかである。

　Thr◎11（1982）は、TMと漸進的弛緩法の両技法の実習によって、実

習中以外でも酸素消費量、心拍数、呼吸数、血圧などが低減したことを

報告している。また、Brunlng＆Frew（1987）も、ストレス対処訓練と

体操と瞑想法の実習が同程度の心拍数と血圧の低下をもたらすことを確

認した。一方、Eng1｛sh＆Baker（1983）は、TMタイプの瞑想と漸進

的弛緩法の4週間の実習前後にストレス場面での心拍数と血圧を測定し、

血圧だけに変化を認めている。また、Boswe11＆舳rray（1979）はTM

をモデルとした瞑想法と漸進的弛緩法と疑似瞑想訓練の2週間の実習前

後で、Puente（1981）はTMと弛緩反応法の1週間の実習前後で、心抽

や皮膚電気反応に変化を見出していない。

　West（1979）が、6ケ月のTMの実習前後での皮膚電気抵抗値の上昇

と自発性反射数の減少を確認していることから、1～2週間という短期

間の実習によって生理的反応パターンが変化するという仮説自体が不適

切だと考えるべきであろう。しかし、Puente＆8e1man（1980）は、4

週間の実習の効果として、不安喚起スライド提示時の心抽数が、TMで

は変化しなかったが、漸進的弛緩法や認知的再体制化などの技法では低

下したことを報告しており、少なくとも短期間で生理的変化を生じさせ

る技法としては、瞑想法の有効性があまり大きくないことを示している。

　瞑想法に、ストレス条件下での生理的反応パターンを安定させる効果

があることの根拠として頻繁に引用されるのが、クリック晋刺激へのT

M実習者の反応の特徴として、皮膚電気反応数が少なく慣れが速いこと

を示したOrme－Johnson（1973）の研究である。しかし、同様の結果を得
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た研究もあるが（Dan1e1s，1976）、追試的研究の多くで、TM実習者

と非実習者との聞に有意な差は見出されていない（L1nte1．1980；He1de，

1986）。Go1eman＆Schwartz（1976）の研究においても、ストレス刺激

下での皮膚電気反応に条件聞の差は見られなかったが、その結果とは別

に、TM実習者はストレス刺激時の生理的覚醒水準がより高く、ストレ

ス刺激後の回復が速い傾向があったことに注目している。D111beck＆

Ome－Johns㎝（1987）が主張しているように、瞑想法（TM）の生理的

効果の特徴が、反応の過敏性の緩和ではなく反応後の回復の速さにある

という可能性はあるが、研究データによる確認はされていない。

（3）不安低減効果の指標間の不一致

　瞑想法の不安低減効果は、第4節で概観したように、質間紙検査で測

定される性格特性としての不安得点の変化は一貫して認められている阯

方、ストレス状況下での心理的・生理的不安状態（質間紙検査および生

理指標で測定）の変化に関する結果は明確ではない。不安の心理的、生

理的、行動的側面を複数の指標を用いて検討した研究の多＜において、

指標間に結果の不一致が見られる。

　Go1eman＆Schw鉗tz（1976）の研究では、TM実習者と非実習者のス

トレス刺激後の生理的反応（心拍および皮膚電気反応）に差がなかった

が、STA　I（State－Tra廿Anx1ety　Inventory）の状態不安尺度（s－

STAI）を用いて測定された不安水準はTM実習者の方が低かった。

また、Parkerら（1978）は、弛緩反応法と漸進的弛緩法の3週聞の実習

によって、S　T　A　Iの状態不安尺度と生理的指標（血圧、心拍、皮膚電

気反応）の両方において、統制条件として安静訓練を続けた場合より安
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静時の生理的覚醒水準が低下したことを報告している。一方、BOSWe11

＆Murray（1979）は、マントラ瞑想と漸進的弛緩法の2週間の実習によっ

て、心理的指標（s－S　T　A　I）にも生理的指標（心抽、皮膚電気反応）

にも変化を見い出していない。また、心理的指標（s－STA工）では

状態不安が低減したが生理的指標（心抽、呼吸、皮膚温、筋電）には変

化がなかったとする研究（Gr廿f廿hsら，1981）や、逆に、心理的指標

（s－S　TAI）には有意な変化はなく、生理的指標（心抽）にだけ不

安（覚醒）水準の低下が見られたとする研究（Lehrerら，1983）もあり、

結果は様々で一貫’していない。質間紙検査と生理指標と行動観察の3つ

の指標を用いたK1rsch＆Henry（1979）の研究では、質問紙検査（戸ear

Thermo㎜eter）の得点は有意に低下したが、生理指標および行動観察の

結果は、何もしない統制群と差がなかった。

　瞑想法の効果が、質間紙検金で測定される性格特性とし。ての不安水準

の低減に顕著である一方、生理的指標における変化が併存的に確認され

ないという結果の説明として、瞑想法は身体的な反応よりも認知的な反

応に選択的に作用するという考え方がある。Schwartzら（1978）は、C

SAQ（Cognれ→ve－Somat1c　Anx1ety　Questlo㎜a1re）を用いて、不安

反応を認知的不安（たとえぱ、恐ろしい場面を想像してしまう）と身体

的不安（たとえば、心臓がドキドキする）に分けて検討し、TM実習者

は認知的不安が低く運動を習慣的にしている人は身体的不安が低いこと

を示した。しかし、Steptoe＆Kears1ey（1990）は、運動選手、習慣的

に運動をしている人、習慣的に瞑想法をしている人、あまり運動も瞑想

法もしない人の4つの群（340名）における不安水準をCSAQで測定

し、群間に全＜差がなかったことを報告しており、瞑想法が認知的不安

に選択的に影響するという仮説は検証されているわけではない。
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　また、De1m㎝te（1983；1985b）は、瞑想法の効果には被験者の態度

や期待などの非特異的要因が大きく関わっていることを指摘している。

しかし、瞑想法の効果に対する期待と不安得点の低減との相関関係につ

いては、それを見出している研究（Klrsch＆Henry，1979；Sm廿h，1976）

と見出していない研究（Zuroff＆Schwarz，1978）があり、これも未解

決の間題である。TMを指導された被験者は、漸進的弛緩法を指導され

た被験者より大きな効果への期待を持つことがいくつかの研究で確認さ

れているが（Zuroff＆Sch蝸rz，1978；Thro11．1981）、この期待効果は、

自己報告指標の不安得点を低減の方向に歪める可能性があると同時に、

瞑想法のように被験者自身が努力して実習する訓練法の効果を測定する

際には、実習後の検査場面での被験者の不安や緊張を高める方向に歪め

る可能性も含んでいると考えられる。

　瞑想法の効果に関する指標聞の結果のずれの間題は、これまで質問紙

検査と生理的指標の違いとして検討されていた。しかし、これまでの研

究結果を概観すると、同じ質間紙検査（S　T　A　X）の中でも、日常生活

における不安傾向を回顧的に自己評価する特性不安尺度では一貫して不

安得点が減少している一方、検査場面における心理状態を自己評価する

状態不安尺度の不安得点の変化は明確ではなく、生理的指標と同様の結

果となっている。このことから、瞑想法の効果に関する測定指標間の結

果のずれの間題は、心理的指標と生理的指標の違いというよりも、特性

不安の測度と状態不安の測度の違いという観点から再検討してみるべき

だと思われる。瞑想法の研究に際しては、様々な指標を併用し、期待効

果、訓練頻度などの非特異的要因を考慮した多面的な研究を進める必要

がある。本研究の第4章および第5章において、この間題を検討する。
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第6節　体験の報告を用いた研究の概観：至高体験の促進

（1）瞑想申の主観的体験の特徴

　瞑想法が欧米諸国に普及した一因に、容易に悟りや神秘的体験をもた

らす技法として期待されたことがある。禅に対するイメージの国際比較

をしたSalto（1992）の調査によれば、座禅に関して、日本人は身体を

鍛えることを通して精神を鍛える心身修行法と見なしているのに対して、

イギリス人の関心は精神面に集申し、悟りや変性意識状態をもたらす技

法としての側面が注目されている。瞑想法は、伝統的酉洋文化へのカウ

ンターカルチャーを代表するものとしてのイメージが強く、神秘的体験

との関連性が必要以上に強調される傾向があるが、実際には、短時間の

瞑想中に劇的な体験が起きることはめったにない。

　West（1980b）の調査によれば、TM中の体験の中心はrリラクセー

ションと落ち着き」であり、「不快な感覚」がそれに続く。禅瞑想を研

究したLesh（1970）の結果も、体験の中心はr落ち着き」、　「ぼんやり

した意識」、「注意集中困難」であった。また、0slsら（1973）やKohr

（1977）による瞑想体験の因子分析で共通して得られた因子は「意識の

変化と強化」、「瞑想開始前の心理状態」、「否定的体験」などであった。

これらの他に、瞑想中の一般的な体験として「雑念」がある。Kubose

（1976）は学生に数息観を実習させ、統制群の雑念が過去や未来に関す

るものが多いのに対して、瞑想群の雑念ぱ現在のことが多く、次第に雑

念が少なくなることを見出した。Kanas＆Horowれz（1977）は、閉眼安

静時と比べて瞑想時に雑念が少な＜なる傾向を、また、Sρanosら（1979）

は、T　M経験者の雑念が比較的少ないことを確認している。まとめると、
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瞑想中の体験の一般的な特徴は「リラクセーションと落ち着き」、「注

意集中と雑念」、「意識の変化と強化」、「不快感や否定的感情」など

だと言える。しかし、ここで取り上げた研究は全て、1O分から30分の短

時聞の瞑想を10回から30回実施しただけの、ごく初期の瞑想体験を調べ

たものであり、条件が変われば体験も異なったものになる。

　瞑想法の研究においては、複雑な対象の理解を深める目的で、研究者

自身が瞑想を体験することが重視されているために、長期闇瞑想をした

際の研究者自身の体験に関する報告がいくつかなされている。Tart（19

71）は1年間のTMの体験の、Wa1sh（1977；1978）ぱマインドフルネ

ス瞑想などの2年聞の体験の経過として、雑念と心の動揺ぱかりの状態

から、次第に刺激に敏感でありながら心の落ち着いた平穏な状態でいら

れることが増えてきたことを報告している。また、禅瞑想を集中的に実

践したHend1ln（1979）は、始めは身体的苦痛が中心だったが、次第に

様々な知覚の変化が生じ、イメージや幻覚やエクスタシーを体験したと

している。幻覚などの特殊な体験は、長時間瞑想を続けた場合に生じ易

いようであり、1日12時間以上瞑想する実習者を対象としたKornfづe1d

（1979）は、不随意運動、身体像の変化、エネルギーの湧出体験、幻覚、

強い幸福感、身体離脱体験、「霊的な」体験などを確認している。

　身体像の変化や幻覚などの知覚の変容体験は確かに劇的なものである

が、瞑想法に独自の特徴というよりも、感覚刺激の制限や遮断によって

容易に生じる体験である。被験者に青い花瓶を凝視させたDe1㎞aΩ（196

3）の実験では、5分程度で花瓶が輝きを増したり輪郭や大きさがくず

れたりし、さらには、花瓶と自分との一体感、性的興奮や幸福感が生じ

ることが確認された。また、より特殊な身体離脱体験や「霊的」体験な

どは、幻覚剤や過剰興奮をもたらすタイプの瞑想法によって生じ易いも
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のである。幻覚や「霊的」体験は、ヴィジ蟹ンやスピリチュアルな体験

．としてトランスパーソナル心理学の重要な研究対象となっており、創始

者のひとりであるGrof，S、（1985）は、初期には幻覚剤を用いたLSD

セラピーを、後には1～2時聞の過呼吸と激しい音楽を用いて特殊な体

験を誘発するホロトロピックセラピーを開発している。

　いずれにしろ、神秘的な体験が誘発されやすいのは、過剰興奮を引き

起こすタイプか、実践を長時間継続するタイプの瞑想法であり、心身の

鎮静をもたらすタイプの短時聞の瞑想法では、実習中に神秘的な体験が

起きることはまれである。TMは後者のタイプであり、20分間しか行わ

ない。TMにおける瞑想中の体験の特徴は、リラクセーションや落ち着

きだと考えられるので、それらの体験と心理的・生理的諸効果との関連

性を検討する方が実際的であろう。

　しかし、瞑想申の体験ではなく、瞑想法を実習している期間に日常生

活において生じる神秘的な体験にぱ注目する必要がある。禅においては、

瞑想申の神秘的体験は、魔境と呼ばれて重視されない。悟りの体験の多

くは、座禅中ではなく日常生活において、たとえば、「歩いている時に

桃の花を見て」、また、「草刈りをしている時に小石がカチンという晋

を聞いて」、突然に訪れるという（大法輪閣，1997）。同様に、TM中

に神秘的な体験が生じないとしても、TMの実習を長期聞継続すること

によって、日常生活において至高体験（Mas1ow，1962）などの神秘的体

験が生じやすくなる可能性がある。斎藤（1975）は、変性意識状態を、

人為的に誘発することが可能なもの（催眠、感覚遮断、幻覚剤などによ

るもの）と日常生活で自然に生起するもの（宗教的体験、恋愛体験など）

に分類しているが、瞑想法によって生じる変性意識状態も、瞑想中に生

じる体験と日常生活において生じる体験を区別して検討すべきであろう。
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（2）神秘的体験の科学的研究

　神秘的体験自体を直接研究するためには、既存の科学的方法論では不

十分である。そこで、トランスパーソナル心理学やユング心理学におい

ては、新たな方法論の構築への努力が重ねられてきた。成果として、変

性意識状態を基礎においたTart（1975b）の状態特定性科学、意識の階層

性とその超越を主張するWゴber（1977）の意識のスペクトル論、附nde1

（1982）のプロセス指向心理学などの理論と実践が生まれたが、それに

基づく研究方法の確立には至っていない。やはり現時点では、不十分で

あっても、既存の科学的研究方法を活用することが適切だと思われる。

　非日常的で特殊な主観的体験を科学的に研究するには、多様な変性意

識状態の体験を漢然と研究するのではなく、判別が可能な特定の体験に

焦点を絞るべきである。そして、その特定の主観的体験をすることと関

連の深い心理的・生理的・行動的特徴を明らかに’していくことが有益で

あろう。注目すべき重要な体験として、「至高体験（Mas1ow，1962）」、

「光を見る体験（F1scher，1978）」、　r純粋意識の体験（MahaHsh1．

1966）」などが考えられるが、これまでにも、それらの体験をすること

と精神的健康との関係や体験申の生理的状態の測定などの研究が行われ

てきた。

　Mas1ow（1962）が提起したr至高体験（Peak　exPer1ence）」という

概念は、精神的健康、特に自己実現に深く関わる要因を探求する中で見

出されたものであり、陥s1ow（1962）は、至高体験の程度や頻度によっ

て自己実現を量的に定義できると述べている。第4節で概観したように、

瞑想法の実習によって不安水準が低減し自己実現傾向が増大することが
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確認されているので、そのことと瞑想法の実習による至高体験の生起と

の関連性を検討することは意義がある。これまでにも瞑想法と至高体験

を結ぴつけて検討した研究は多いが、後でまとめて論じることとし、ま

ず、瞑想申に見出されるその他の体験について述べる。

　白く輝く光が見えるという体験は種々の瞑想法に共通するものであり

（［scher，1978；坂入・佐々木，1991）、たとえぱヨーガでぱ、スート

ラに白光体験の記述があり（佐保田，1980，P．68）、山崎（1983）はヨ

ーガ瞑想中に光が見えている時の脳波を研究している。また、ホロトロ

ピックセラピーでは死と再生の体験の段階で光が見えることが多いとさ

れ（Grof，1985）、自律訓練法では自律性除反応における光輝局面とし

て体系づけられている（Luthe，1973）。光が見えている状態は、他の

状態と明確に区別することができるので、その時の主観的体験と共に生

理的反応、脳波、生化学物質などを併存的に測定することが可能であり、

今後の研究の進展が待たれる。また、純粋意識（思考活動がなく意識だ

けが存在する状態）の体験はTMにおいて最も重視されているものであ

り、Banquet（1973）やGe1der1oos＆Be七〇（1989）などがこれを研究し

ている。純粋意識の状態では呼吸の一時的な停止が起こることが確認さ

れており（Farrow＆Hebert，1982；8adaw1ら、1984）、呼吸停止時の体

験として客観的に研究することが可能である。また、その他にTM実習

者の離入体験の特徴を調べたCast111o（1990）の研究や、TM教師の至

高体験中の脳波を調べたPerslnger（r984）の研究などもある。

（3）至高体験に関する心理学的研究

神秘的体験を示す概念としては、Ja鵬s（1902）の「意識の神秘状態」
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やFreud（1930）のr大洋的感情」が知られているが、これらは宗教的

文脈において生じる体験と見なされていた。Mas1◎w（1970a）は、この

体験をだれにでも生じるものと考え、宗教的文脈から切り離した客観的

研究が可能なものとして「至高体験（peak　expehence）」と呼んだ。

広義の至高体験は恋愛や芸術活動なども含む幅広い体験を指す概念であ

るが、Mas1ow（Khppner，1972）は、穏やかで持続的な至高体験を高原

体験（P1ateau　eXpehenCe）と呼び、瞬聞的な激しい体験である至高体

験をそれと区別していた。また、日常的な活動における変性意識状態の

体験を示す類似の概念として、Csrkszen七mrha1y1（1975）が遊びやスポ

ーツに没頭する体験を“f1ow”という用語で表わし、Pr1ve抗e（1981）

が能力を最高に発揮する体験を示す“peak　performance”という用語を

提唱したこともあり、至高体験という言葉は、より深い神秘的、超越的

体験を表わすようになってきた（Pr｛vette，1983）。

　至高体験の測定や判別に利用可能な質間紙としては、斎藤（1981）の

変性意識状態質間紙、Peka1a＆Lev→ne（1981）の主観的意識体験質間

紙、晦11szewskrら（1981）の瞑想体験プロフィール、Brownら（1982）

のトランス・イメージ・瞑想体験プ1コフィールなどがあり、至高体験の

判別を直接目的としたものとして、K1avetter＆Moger（1967）の至高

体験尺度、Mathes＆Zevon（1982）の至高尺度、Phvette＆Bundrrck

（1987）の体験質間紙などがある。また、至高体験後の人格変化の測定

を目的としたものに水島（1968）の成長経験質間紙がある。しかし、同

じ至高体験という言葉を用いても研究者ごとに定義が大きく異なってお

り、至高体験の判別に際して一致した基準は存在しない。

　広義の至高体験にっいては、脆s1ow（1962）はほとんどの人に起こる

と考えていたが、体験者の割合は、研究対象とする体験によって全く異
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なってくる。サンフランシスコの住民989名を対象としたWuthnow（1978）

の研究では、被験者の約60％が至高体験があることを報告し、9．7％の

者が複数の強い体験をしていたという。また、大学生246名を対象とし

たOavrsら（1991）の研究では、被験者の79％が至高体験があると回答

した。また、Thomas（1980）は大学、宗教団体、市民団体などの構成員

305名に調査を実施し、強い精神的体験があることを報告した者は3δ％

いたが、そのうち神秘的体験と呼べる水準の体験をしていた者はO，7％

のみであったと述べている。被験者の79％が至高体験をしていたとする

Dav｛sら（1991）の研究でも、強い影響力のあった体験は4％にすぎな

かった。すなわち、求める至高体験の定義によって体験者の割合が異な

り、神秘的体験と同じレベルの狭義の至高体験はごく一部の人からしか

報告が得られないと思われる。

　そこで、研究者の定義に合った至高体験のデータを一定数以上収集す

るために、特定の種類の至高体験者が多く含まれている集団を調査対象

とすることが多い。たとえば、K1ave批er＆Moger（1967）はLSDセ

ラピーの体験者を調査対象としており、Rav1zza（1977）は運動選手を、

Panzare11a（1980）は美術展や演奏会に訪れた人々を、Yea91eら（1989）

は芸術家を対象としているが、これらはそれぞれ薬物体験、スポーツで

の没我体験、美的体験、創造体験としての至高体験を調べたものである。

　広義の至高体験にぱ様々に異なる体験が含まれるので、至高体験を分

類する試みもなされてきた。↑horne（1963）は、至高体験をその性質か

ら感覚的、情動的、認知的、意欲的、自己実現的、クライマックス的の

6タイプに分類した。また、Mathes＆Zevon（1982）は、至高体験を誘

発した状況による9タイプの分類（李間、社会的、芸術、運動、自然、

利他的、性的、薬物、政治的）を紹介している。同じ至高体験でも、芸
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術鑑賞申と運動申と薬物摂取時とでは性質が異なっていると思われるの

で、起きた状況によって至高体験を分けて考えることは重要であろう。

Mas1ow（1971）自身は、至高体験が起きやすい状況として音楽（ダンス

を含む）と性行為と自然分娩をあげている。また、陥s1ow（1964）は、

はじめは幻覚剤による至高体験の誘発に好意的であったが、晩年は若者

の薬物乱用を嘆いて安易に至高体験だけを求めることを批判し、時聞と

労カをかけた精神的訓練の必要性を主張している（Mas1ow，1970b）。

またGr1bert（1971）も、薬物による即席の体験と訓練を積んだ瞑想者の

体験の違いについて論じている。

　至高体験を促進するものぱ、直接的なものと間接的なものに分けられ

る。幻覚剤や煽情的な晋楽などは直接的な至高体験の引金となる。運動

でも創造活動でも、それへの没頭の瞬間がそのまま至高体験と見なされ

る。しかし、伝統的な精神的訓練である禅や瞑想法は、それとは異って

いる。瞑想中の神秘的体験は魔境として重視されず、悟りの体験は主と

して日常生活の中で起こるのである。瞑想法の本来的役割は、直接的な

至高体験の誘発ではなく、間接的に至高体験の準備状態を促進すること

かもしれない。

　さて、では至高体験をすることとその体験者の自己実現傾向や精神的

健康度とは、どのような関係にあるのだろうか。K1avetter＆Moger（1

967）は、至高体験と自己実現度との関係を調べ、r＝O．73という強い

正の相関を見出している。また、Wuthnow（1978）は、至高体験者はよ

り人生に意義を感じており、自信があり、物や金の所有に価値をおかな

いことを見出した。その他、Ge1der1oosら（1990）の研究や16PFを用

いたMcC1aづn＆Andrews（1969）の研究でも、至高体験者はより精神的

に健康であることが示されている。一方、Mathes＆Zevon（1982）の研
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究では、至高体験と自己実現度との相関がぽとんどなかったが、全体的

な傾向としては、至高体験者は自己実現度が高く健康であるという結果

が得られている。

　しかし、これらの研究は弱い体験を含む広義の至高体験について調べ

たものであり、神秘的体験のような狭義の至高体験についても同様の結

果が得られるかどうかは不明である。Lukoff（1985）が指摘しているよ

うに癒滴や分裂病の患者の体験には神秘的体験とよく似たものがあり、

精神的健康度が高い者と精神病的な者が被験者の中に混在する可能性が

あるからである。狭義の至高体験のデータを収集する際には、この点を

考慮する必要がある。↑hapa＆Murthy（1985）が、瞑想法実習者と精神

分裂病患者と癒癩患者の変性意識状態の体験の特徴の違いを示しており、

また、Lukoff（1985）による精神病的な神秘体験と神秘的な精神病症状の

診断基準などもあるが、実際には体験の内容だけから鑑別することは難

しいので、至高体験をした者の精神的健康度を測定しておくことが必要

だと思われる。

第7節　本章のまとめ

　瞑想法に関する先行研究を概観した。「瞑想法」には多様な技法があ

るが、心理学的論文の半数以上でTMが研究対象とされていることがわ

かったので、本研究においても、指導方法が標準化されている瞑想法の

代表的技法としてTMを研究対象とし、その効果を検討することにした。

　次に、瞑想法の効果に関する先行研究を3種類に分けて概観した。

（1）質間紙検査を用いた研究

　瞑想法による特性不安水準の低減効果を検討したものが最も多く、結
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果として一貫して顕著な効果が確認されていた。一＞（これまでの研究

．における手続き上の間題点を踏まえて、瞑想法の不安低減効果を第4章

で検討する。）

　その他、内向性一外向性の変化、内的一外的統制の位置の変化、自己実

現傾向の変化などを調べた研究なども多かったが、効果ありとする報告

が多かったのは自己実現傾向の増大効果だけであった。一＞（瞑想法に

よる自己実現傾向の増大効果を第6章で検討する。）

（2）生理的指標を用いた研究

　瞑想中の生理的状態の変化を測定した研究の多〈において、覚醒水準

や代謝量の低下が確認されているが、その低下量は安静時と差がないこ

とが示されていた。また、瞑想法の実習による反応パターンの変化とし

てのストレス状況下での生理的反応の安定効果は、あまり見られなかっ

た。瞑想法による不安水準の低減効果に関する、質間紙検査と生理的指

標の間の結果のずれの間題を取り上げ、特性不安の指標と状態不安の指

標の違いとして再検討する必要があることを指摘した。一＞（瞑想法に

よるストレス状況下での生理的反応の安定効果を第5章で検討する。）

（3）体験の報告を用いた研究

　瞑想中の体験’としては、変性意識状態や神秘的体験などの特殊な体験

は、過剰興奮を引き起こすタイプか実践を長時闇継続するタイプの瞑想

法においては高頻度に生じるが、心身の鎮静をもたらすタイプの短時闇

の瞑想法で起きることはまれであり、後者のタイプであるTMにおける

瞑想中の体験の特徴は、リラクセーシ蟹ンや落ち着きなどを中心とする

ものであることが報告されていた。一＞（瞑想中の体験の特徴を第7章

で検討する。）

　しかし、瞑想法実践期聞中に、瞑想中ではなく日常生活において至高
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体験が生じやす〈なる可能性を指摘し、至高体験に関する先行研究を概

観した。一＞（瞑想法による至高体験の促進効果を第6章で検討する。）
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第3章　瞑想法の効果の理論的検討

　瞑想法の効果が生じるメカニズムに関して、先行研究における理論的

検討を概観し、新たな理論的観点を提起する。なお、ここで論じる効果

は、「悟り」などの高次の精神的成長や事例的に報告されている病気の

治療効果ではなく、不安低減効果を中心とする実証的に確認されている

効果に限定する。また、メカニズムに関する理論も研究者が提唱したも

のを対象とし、伝統的な宗教理論は取り上げない。

第1節　先行研究における諸理論

　瞑想法に関する心理学的理論は、まだ確立されたものが存在せず、個

々の研究者が様々な立場からの解釈を提示している段階である。それら

を「二極的な心身の状態間の移行」を仮定した理論と「瞑想中の体験内

容の意識化」に注目した理論に分けて概観する。

（1）二極的な心身の状態聞の移行を仮定した理論

　生理的な移行に関しては、弛緩反応を引き起こす技法として瞑想法を

定義したBensonら（1975）の理論が知られている。弛緩反応とは、交感

神経系の過剰な反応の抑制．による血圧、心拍数、呼吸数、代謝量などの

低下を特徴とするもので、危機に対処するための生体の反応としてW．B．

Ca㎜onが提示した闘争一逃走反応に対置する概念として提起された。慢

性的なストレスにさらされる文明社会の中で有効に休息をとるためには

積極的に弛緩反応を引き起こす必要があり、瞑想法（静かな環境で、楽
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な姿勢を取り、雑念を払う工夫をし、あるがままの態度を維持すること：

瞑想法の4要素）によって弛緩反応が生じるとしている。類似の考え方

として、Ge11horn＆K1e1y（1972）も、活動的でエネルギー消費的なエ

ルゴトローピック状態（ergOtrO｛C　State）から休息的でエネルギー蓄

積的なトロフォトローピック状態（trophotrop1c　state）への移行とい

うHess（1957）の概念を用いて瞑想中の生理状態を説明している。また、

Wa11aceら（1971）は、α波とθ波を中心とする脳波の特徴に基づいて

瞑想状態が単なる弛緩や睡眠とは異なることを強調し、覚醒低代謝状態

（wakefu1hyp㎝etabo11c　state）という概念を提示している。

　心理的な移行に関してぱ、De1kman（1971）の二相の意識説（br㎜oda1

COnSC1OuSneSS）がある。瞑想中には、目的に向かって努カする状態で

あり言語的で運動的な「能動の相」から、介入せずに知覚的入力を観察

している状態であり非論理的で非活動的な「受容の相」への移行が起こ

るとされている。Delkman（1971）が指摘した受動性や受容性の増大は、

多くの研究者から瞑想法の最も重要な特徴と見なされている（Bens㎝ら

，1975；Smれh，1987など）。Fromm（1977）も、認知様式の二次過程と関

連する「自我活動性」ではなく一次過程と関連する「自我受容性」が、

瞑想法によって増大するとしている。精神分析の立場からの解釈の多く

は（Shafパ，1973；From棚，1977；8oars，1978）、瞑想法によって一時的

で適応的な退行が生じ、認知様式が、論理的、言語的、現実指向的な二

次過程からイメージ的、非言語的、非現実指向的な一次過程へと移行す

るというものである。瞑想実践の進展とともに、適応的退行の能力や非

現実的体験への耐性が向上すると考えられている。

　このような二極聞の移行の生理学的説明として、大脳半球の機能差に

注目したGa1廿（1974）やDavrdson（1976）は、瞑想中の体験は右半球
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が媒介するものだとしている。左半球の論理的、分析的、言語的機能が

活性化している「能動の相」に対して、瞑想中の「受容の相」では一般

的に非優位な右半球の直観的、全体的、空闇的機能が活性化すると考え

られた。Fenw1ck（1987）は、多くの瞑想法に共通する手続きである単

調刺激の繰り返しによる分析的思考活動の低下が左半球機能の抑制をも

たらし．、晋段は抑制されている右半球機能が活性化すると説明している。

’また、瞑想法実習者や癒痴患者に起きる神秘的体験が右側頭葉の活動と

関連しているという知見から（Pers→nger，1984；ClHgn〇七拓ら，1980）、

瞑想法が特に右側頭葉と関係が深い可能性が指摘されている。

　瞑想法の効果としてこれまで一貫して確認されているのは、特性不安

水準の低減と自己実現傾向に晃られる自己肯定や自発性の促進であるが

　（第2章第4節参照）、特性不安水準の低さや（Tuck⑧rら，1978）楽観

性（Levyら，1983；He11er，1993）が、右半球の活動性の高さと関連して

いることが報告されており、瞑想法の効果のメカニズムを説明する上で

右大脳半球の活性化説には説得力がある。しかし、これまでの研究結果

はこの仮説に対して否定的であり、瞑想法の実習によって右半球の活動

性が高まるというデータば得られていない（Ear1e，1981；Fenw1ck，1987

など参照）。TM（Transcendenta1Med廿atron）実習者は非実習者と

比較して右半球機能の優位性が高いという報告があるが（Warrenburg＆

　Pagano，1982－1983）、右半球優位な者が瞑想法に興味を持ちやすく実

習の継続性も良いことによる選択効果として解釈されている。

（2）瞑想中の体験内容の意識化に注目した理論

瞑想法は、心の活動をありのままに観察し続ける静慮型と一定の対象
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に集中する注意集申型に分けられるが（Go1eman，1977）、静慮型に関

する理論の多くでは、瞑想法は自己の精神過程（感覚、感情、思考など）

を観察し制御可能にする訓練と見なされている。HendHcks（1975）は、

瞑想法は弁別訓練であり、実際の出来事と自己の思考との弁別が可能に

なることに伴って比較的超然とした態度で自己の思考や感情を観察でき

るようになるとしている。またDeatherage（1975）は、瞑想法の実践

を通して、観察の主体としての自己（蝸tCh帥Se1f）と対象としての思

考や感情を区別できるようになり、思考や感情を客観的に観察してラベ

リングすると、それらの影響力が弱まって制御可能になるとしている。

　注意集中型の瞑想法においてぱ、瞑想中の思考や感情は雑念として扱

われ、雑念に気づくとマントラ（聖音）や呼吸などへの注意集中に戻る

ことを繰り返すが、時に、マントラも思考も全て消失する主観的体験を

することがある。0rnste『n（1972）やP1gg1ns＆Morgan（1977）は、こ

の体験を宗教的文脈で頻繁に報告される「無（no　thought）」の体験と

みなして重視している。TMにおいても、思考及びマントラが消失する

「純粋意識（pure　COnSC1OuSneSS」の体験は、その理論の中核となるも

のである（Mahar1sh1．1966）。

　しかし、精神分析や行動主義心理学の立場の理論では、むしろ瞑想中

に生じる雑念の方に焦点が当てられてきた。第2章（第6節（1））で概

観したように、瞑想中の体験の申心はリラクセーションと落ち着きであ

るが、不快な体験や否定的な体験もかなりの頻度で生じる。瞑想法の実

習中に不安感の増大が起こることを確認したHerde＆Borkovec（1983）

は、これを「弛緩起因性不安（re1axatlon　lnduced　anx1ety）」と呼ん

だ。精神分析的説明として、Epsteづn＆L1eff（1981）は、瞑想中には

抑圧されていた体験内容が意識に上がってくるとしており、Sha刊1（19
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73）は、瞑想中の適応的退行状態においてトラウマの再体験とその克服

がなされるとしている。すなわち、瞑想中に不快な体験が生じることぱ、

抑圧された無意識的内容の意識化およぴカタルシスの効果を有すると考

えられている。また、行動主義的説明として、Go1eman（1971）は、リ

ラクセーション状態において不快な記憶が想起される瞑想中の体験が、

不安を喚起する思考を生理的弛緩状態で拮抗制止する系統的脱感作法一と

類似の効果をもたらすと考えている。Ot｛s（1974）とB1◎ck（1977）は

TMに関して、ShaPlro＆Z廿ferb1a七七（1976）は禅に関して、やぱり

脱感作の観点から論じている。実際に、脱感作法の適用に際して、弛緩

反応法（B今nson，1975）が漸進的弛緩法と同等か（K廿sch＆Henry，19

79）、あるいはそれ以上に有効であることが（Greenwood＆Benson，197

7）確認されている。CarHngton＆巨phron（1975）は、瞑想中に想起さ

れる不快な記憶はその時点で耐えられるものが自動的に選択されている

としており、瞑想法は、実習者各自のぺ一スで自動的に進む脱感作法だ

と考えられている。

（3）その他の理論

　高次の精神的成長の効果に関する理論としては、瞑想中に生じる死と

再生の体験やトランスパーソナルな体験による意識の拡大を論じたもの

が多く（Anderson，1977；W11ber，1977；Wa1sh，1983；Grof，1985など）、

トランスパーソナル心理学として確立しつつある。しかし、第2章（第

6節）で概観したように、そのような体験が瞑想中に頻繁に生じるのぱ

過剰興奮をもたらすタイプか瞑想状態を長時闇持続させるタイプの瞑想

法に限られており、TMなどのリラクセーションをもたらすタイプの瞑
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想法ではめったに生じないこと、及び実証的検証が困難なことから、こ

、こでぱ取り上げなかった。その他、実証的検証は困難だが説明力の高い

ものとして、Pe〔s，F．のゲシュタルト理論（Ba1ogh，1976）、Ke11y，G．

A、の構成主義理論（Oe1㎜onte，1987a）、Berta1a㎡fy，L．v．の一般シス

テム論（Tyson，1982）などに基づく瞑想法の解釈がある。

　また、すでに実証的なデータの蓄積があるという点で、催眠や感覚遮

断などの変性意識状態との類似性から瞑想法を検討することが有効であ

る。De1monte（1984e）が、瞑想状態と催眠によって生じるトランス状

態の共通性について述べており、実際にT　Mと催眠を比較したBarmark

＆Gaun廿z（1979）は、リラクセーションと落ち着きの増大、イメージ

の鮮明化、主体と客体の区別の減弱化などの共通点を見出している。ま

た、Boa1s（1978）は、瞑想状態を感覚遮断状態と見なして研究するこ

との有効性を指摘している。感覚遮断状態では、様々な生理的・知覚的・

認知的変容が生じることが確認されており（Suedfe1d，1980；北村・大

久保，1986など）、その特徴は瞑想状態と類似している。また、環境刺

激制限の実験の被験者となっただけで自己に対する満足度が高まり（北

村・大久保，1986）、自己受容や自己洞察が促進する（Suedfe1d，1980）

という報告もあるので、効果においても共通点がある。ただし、瞑想法

は環境からの外的な刺激を制限するだけでなく、マントラなどを用いた

注意の訓練によって内的な刺激（思考やイメージ）まで制限する点で、

環境刺激制限の実験状況とは異なっている。瞑想法を、外的およぴ内的

刺激を制限する手続きと見なすことは、実証的研究が可能で有効性の高

い考え方であるが、感覚遮断によって様々な効果が生じるメカニズムに

関する理論も未確立であり、やはり新たな理論的検討が必要となる。
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第2節　新たな理論的観点；ギア・チェンジモデル

　瞑想法の本来の特質は、弛緩法でも治療法でもなく、「悟りの境地」

に至るための自己鍛練法である。また、瞑想申の体験の中核をなすのは、

「純粋意識（晦haHsh1．1966）」、「汚されていない純粋な知覚（Shafパ，

1973）」、　「非分析的な注意（Shap廿o，1982）」などの用語で説明される

特殊な意識状態である。しかし、これまでの理論は、「悟りの境地」や

瞑想中の意識状態を過度に神秘的なものと見なして瞑想法を変性意識状

態誘発法と見なすか、逆に瞑想中の雑念や生理的弛緩状態だけに注目し

て、それらの存在を無視してきた。前者はトランスパーソナル心理学と

して発展し、瞑想法の実践を促進する理論的基盤となったが、実証性を

欠いている。また後者は、心理学や生理学の方法を用いた多くの実証的

研究を可能にしたが、瞑想法を既成の理論的枠組にはめ込む方法を取っ

たために瞑想法独自の効栗を検証できず、得られた結論は「弛緩法と同

じ」、　「脱感作法と同じ」などである。やぱり瞑想法独自のメカニズム

を検討するには、目的としての「悟りの境地」を無視せず、また神秘化

せずに定義し、「瞑想中の特殊な意識状態」の果たす役割を適切に説明

できる検証可能な理論が必要である。そこで、以下に「瞑想法のギア・

チェンジモデル」を提起する。

（1）ギア・チェンジモデル

　まず、ギア・チェンジモデルの基礎となったDe1㎞an（1966）の脱自

動化（deaut㎝atlzaむon）の概念を紹介する。悟りに至るには、欲求が

支配する習慣化しパターン化した行動や、先入観や偏見に基づく習慣的
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な知覚や思考に気づき、それらを克服する必要がある。De1㎞an（1966）

はこの過程を脱自動化と呼ぴ、瞑想法の中心的プロセスと見なした。瞑

想中には非論理的で非活動的な「受容の相」へ認知過程が移行し、習慣

的に行われていた知覚、思考、行動の自動性が消失するとしている。ま

た、Shafパ（1973）も同様に、反復的で自動的な行動からの解放を促進

する方法として瞑想法をとらえている。そして、脱自動化の結果として

自動的な通常の意識を常に超越していられる状態、瞑想中以外でも「汚

されていない純粋な知覚」が可能な状態を悟りと見なしている。

　これらは、瞑想中の特殊な認知過程を二極的に通常の認知過程と対置

させ、それ自体を優れた認知過程と見なす考え方である。しかし、人閥

の認知は一定の特徴を有する邊択性を前提として成り立っており、常に

なんらかのバイアスが存在する。はたして何の選択性もない「純粋な知

覚」は、認識できるのだろうか。TM（Transcendenta1Med廿atron）

中の「純粋意識（MahaHsh1．1966）」は、その状態から通常の意識に戻っ

た後にその状態にあったことを自覚するだけで、その体験の最申には認

識できないものとされている。やはり「瞑想中の特殊な意識状態」は、

認識できないか、認識できたとしても日常生活において適応的に活用で

きる認知遇程だとは考え難い。

　そこで、通常の状態と瞑想中の状態を対置させる二極的なモデルでは

なく、通常の意識において機能する複数の認知・行動パターンが多極的

に存在し、　「瞑想中の特殊な意識状態」はそれらの中継点としての役割

を果たしていると考える「ギア・チェンジモデル」を提起したい。

　ギア・チェンジモデルとは、　「純粋意識（Mahahshr，1966）」、「無

の体験（0rnste1n，1972）」などの用語で説明される瞑想申の特殊な意

識状態を、自動車などのギア・チェンジにおけるニュートラルの状態に
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対応させて説明するモデルである（F19．1参照）。

ニュートラル・モード（瞑想中の特殊な状態）

［g．1瞑想法のギア・チェンジモデル

　通常モード、およびモードAからモードXは、一定の選択性およびバイ

アスを含む種々の認知・行動パターンであり、自動車の運転において用

いる様々なギアに相当する。運転に際してぱ、状況に応じて適したギア

を使い分けることが容易であるが、日常生活において異なる認知一行動

パターンを使い分けることは難しい。各個人ごとに優先的に用いる認知・

行動パターン（通常モード）が決まっており、そのパターンだけが、異

なった状況でも比較的一貫して用いられることが多い。これを認知・行

動スタイルと呼、∫くことにする。この認知・行動スタイルが固定化した場

合に、様々な不適応の間題が生じると考えられる。固定化した認知・行

動スタイルは意識されなくなり、異なる状況に対しても1つの認知一行

動パターン（通常モード）だけが自動的に用いられるようになる。また、
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そのパターンに含まれるバイアスや選択性の存在にも気づかなくなる。

たとえば、別モードAの活用がより有効な状況においても、意識せず自

動的に通常モードの認知・行動パターンで反応してしまう。そのような

時に、習慣的に用いている認知・行動パターン（通常モード）を一旦放

棄することができれば、それまで意識せずに用いていた通常モードの存

在と特徴に気づき、別モードに切り替えることが可能になる。De1㎞an

（1966）はこれを「脱自動化」と呼んだわけだが、瞑想法に関するこれ

までの理論では、瞑想申の特殊な状態自体の価値が重視され、そのよう

なモードで偏りのない正しい認知・行動が遂行できるようになることが、

瞑想法の目的（悟りの境地）だと考えられていた（円gg1nS＆MOrgan，

1977；Oe1monte，1987bなど）。しかし、ギアーチェンジモデルでは、瞑

想中の特殊な状態の価値を、様々な偏りを持った複数のモード聞の自由

な切り替えを可能にするための中継点としての役割においている。脱自

動化が起こるプロセスは、ギア・チェンジモデルにおいては、r一定の

瞑想状態の体験を毎日繰り返す訓練を通して、一時的にモードを瞑想状

態（ニュートラル）に切り替える技能を身につけることによって、自分

がその時用いていたモードを自覚し、別のモードに切り替えることが容

易になるJとして説明できる（ギア・チェンジモデルの考え方は、認知

モードに限らず、習慣的な行動的反応や生理的（情動的）反応のパター

ンの切り替えとして、行動モードや生理モードに関しても同様に適用で

きる）。

　ここで新たな観点を提起するが、現行のモードから一時的に離れてそ

れを相対的に認識するという目的を達成するためには、必ずしも、特殊

なニュートラル状態に移行することが不可欠ではない。現行のモードと

は異なる別のモードに移行しさえすれば、現行のモードを相対的に認識
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することは可能である。この観点に立てば、瞑想法の特徴は、「一定の

心身の状態および特定の別モードでの体験を毎日繰り返す訓練を通して、

随意に心身をその状態に移行させ、モードを切り替える技能を身につけ

ること」だと考えられる（瞑想法ぱ心身の総合的訓練法なので、「一定

の状態」とは、認知的・行動的・生理的に一定の状態であることを意味

する。すなわち、認知モードが切り替わる際には、筋緊張や自律神経系

の活動などの変化も併行して起きる）。

　この観点から、瞑想法は、大きく2種類（または2段階）に分けられ

る。特殊なニュートラルモードヘの切り替えを直接的に目指す方法（静

慮型瞑想）と、まず別のモード（習慣的に使用される通常モードとは異

なるモード）への切り替えを目指す方法（注意集中型瞑想）である。瞑

想の本質的な方法は前者かもしれないが、後者の方が比較的容易に達成

できるであろう。具体的な瞑想法で言えば、例えば座禅は前者に近く、

TMは後者に近いと考えられるが、単純に技法ごとに分類するのは適切

でない。むしろ、多くの瞑想法において、実践の初期の段階では別のモ

ードヘの移行が中心であり、実践が深まるに連れて、ニュートラルモー

ドヘの移行が中心となると考えたほうが実際的である。

（2）ギアーチェンジモデルに基づく諸概念の説明

　瞑想法に関するこれまでの研究において、悟り（en1lghte㎜ent）と

いう言葉の下で混同して論じられてきた「瞑想中の特殊な意識状態」、

「悟りの体験」、「悟りの境地」の3つの概念を、ギア・チェンジモデ

ルでは明確に区別して説明できる。また、「静慮型」と「注意集申型」

の2つのタイプの瞑想法も1っのモデルの申に位置づけることができる。
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【瞑想申の特殊な意識状態】

　「純粋意識（MahaHshi，1966）」とか「無の体験（Ornste｛n，1972）」

と呼ぱれるものであり、瞑想中に起こる認知の対象（思考、感情、マン

トラなど全て）が消失する体験で分析的記述が不可能なものである。ギ

ア・チェンジモデルでぱ「ニュートラルモード」に相当し、単に、通常

の認知・行動パターンを一時的に放棄した状態だと考えられる。使用し

ているギア（モード）を別のギア（モード）にチェンジするためには、

必ずこの「ニュートラルモード」を中継することになる。

【悟りの体験】あるいは【至高体験（Mas1ow，1964）】

　ここでは、過剰興奮をもたらすタイプの瞑想法では瞑想中に体験され

ることもあるが、多くは瞑想中ではなく日常生活において突然に起きる

もので、強い幸福感と万物や神聖なものとの一体感を主た．る特徴とする

体験のこととする。弱い悟りの体験は、モードがシフトした瞬聞の驚き

と喜びの体験だと思われる。強い悟りの体験や至高体験は、主体と客体

あるいは観察自己と観察対象の区別を超越した認識をする特徴を持つ

「モードX」における体験だと考えられる。酷似した体験がL　S　Dなど

の幻覚剤によって誘発されることから（Hofma㎜，1979；Grof，1985）、

特定の大脳生理学的基盤を有する体験だと思われる。通常の意識におけ

る「別モードA」や「別モードB」と同列に配置されるが、めったに使

用されないモードという意味で「モードX」とした。「モードX」を常

に活用し続けることは、強い幸福感や満足をもたらすかもしれないが現

実適応的ではないと思われる。禅における「魔境」や「野狐禅」という

言葉は、魅力的な特殊モードXに留まっている状態を指すと解釈できる。
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【悟りの境地】

　一時的な状態としての「悟りの体験」と一定の特性としての「悟りの

境地」とは、区別して考えるべきである。悟りの境地は、「適切な（あ

るがままの）認識」と「行動の自由自在さ」が主たる特徴だと思われる

が全体像は不明である。ここでは、　「脱自動化（◎er㎞an，1966）が達

成され、自己の認知・行動パターンを自覚し、自在に適切な認知・行動

パターンをとる能力が獲得された状態」としておく。ギア・チェンジモ

デルで言えば、「ニュートラル・モード」を活用して、各モード間を自

由に移行できる能力である。この境地を目的とした場合、たとえ悟りの

体験をもたらす「モードX」であっても、1つのモードに留まることは

間題である。また、この能力の獲得のためには、瞑想法の実践を通して、

いつでもどこでも一時的に「ニュートラル・モード」にチェンジできる

能力を身につけることに加えて、日常生活（通常の意識）での実践を通

して、様々な別モード（A～X）の認知・行動パターンを豊富な選択肢

として活用できる能力を体得することが必要となる。

【静慮型瞑想】

　静慮型瞑想においては、外界の事象や意識内容などの認知の対象だけ

でなく、知覚や思考などの認知のプロセス自体を、受動的な態度で非分

析的に観察することが求められる。Deatherage（1975）によれば、静慮

（“nd仙1ness）型瞑想では、主体である観察自己（wa七cher　se1f）が、

身体感覚（呼吸、歩くことなど）や感情や思考などを対象とした観察を

続ける実践をするのだという。また、De1monte（1990）は、観察対象に

よって難易度のレベルが異なるとしている。呼吸や歩くことなどは通常

意識せずに行っているが、注意を向けれぱ、それに気づき観察を続ける
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ことは比較的容易である。それに対して、思考を関与せずに観察し続け

ることは難しく、すぐに思考の内容を思考するメタ思考になってしまう。

それを防ぐために、非分析的で受動的な態度を保とうとする姿勢が役立

つ。関与せずに観察を続けていると、思考活動は自然に停止する。そし

てまた思考が始まっては停止することを繰り返すのである。これをギア・

チェンジモデルに当てはめて考えると、思考およびメタ思考は「通常モ

ード」でなされ、思考停止状態での観察が「ニュートラルモード」に相

当する。1つのギア（通常モード）に接続しては切る（ニュートラルモ

ード）ことの繰り返しを観察することを通して、思考に際して（行動や

認知に際しても）、「通常モード」が無意識的に選択され自動的に使用

されていた状態に気づき、「ニュートラルモード」から種々の「別モー

ド」への接続が可能になると考えられる。

【注意集中型瞑想】

　注意集中型瞑想においては、一定の刺激（マントラやマンダラ）に注

意を向け続ける。そして、座り方、呼吸法、心的態度、実習時間など、

各瞑想法ごとに細部に渡ってやり方が規定されているため、実習者は、

毎日の瞑想法実践において、同一の心身の状態を（一定の刺激と共に）

繰り返し体験することになる。瞑想申の状態は、日常生活における通常

の心身の状態（通常モード）とは認知的・行動的・生理的に異なった一

定の状態（別モード）であり、マントラなどを条件刺激として、その状

態（別モード）への移行が容易に生じると考えられる。ギア‘チェンジ

モデルでは、注意集中型瞑想の中心的特徴は「一定の心身の状態および

特定のモードでの体験を毎日繰り返す訓練を通して、随意に心身をその

状態に移行させ、r通常モード」とr別モードJの間を切り替える技能を身
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につけること」だと見なされる。2つのモードが活用できるだけでも

「通常モード」の相対化およぴ意識化が可能になり、行動の自由度も高

まるが、特殊な「ニュートラルモード」の代わりに、1っの「別モード」

を一時的な中継点として活用することができるので、種々の「別モード」

への移行も比較的容易になると思われる。

　酉洋諸国において瞑想法が活用される際’に、各実習者に適した、より

効率的なやり方に改良して実践されることが多かったが（Benson，1975；

Carr｛ngton，1987など）、ギア・チェンジモデルの観点からは、やり方

が厳密に一定であることこそが重要である。毎回の瞑想法において得ら

れる心身の状態は同一であるべきであり、また、実習者の得意なやり方

（通常モード）とは異なる方法を用いたほうが有効だと考えられる。

（3）瞑想法の実習による認知スタイルの変化

　一定の心身の状態およびその時に用いられる特定のモードは、瞑想法

の種類（および実践者の習熟度）によって異なっている（［g．2参照）。

心身の状態を弛緩一緊張の観点から見てみると、例えば、結蹴践坐によ

る座禅の場合、僧帽筋などは弛緩しているが、下半身および心理的には

緊張状態にある。また、瞑想法ではなくリラクセーション法であるが、

安楽椅子姿勢による自律訓練法の場合は、心理的にも生理的にも弛緩状

態にある。TMはこの中間に位置すると考えられるが、全体的に見れぱ

弛緩状態である。次に、認知パターンを肯定的一否定的志向性の観点か

ら見ると、緊張状態と比較して、自律訓練法による弛緩状態においては

認知パターンが肯定志向的に偏る傾向があることが確認されている（坂

入，1995）。一方、瞑想法の実践で目的とされるのは、否定的にも肯定
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的にも偏らない非選択的認知パターンだと考えられる。TMなどの技法

は、もしもその瞑想中の心身の状態の特徴がリラクセーション（弛緩）

にあり、肯定志向的認知パターンが繰り返し選択されるならば、実習者

の認知スタイル（認知パターンの選択傾向）は次第に肯定的な方向へ変

化することが考えられる。また、瞑想申にニュートラルな非選択的認知

モードが繰り返し選択されるとすれぱ、長期的には、否定的にも肯定的

にも偏らない認知スタイルが形成される可能性がある。

　本研究（第4章、第7章、第8章、第9章）において、瞑想の実習に

よる不安水準の変化、不安水準と肯定志向的一否定志向的認知スタイル

との関係、一時的な心身の緊張一弛緩状態と認知パターンとの関係、瞑

想中の体験と認知スタイルの変化との関係、そして、瞑想の実習による

認知スタイルの変化と不安水準の変化との関連性を検討することを通し

て、瞑想法の実習によって認知スタイルが肯定志向的に変化し、不安水

準が低減するプロセスを検討する。

不安水準の高い者 瞑想法の実践で リラクセーション

が選択し易い状態 目的とされる状態 訓練中の状態

否定志向的認知 非選択的認知 肯定志向的認知

心身の緊張状態 恒常性を保った状態 心身の弛緩状態

F1gI2瞑想法の実践による認知モードの変化
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第3節　本章のまとめ

　瞑想法の効果が生じるメカニズムに関して、先行研究における理論的

検討を概観し、新たな理論的観点を提起した。

　これまでに提起された諸理論を、瞑想中の心身の状態が、「覚醒低代

謝状態（Wa11ace，1971）」、rトロフォトローピツク状態（Ge11hom＆

K1e1y，1972）」、「弛緩反応（Bens㎝，1975）」、r意識の受容の相

（De1㎞an，1971）」、　r右大脳半球優位な状態（Ga1｛n，1974）」、　r認

知様式の一次過程（Fro㎜，1977）」などへ移行することを仮定した理論

と、瞑想申に生じる心理的体験内容に注目して、瞑想法を「認識の主体

と対象の弁別訓練（Deatherage，1975；HendHcks，1975）」、「無意識

的内容の意識化促進法（Shafh，1973；Epste1n＆L1eff，1981）」、

「自律的脱感作法（Go1e㎜an，1971；Carrlngton＆Ephron，1975b）」な

どと見なした理論に分けて概観した。

　次に、新たな理論的観点として、通常の状態と瞑想中の状態を対置さ

せる二極的なモデルではなく、通常の意識において機能する複数の認知・

行動パターンが多極的に存在し、r瞑想申の特殊な意識状態」はそれら

の中継点（ニュートラル）としての役割を果たしているとする「ギアー

チェンジモデル」を提起した。このモデルに従って、瞑想法の特徴を

r通常とは異なる一定の心身の状態および一定の認知パターンヘ移行す

る体験を毎日繰り返す訓練を通して、随意に心身をその状態に移行させ、

認知パターンを切り替える技能を身につけること」と規璋し、さらに・

ギア・チェンジモデルに基づいて、「瞑想中の特殊な意識状態」と「悟

りの体験」と「悟りの境地」、「静慮型瞑想」と「注意集中型」などの

一67一



諸概念を区別して説明した。また、瞑想法の実習によって認知スタイル

の肯定的一否定的志向性がどのように変化するか、モデルに基づく仮説

を提示した。
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第4章　不安水準低減効果の検討

第1節　本章の間題と目的

　すでに概観したように（第2章第4節参照）、瞑想法の効果としてこ

れまで一貫して確認されているのば、質間紙検査を用いて測定された特

性不安水準の低減である。また、E叩1eyら（1989）によるメタ分析によ

れば、本研究の対象であるTM（Transcend帥ta1Medれatづon）の特性

不安低減効果が、他の瞑想法と比較して特に大きいとされている。しか

し、先行研究の方法上の間題（ShaP1ro＆G｛ber，1978）や実習者の期

待効果の影響（Sm廿h，1976）などが指摘されており、また、日本人を

対象とした研究は行われていない。

　本研究では不安水準の低減と関連する心理的、生理的、認知的諸要因

を検討していくが、その第一段階として、瞑想法（TM）による特性不

安水準低減効果の実際を、先行研究における問題点を考慮しながら日本

人を被験者として確認することが本章の目的である。

　まず、瞑想法の長期実習者と未実習者の特性不安水準を横断的に比較

した後（研究1．1）、3ヶ月間の瞑想法実習前後での特性不安水準の変

化を縦断的に検討した（研究1I2）。また、実習者の期待の強さや瞑想

法の実習頻度と不安水準の変化との関連性についても分析した。次に、

質間紙検査において見出された不安得点の減少が、実習者の回答態度と

しての不安感情の表出の抑制傾向の増加による表面的な変化にすぎない

可能性を検討するため、長期瞑想法実習者の「社会的望ましさ（否定的

感情の抑圧）」傾向を未実習者と比較した後（研究2．1）、瞑想法実習

前後での「社会的望ましさ（否定的感情の抑圧）」傾向の変化と特性不

一69一



安水準の変化との関連性を調べた（研究2．2）。

第2節　長期瞑想法実習者の特性不安水準　【研究1．1】

【目的】

　TM（Transcendenta1Med廿atlon）を1年以上実習している者の特

性不安水準をT　M実習開始前の者と比較し、不安水準の低減におけるT

Mの有効性を探るとともに、縦断的研究（研究1．2）の仮説を得ること

を目的とする。また、瞑想法実習者の不安水準が実習開始前からすでに

低かった可能性を検討するため、TMを実習していない者について、今

後TMを始める意志のある者（実習予定者；waれ1㎎11st）とない者

（非実習予定者）とで、不安水準に差があるかどうか確認する。

【方法】

　被験者：瞑想群今1年以上のTMの実習経験を持つ者103名（男性69

名、女性34名・平均実習期間3年6ケ月、平均年齢39．2歳）。対照群今T

Mの実習経験のない者107名（男性74名、女性33名・平均年齢39．8歳）。

その中で、TMの実習予定者64名、非実習予定者43名。

　手続き：CAS不安診断検査（園原ら，1961）、及びSTA　I（State

イraれAnxrety工nven七〇ry）の特性不安尺度（中里・水口，1982）への

回答を求めた。検査は集団法で実施された。なお、CAS不安診断検査

には、総合点の他に以下の5つの下位尺度がある：Q3一「人格統御力の

欠如、または自我感情の発育不全」、C■「自我の弱さ」、L「疑い深

さ、またはパラノイド型の不安定性」、O　r罪悪感」、Q4「欲求不満

による緊張、または衝動による緊迫状態」。

【結果】
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　まず、TMの実習経験のない者について実習予定者と非実習予定者の

不安得点を比較したところ、CA　S不安診断検査（以下、CA　S）の総

合点では、それぞれ平均29．3（SD13．1）と平均29．2（S010．7）で得点

差はなく（t＝0．05，df二105）、またS　TAIの特性不安尺度（以下、t

－STAI）の得点は、平均42，2（SD9．1）と平均40．4（SD7．9）で実

習予定者の方が僅かに高かったが有意な差ではなかった（加1．01，d卜1

05）。そこで併せて対照群とし、不安得点を瞑想群と比較した（Tab1e

3）。t－STAIにおいても（t＝6．32，d忙208，P＜．O01）CASにお

いても（t＝4．98，df竈208，P＜．001）、瞑想群の不安得点が対照群より有

意に低かった。また、CA　Sの下位尺度に関しては、Q3－r人格統御力

の欠如」、C一「自我の弱さ」、O　r罪悪感」、Q4r欲求不満による緊

張」の4因子では、全て瞑想群の得点がO．1％水準で有意に低かったが、

L「疑い深さ」の得点差だけが有意ではなかった（t＝1．57，df二208）。

Tab1e3長期瞑想法実習者の特性不安水準

t－STAI　CAS Q3’　C’　　L　　　O　　　Q4

瞑想群

（SO）

対照群

（SD）

34．2

（8．O）

41．5

（8．7）

20．9

（1l，9）

29．3

（12．2）

4．1　　3．4　　3，6　　5，8　　4．1

（3－7）（3．O）（3．1）（3．3）（3．3）

6．1　　　5．3　　　4，2　　　7．5　　　6．1

（3，9）（2．9）（2．8）（3．4）（3．4）
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【考察〕

　瞑想法（TM）を長期闇実習した者の不安水準が、実習していない者

より明らかに低いことが確認された。実習予定者の不安水準が非実習予

定者より低くなかったことと併せて考えると、この結果は、不安水準を

低減させる手段として瞑想法（TM）が有効である可能性を示唆してい

る。しかし、瞑想群の被験者はTMの実習を長期間継続できた者だけで

あり、不安水準の高い者が実習をドロップアウトしたことによる選択効

果に過ぎないことも考えられる。この間題は・）冬の縦断的研究（研究1

．2）において検討する。

　また、CASの下位尺度では、L因子r疑い深さ」に有意な差が見出

されなかった。L因子は対人関係と関連が深いとされているが（対馬，

1963）、自分一人で実習を続けるという瞑想法の特徴・からして、対人関

係の改善には直接的な効果がないことが考えられる。あるいは、L因子

の得点が始めから低い（対照群では最も低かった）ためにフロアー効果

’が生じ、それ以上得点が低下し難かった可能性もある。

第3節　瞑想法の実習による特性不安水準の変化　【研究1．2】

【目的】

　TMを長期問実習している者の不安水準が低いことが研究1．1におい

て確認されたので、次に、3ヶ月間のTMの実習前後での特性不安水準

の変化を統制群と比較しながら縦断的に検討する。また、瞑想群を規則

的実習群と不規則実習群に分割して、ドロップアウトによる選択効果と

実習頻度による不安水準の変化量の違いを検討する。

【方法】
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　被験者1瞑想群今健常成人32名（男性23名、女性9名・平均年齢38．4

歳）を、3ヶ月閻のTMの臭習頻度によって、規則的実習群16名（平均

実習頻度が1週間に10回以上）と不規則実習群16名（平均実習頻度が1

週間に9回以下）に分けて結果を分析した。統制群→健常成人16名（男

性10名、女性6名・平均年齢39．8歳）。なお統制群の被験者は、TMの

実習開始を待機している実習予定者（Waれ1ng　hSt）であった。

　手続き：瞑想群の被験者は、CAS不安診断検査（園原ら，1961）及

びSTA工の特性不安尺度（中里・水口，1982）による検査（プレテス

ト）を個別に受けた後、2日以内にTMの標準指導（1回2時間の指導

を4回）を受け、1日2回のTMの実習を行うよう指示された。実習開

始3ケ月後（平均89日後）に、ポストテストとして特性不安水準の測定

を同じ手続きで実施した。統制群の被験者には特別な訓練は実施せず、

瞑想群と同時期に3ヶ月（平均88日）の聞隔をあけて、CAS不安診断

検査及ぴSTA工の特性不安尺度による検査を個人別に2回実施した。

　また、不安水準の測定に加えて、プレテスト時には7段階評定によっ

てTMの効果に関する各被験者の期待度を、ポストテスト時には自己報

告によってTMの実習頻度および自覚されたTM実習後の変化を調べた。

被験者の実際の実習頻度の平均は、規則的実習群で1週間に12．5回、不

規則実習群で1週間に4．5回であった。

【結果】

　F1g．3にCAS，F19．4にt－STAIにおける各群の不安得点の変

化を示した。プレテストでは、3群間に有意な差はなかった。2時期×

3群間で分散分析を行ったところ、交互作用にCASで有意傾向（卜2，

62，d卜2／45，P＜．1o）が、t－sTA　Iで有意差（卜6．22，d仁2／45，P＜．o1）

が見出された。そこで各群ごとにプレ・ポストテスト聞の変化量を見て
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みると、対照群には統計的に有意な変化がなかったのに対して、瞑想群

．には、両群ともCAS及ぴt－STA工の不安得点の有意な減少が確認

された（Tab1e4参照）。不安得点の減少幅は、規則的実習群において

最大であり、CASに関しても（t＝2．50，df＝30，p＜．05）t－STA　Iに

関しても（ト3．32，d仁30，pくlO1）統制群より有意に大きかった。また、

不規則実習群の不安得点の減少は、t－STAIでは統制群より有意に

大きかったが（t＝2．79，df＝30，p＜．O1）、CA　Sでぱ群間に有意な差は見

られなかった（t＝1．52，df：30，n．s．）。

Tab1e4瞑想法実習前後の不安得点の変化量

t－STAI　CAS　Q3－　　C’　　L　　O　　　Q4

規則的実習群　　一4．7い　　一8．4＊ホー2．6ホみ一1．4＊一1．1　－1．3＊一1．9梓＊

不規則実習群　一3．2申　一6．3い一2．6＊＊一0．6　－O．6　－1．3＊一1，3＊

　統制群　　　十2．4　　－2．O　－0．2　－O．6　■．O　－O，4　＋O．2

注＝＊＊は1％、＊は5％水準のプレーポストテスト間の有意差を示す。

　C　A　Sの下位尺度に関しては、研究1．1の結果と同様に、L因子「疑

い深さ」以外は、不安得点が有意に減少していた（Tab1e4参照）。特

に減少量が大きかったのは、Q3凹因子「人格統御力の欠如」とQ4因子

「欲求不満による緊張」であり、規則的実習群の変化量はQ31因子（忙

2．41，df二30，P＜、05）でもQ4因子でも（t＝2．70，df＝30，Pく。05）統制群よ

り有意に大きかった。不規則実習群では全体的に変化量の個人差（SD）
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が大きく、Q3一因子で有意傾向（t＝1．81，df＝30，p＜．1O）が見られた以外

は、統制群との聞に統計的に有意な差はなかった。

　次に、TMの実習開始時の被験者の期待の強さ及ぴ3ケ月間の実習頻

度と、不安得点の変化量との間の相関関係を検討するため、Speamanの

順位相関係数を算出してTab1e5に示した。結果として、期待度とCA

Sの不安得点の変化量との間に弱い負の相関（有意ではない：仁1．24，d

f＝30，n．s．）が見られたが、t－STA　Iにおげる不安得点の減少と期待

度の闇には何の関連も見出されなかった。期待度は、実習頻度との聞に

有意な正の相関（t＝3．00，df＝30，p＜．O1）があったが、実習頻度自体は、

CASとt－STA工のいずれの不安得点の変化量とも相関関係がなかっ

た。

Tab1e5被験者の期待度および実習頻度と

　　　　不安得点の変化量との間の相関関係

期待度←r“O．48一＞実習頻度

　CA　S

t－S　T　A　I

r。＝一〇．22

r。｝O，02

r“O，OO

r　s＝一0．06

　また、3ケ月間の瞑想法実習後に気づいた変化に関して自由記述によ

る回答を求めたところ、被験者の87．δ％（32名中28名）が何らかの変化

があったことを報告した。主なものを分類してみると、「落ち着きが出

てきた（7名）」、　「イライラしなくなった（5名）」、「肩がこらな
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〈なった（5名）」、r疲労感がはやく取れるようになった（5名）［」、

「人との対応が気楽にできるようになった（4名）」、「体調がよくなっ

た（4名）J、「自分の感情をストレートに出して、率直に行動するよ

うになった（3名）」、「物事にあまりこだわらなくなった（3名）」、

「明るくなったと人から言われた（3名）」などが多かった。

【考察】

　瞑想法の不安低減効果を報告した先行研究（Hje11e，1974；Fergus◎n

＆Gowan，1976など）に対して、その結果は、もともと不安水準の高かっ

た者が脱落したことによる被験者の選択効果によるものではないかとい

う疑間が提起されていた（Shap廿o＆Glber，1978）。そこで本研究では、

従来ドロップアウトとして研究対象から除かれることの多かった実習頻

度の低い被験者（不規則実習群）に関するデータも収集し、分析の対象

とした。結果として、実習開始時の不安水準の低い者の方が規則的に実

習を継続する傾向はないことが確認され、また、規則的実習群だけでな

く不規則実習群においても不安得点の有意な減少が示されたことから、

TMの不安低減効果は単なる選択効果ではなく、3ヶ月聞のTMの実習

によって実際に特性不安水準が下がることが確認されたと言えよう。

　CASの下位尺度では、研究1．1の結果と同様にL因子「疑い深さ」

に変化が見られなかった。岡堂（1975）によれば、CASの下位尺度の

中で、Q3■因子とL因子とQ4因子が、心理療法や環境の変化の影響を

受け易いとされている。本研究において’も、Q3一因子「人格統御力の欠

如」とQ4因子「欲求不満による緊張」に関しては有意な変化が確認さ

れていることから、L因子r疑い深さ」にあまり変化が見られないこと

は、瞑想法の効果の特徴かもしれない。L因子は対入関係と関連が深い

とされているが（対馬，1963）、実習者が気づいたTMの実習後の変化
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として、あまり他人に気を使わな＜なり、感情を率直に表出するように

なったことが報告されていることから、他人に対する否定的な感情の自

然な表出が促進されたことが、L因子「疑い深さ」の得点が減少しない

ことの一要因となっている可能性もある。

　また、規則的実習群の不安得点の減少量が全ての尺度において不規則

実習群より大きかったことから、瞑想法（TM）の実習頻度と不安低減

効果との閥に何らかの関係がありそうである。しかし、実習を継続しな

かったために効果が小さかったという解釈だけでなく、効果がなかった

者が実習を頻繁に行わなくなったことも考えられる。実際に、実習頻度

と不安得点の減少量との間には直線的な相関関係がぽとんどないことが

示されているので（Tab1e5）、TMの不安低減効果は、実習回数を積

み重ねるに従って漸進的に増大するような単純なものとは考えられない。

瞑想法による不安水準の変化には、実習時間や回数以外の要因（瞑想体

験の質や個人の特性など）が大き＜関与しているようである。

　不安得点の減少に影響を及ぼすその他の要因として被験者の期待効果

が考えられるが、CA　Sに関しては両者間に弱い相関関係（r、＝一〇．22）

が見出されたものの、t－STAXではほとんど相関がなかった（r、＝一

〇．02）。従って、TMの不安低減効果の主要因を被験者の期待効果で説

明することはできない。被験者の期待の強さと関係があるのは実習頻度

であり（r、鴛O．48）、TMの指導における実習開始前の動機づけは、瞑

想法の実習の継続性を高める上で一定の役割を果たしていると言える。

　結論として、3ヶ月間のTMの実習によって質間紙検査で測定される

特性不安水準が下がることが確認された。不安水準の低減は実習頻度の

低い被験者においてもある程度見出され、また、特性不安水準の低滅に

友ぼす被験者の期待の影響は大きくないことが確認された。
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第4節　長期瞑想法実習者の否定的感情の抑圧傾向　【研究2．1】

【目的】

　前節において、TMの3ヶ月間の実習前後で特性不安水準が低減する

ことが確認された。しかし、低い不安得点を示す者の中には、実際に不

安水準が低く精神的に安定している者（低不安者）と不安感情の表出を

抑制するために質間紙検査上の不安得点が低＜なる者（不安抑圧者）が

存在することが指摘されている（We1nb帥gerら，1979）。質間紙検査に

おいて見出された瞑想法の実習による不安得点の減少は、被験者の否定

的感惰の抑圧傾向が増大したことによって生じた表面的な変化である可

能性がある。そこで、TMによる不安水準の低減効果に、この否定的感

情の抑圧傾向の変化がどのような役割を果たしているか調べることにし

た。

　その第一段階としての本研究の目的は、TMを長期間（平均4年3ヶ月）

実習している者の不安感情の抑圧傾向を、Crowne＆Mar1owe（1964）の

「社会的望ましさ尺度」を用いて測定し、TM実習開始前の者と比較す

ることによって、TMの実習を通して不安感情の抑圧傾向が強まる可能

性を検討し、次の縦断的研究（研究2．2）の仮説を得ることである。

【方法】

　被験者1瞑想群今6ヶ月以上のTMの実習経験を持つ者120名（男性7

4名、女性46名・平均実習期間4年3ケ月、平均年齢39I1歳）。対照群今

TMの実習開始前（wa廿1ng1rst）の者102名（男性72名、女性30名・

平均年齢39．5歳）。

　手続き：被験者に、Mar1owe－Cro舳eの社会的望ましさ尺度日本語版

（神村・嶋田，1994）への回答を求めた。検査は個別あるいは集団で実
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施された。社会的望ましさ尺度日本語版は、道徳的に望ましい行動をとっ

ていると自覚している程度を測る「道徳性の自覚」と自分が否定的な感

情を持っていることを認めない傾向を測る「望ましくない衝動の否認」

の2因子で構成されており、特に「望ましくない衝動の否認」因子が不

安感の表出の抑制と関連が強いとされている（神村一嶋田，1994）。

【結果】

　脆r1owe－Crowne社会的望ましさ尺度日本語版の平均得点と標準偏差を

各群ごとにTab1e6に示した。瞑想群の社会的望ましさ得点は対照群よ

り1，6点高く、この差は5％水準で統計的に有意であった（t＝2．29，df＝

220，P＜．05）。2つの下位因子に関して、「道徳性の自覚」　（t＝2．15，d

f＝220，p＜．05）だけがTM群で有意に高く、r望ましくない衝動の否認」

（t＝1．71，df：220，p＜．1O）は有意傾向を示すにとどまった。

Tab1e6長期瞑想法実習者の「社会的望ましさ」傾向

瞑想群　　　対照群

社会的望ましさ

　　（SD）

道徳性の自覚

　　（SD）

　衝動の否認

　　（SD）

34．6

（5．4）

19．1

（3．1）

15．5

（3．2）

33．O

（5．1）

18．2

（3．O）

14．8

（3．3）
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【考察】

　T　Mを長期間実習している者の社会的望ましさ（否定的感情の抑圧）

傾向が高いことが統計的に確認されたが、実際の平均点の差は1．6点

（SD：5，4，5．1）に過ぎず、大きなものではなかった。また、不安感

情の抑圧傾向との関連が強いとされる「望ましくない衝動の否認」因子

には有意な差が見られなかったことから、TMによる不安水準の低減効

果に、否定的感情の抑圧という要因が関与している可能性は大きくない。

しかし、統計的に有意な差が見出されたので、この結果を次の縦断的研

究を実施する根拠としたい。

第5節　瞑想法の実習による否定的感情の抑圧傾向の変化と

　　　　　　　特性不安水準の変化との関連性　【研究2．2】

【目的】

　3ヶ月間のTMの実習前後での社会的望ましさ（否定的感情の抑圧）

傾向の変化を縦断的に調べるとともに、併せて不安水準の変化を測定し、

両者の関連性を検討することが、本研究の目的である。TMの不安低減

効果が不安感情の表出の抑制によって生じるのであれぱ、TM実習後に

社会的望ましさ得点（特に「望ましくない衝動の否認」因子の得点）が

増加し、その変化量と不安得点の変化量との間に負の相関関係が見出さ

れるであろう。

【方法】

　被験者：瞑想群今健常成人33名（男性20名、女性13名・平均年齢34，6

歳）を、TMの実習頻度によって、規則的実習群17名（実習頻度が1週

問に11回以上）と不規則実習群16名（実習頻度が1週間に10回以下）に
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分割した。統制群今健常成人17名（男性12名、女性5名・平均年齢37．2

、歳）。統制群の被験者は、TMの実習開始を待機しているウェイティン

グリストであった。

　手続き：瞑想群の被験者は、晦r1owe－Crowne社会的望ましさ尺度日本

語版（神村・嶋田，1994）、CAS不安検査（園原ら、1961）およびS

TA　Iの特性不安尺度（中里・水口，1982）を用いた検査（プレテスト）

を個別に受けた後、2日以内にTMの標準指導（1回2時間の指導を4

回）を受け、1日2回のTMの実習を行うよう指示された。約3ケ月後

（平均78日後）に、ポストテストとして同じ手続きの検査を実施した。

統制群の被験者には特別な訓練は実施せず、TM群と同程度の間隔（平

均85日）をあけて、同じ検査を個別に2回実施した。

【結果】

　各群ごとに変化量の平均をTab1e7に示した。Mar1owe－Crowne社会的

望ましさ尺度日本版に関して、プレ・ポストテスト間で統計的に有意な

変化は全く見られなかった。一方、同時に測定した不安水準は大きく低

減していることが確認された。統制群と比較して、規則的実習群の不安

得点の減少量は、CASでも（t㌫3．07．df＝32，p＜．O1）t－S　TA　Iでも

　（t＝2167，df＝32，p＜l05）有意に大きかった。不規則実習群では、t－S

TA　Iにおいてのみ減少量が統制群より有意に大きかった（t二2．47，df

＝31，P＜．05）。

　瞑想群全体の実習前後の変化量は、社会的望ましさ尺度で平均1．2点

増加し（t＝1．67，df＝32，n．s．）、CASで平均7，8点（t4．22，df＝32，p

く．001）、t－STA　Iで平均4．6点（t＝4．42，df二32，p＜．OO1）減少して

いた。そこで、社会的望ましさ得点の増加と不安得点の減少との関連性

を検討するためにSpearmanの順位相関係数を求めた（Tab1e8）。

一83一



Tab1e7瞑想法実習前後の社会的望ましさ得点と不安得点の変化量

社会的　道徳性衝動の
望ましさの自覚　否認 CAS　t－STAI

規則的実習群　　0．7　　0．2　　0．5 一10．8昧ホ＊　　一4．9＊ホ

不規則実習群　　1－5　　0．6　　0．9 一4．9＊　　　　一4．3＊

統制群　　　一〇、6　　－O．5　－O．〇　　一．1　　O，5

注＝＊＊＊はO．1％、＊＊は1％、＊は5％水準の実習前後の有意差を示す。

Tab1e8社会的望ましさ得点の変化と不安得点の変化の相関関係

CAS t－STA　I

社会的望ましさ r。＝O．09 r　s＝一〇．01

道徳性の自覚 r。：O．34 r。＝O．33

衝動の否認 r。＝一0．15 r“一〇．15
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　結果として、社会的望ましさ尺度の総合点の変化に関しては、不安得

点の変化との聞の負の相関関係は全く見出されなかった。また、下位尺

度の「望ましくない衝動の否認」因子では、不安得点の変化との間にわ

ずかに負の相関が見られたが有意なものではなかった。一方、これも有

意ではないが、「道徳性の自覚」因子の得点の変化とCAS（t＝2．01，

df＝31，p＜．10）およびt－S　TA　I（t二1．95，df＝31，ρ＜．10）の得点の変

化との間に、予想とは逆の正の弱い相関関係があることが示された。

【考察】

　研究1，2の結果と同様に、3ヶ月聞のTMの実習後に特性不安水準が

有意に減少することが再確認された。一方、併せて実施された社会的望

ましさ尺度には有意な変化がなく、不安得点の変化と社会的望ましさ得

点（総合点）の変化との聞の関連性も、全く見出されなかった。結論と

して、質問紙検査によって見出されたT　Mの不安低減効果は、回答時の

不安感情の表出の抑制によって生じた表面的な変化ではないことが確認

されたと言えよう。

　一方、「道徳性の自覚」因子において不安得点の変化との間に正の相

関関係が見出されたことは、予想しなかった結果であるが、精神分析的

な観点から解釈すると興味深い。瞑想法の効果として、瞑想の実習中に

ぱ超自我の働きが弱まって一時的に自我の退行状態が生じるので、適応

的退行の能力や自我受容性が高まることが指摘されているが（Fr㎝m，19

77；Boa1s，1978など）、瞑想法の実習者の中に、超自我の働きとしての

道徳性へのこだわりが緩和されたことによってストレスや不安が軽減し

た者がいる可能性が考えられる。ただし、本研究の結果では、全体的に

は「道徳性の自覚」因子の得点が減少しておらず、見出された相関係数

も有意なものではないので、これはひとつの解釈に過ぎない。
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第6節　本章のまとめ

　瞑想法（TM）の実習による特性不安水準の変化、及び変化に関連す

る要因を検討するため、4っの研究を実施した。

　まず「研究1．1」において、長期瞑想法実習者の特性不安水準が瞑想

の実習開始前の者より低いことが確認され、「研究1．2」において、3

ケ月間の瞑想法の実習前後で、特性不安水準が統制群より大きく低下す

ることが確認され’た。また、関連する要因として、被験者の期待度と瞑

想法の実習頻度について検討したが、いずれの要因も不安水準の変化と

の関連性が低いことが示された。

　次に、質問紙検査における不安得点の減少は、被験者の否定的感情の

抑圧傾向が増大したことによって生じた表面的な変化である可能性があ

るので、「研究2．1」で横断的に、「研究2．2」で縦断的に、TMによ

る不安水準の低減効果に、検査場面における否定的感情の抑圧傾向の変

化がどのような役割を果たしているか調べた。結果として、研究1．2の

結果と同様に、3ヶ月間のTMの実習後に特性不安水準が有意に減少す

ることが再確認された。一方、併せて実施された社会的望ましさ（否定

的感情の抑圧）尺度には有意な変化がなく、不安得点の変化と社会的望

ましさ得点（否定的感情の抑圧1総合点）の変化との間の関連性も、全

く見出されなかった。

　本章の結論として、T　Mの実習によって特性不安水準が低減すること、

そして、その変化は被験者の期待効果や実習頻度、検査場面での不安感

情の表出の抑制などの要因では説明できないものであることが確認され

たと言えよう。
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第5章　生理的反応安定効果の検討

第1節　本章の間題と目的

　瞑想法に関する研究は、Wa11ace（1970）によるTM（Trans㏄nd帥ta1

Med廿aがon）中の生理状態の報告を契機として活発に行われるように

なったが、第2章（第5節）で概観したように、その後の研究では瞑想

中の代謝量や生理的覚醒水準の低下は安静時と差がないとするものが多

い。むしろ、瞑想法をリラクセーション技法と見なさずに別のメカニズ

ムによる不安低減法と考えた場合に重要なのは、瞑想中の生理状態では

なく、ストレス状況下での生理的・心理的不安反応が、一定期闇の瞑想

法の実習前後にどのように変化するかという間題である。

　これまでの研究では、質間紙検査によって測定される特性不安水準の

低減効果が一貫して確認されている一方、ストレス状況下での不安反応

を生理的・心理的指標を用いて測定した研究の多くで、不安低減効果に

否定的な結果が得られている（第2章参照）。ストレス状況下での生理

的反応の変化を見出した研究もいくつかあるが、それらの研究では主に

皮膚電気反応（Orme－Johns◎n，1973；West，1979）と心拍数（Parkerら，

1978；Lehrerら，1983）が不安の生理的指標として用いられていた。

　そこで本章において、質間紙検査による不安水準の測定と併せて、予

期不安状況下での自発性皮膚電気反応の測定（研究3）と、ストレス課

題遂行過程における心拍数の変動の測定（研究4）を実施する。瞑想法

の短期間（3ヶ月）の実習によってストレス状況下での心身の反応の安

定性が向上するか否か、また、瞑想法の不安低減効果の特徴が、生理的

変化を伴うものであるか否かを検討することが、本章の目的である。
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第2節　予期不安状況下での自発性皮膚電気反応の変化　【研究3】

【目的】

　質問紙検査による特性不安水準の測定と併せて、予期不安状況（テス

ト直前の待機状態）における生理的・心理的状態を、自発性皮膚電気反

応数およびSTA工（State一TraれAnxlety工nven七〇ry）の状態不安尺

度を用いて測定し、3ヶ月間のTMの実習前後での変化を統制群と比較

することを通して、瞑想法によるストレス状況下での生理的・心理的反

応の安定効果を検討することが、本研究の目的である。

【方法】

　被験者：瞑想群今健常成人19名（男性16名、女性3名・平均年齢34．1

歳）を、TMの実習頻度によって、規則的実習群10名（実習頻度が1週

間に10回以上）と不規則実習群9名（実習頻度が1週間に9回以下）に分

割した。統制群一＞健常成人8名（男性7名、女性1名平均年齢35．2歳）。

統制群の被験者は、TMの実習開始を待機しているウェイティングリス

ト（Wa1t1nghS七）であった。

　手続き：プレテストにおいて、被験者に、　「計算能力のテストを実施

し、作業中の生理的反応を測定します。質問紙に記入した後、テスト開

始前の6分間安静にしてお待ちください」と教示し、皮膚電気伝導度測

定用の電極を左手第二指および第三指に装着して測定を開始した。皮膚

電気伝導度の測定機器としてOG技研製のB　F102Rを用いた。クレペ

リンテスト形式の一桁の足し算課題のやり方を説明した後、STAI

（中里亡水口，1982）の状態不安尺度への記入を求め、テスト前の状況
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における心理状態を測定した。記入終了後、　「生理状態が安定するのを

待つため、目を開いたまま安静にしているように」指示した（目を閉じ

ないようにさせたのは、瞑想状態と区別するためである）。その後、計

算速度をストップウォッチで測定しながら一桁の足し算課題を実施した

が、生理的反応のデータとしては、テスト開始前6分間の自発性皮膚電

気反応数（皮膚抵抗値の変化率（△R／R）が5％以上の反応）を分析の

対象とした。また、検査終了後、ST　A工（中里・水口，1982）の特性

不安尺度への記入を求め、TMの効果への期待度を7段階で評定させた。

　瞑想群の被験者は、プレテストの後2日以内にTMの標準指導（1回

2時間の指導を4回）を受け、1日2回のTMの実習を行うよう指示さ

れた。約3ケ月後（平均92日後）に、ポストテストとして自発性皮膚電

気反応と状態不安水準および特性不安水準の測定を、プレテストと同じ

手続きで実施した。また、3ヶ月間のT　Mの平均実習頻度とT　M実習後

に起きた変化を報告させた。統制群の被験者には特別な訓練は実施せず、

同じ時期に3ヶ月の間隔（平均89日）をあけて、瞑想群と同じ手続きの

測定を2回実施した。

【結果】

　自発性皮膚電気反応数、STA　Iの状態不安尺度得点および特性不安

尺度得点のプレ・ポストテスト聞の変化量をTab1e9に示した。

　F1g．5は、自発性皮膚電気反応数の変化を各群ごとに表わしたもので

ある。規則的実習群及び統制群においてはほとんど変化がなく、不規則

実習群においてのみ自発反応数の減少傾向が見られたが（t＝1，88，df＝8

，p＜．10）、統制群との比較では有意な差はなかった（t＝1．31，dト15，n，

S．）。また、個人の特性としての生理的反応傾向を測る指標としての信

頼性を確認するため、プレ・ポストテストの2回の検査間の相関係数を
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算出したところ、r二〇．76という強い正の相関が見出された（t＝5．85，

df意25，p＜．OO1）。

Tab1e9瞑想法実習前後の生理的・心理的不安得点の変化量

自発反応数　状態不安　特性不安

規則的実習群

　　（SD）

不規則実習群

　　（SD）

　統制群

　　（SD）

一〇．2

（3．8）

一2．1

（3．1）

一〇．3

（2．2）

一2．5

（7．2）

一8．3㍑

（7．3）

一2．1

（10．2）

一6．O＊

（6．O）

一5．9＊

（6．2）

1．O

（3．6）

注：＊＊は1％水準、＊は5％水準の実習前後の差の有意性を示す。

　F→g．6に、各群ごとの状態不安得点の変化を示した。プレテストにお

いては、群間に有意差はなかった（H．20，df＝2／24）。3群×2時期の

分散分析を行ったところ、時期要因の主効果だけが有意であった（F＝6．

66，df＝1／24，p＜．05）。そこで各群ごとの変化を見てみると、不規則実習

群における状態不安得点の減少のみが有意であったが（F二8．21，df＝1／24．

p＜．01）。その変化の大きさは統制群と比べて有意なものではなかった

（ト1136，df＝15，n．s．）。

　一方、STA工特性不安尺度で測定された特性不安水準は、研究1，2

および研究2．2における結果と同様に、TM実習後に有意な減少を示
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した（［g．7）。瞑想群のネ安得点の変化量は、規則的実習群において

も（tz2．73，df二16，P＜、05）不規則実習群においても（t＝2，59，df二15，P

＜．05）、統制群より有意に大きかった。

　次に、瞑想群全体の被験者（19名）に関して、各指標の不安得点の変

化量と被験者の期待度および実習頻度との関連性を調べるため、相互に

Spearmamの順位相関係数を求めた（Tab1e10）。結果として、状態不安

尺度の得点の変化だけに、期待度および実習頻度とかなりの相関関係が

見出された。予想に反して正の相関関係があったのだが、この結果は、

瞑想法の効果に強い期待を持って高頻度に実習を継続した被験者ほど、

ポストテストにおいて状態不安が軽減しなかったことを表わしている。

実際に、不規則実習群だけに状態不安尺度の得点の有意な減少が見られ、

規則的実習群の変化量は少なかった（Tab1e9）。

Tab1e10期待度および実習頻度と不安得点の変化量との間の相関

自発反応数 状態不安　　特性不安

r期待度
（r。＝O．66＊＊）

L実習頻度

r。｝O．13

rs＝0117

r。二〇．69＊＊　rs＝一〇．18

rs竈O，58申＊　r．zO．04

注：＊＊は、相関係数が1％水準で有意であったことを示す。

【考察】

ストレス状況下における生理的、心理的不安状態を3ヶ月間のTMの
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実習前後で比較した結果、TMの実習を指示通り毎日継続的に行った規

則的実習群においては、皮膚電気反応数にも状態不安得点にも有意な変

化が見られなかった。同時期に測定した特性不安得点の変化は有意な減

少を示していることから、瞑想法（TM）の不安低減効果は、生理的変

化を伴わないものであるとも考えられる。しかし、心理的指標であるS

TA　Iの状態不安尺度にも変化がなかったことから、むしろ、ストレス

場面での心身の不安状態を緩和する効果がなかったと言うべきであろう。

　本研究では、他の研究ではドロップアウトとしてデータになり難い、

指示通り実習しなかった被験者を不規則実習群として研究対象としたが、

この不規則実習群において、特性不安得点だけでなく状態不安得点も減

少し、皮膚電気反応数にも減少傾向が見られるという興味深い結果が得

られた。状態不安得点に関しては、実習頻度および効果への期待度との

聞にかなりの相関関係が見出されていることから（Tab1e1O）、TMの

効果に期待を持って熱心に練習した被験者の方が、その成果を間われる

ポストテスト場面で相対的に強い不安状態にあった（あるいは、TMの

効果をあまり信用（期待）せずに実習を開始した被験者の方が、半信半

疑で臨んだプレテスト場面で相対的に強い不安状態にあった）ことが考

えられる。規則的に実習しない方がストレス状況下における不安低減効

果が大きいという逆説的な結果の解釈として、不安水準の測定場面にお

けるストレスの負荷量が両群間で異なっていた可能性がある。TMの実

習に対して、被験者が他の技法（漸進的弛緩法）よりも大きな効果への

期待を持つことが報告されており（Zuro予f＆Schwarz，1978；Thro11．19

81）、TMによる特性不安低減効果には、被験者の期待の影響が大きい

のではないかとの指摘がある（De1㎜nte，1983）。しかし、本研究にお

いて、被験者の期待は、特。性不安水準の低減効果とはほとんど関連がな
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〈、状態不安水準に対して、ポストテスト時に逆に不安を増大させる方

向に関与していることが確認された。本研究の統制群は何の実習も行わ

ないウェイティングリストであったが、効果を期待させるような別の継

続的な実習を行う条件の統制群と比較することができれば、不安低減効

果と期待度や実習頻度との関わりがより明確になるであろう。

　ストレス状況下での不安状態の生理的指標として用いた自発性皮膚電

気反応数は、個人差を測る上で一定の信頼性があることが確認されたが、

TMの実習前後での有意な変化は全く見出されなかった。STA工の状

態不安尺度の結果と同様に、不規則実習群においてのみ、やや不安水準

が低減する傾向が見られ走が、実習頻度や期待度との関連性は確認でき

なかった。この結果が、STAI状態不安尺度と同様に測定場面におけ

るストレス負荷量の偏りの影響を受けたものである可能性はあるが、い

ずれにしろ、TMの実習によって生じる生理的な不安水準の低減効果は

大きなものではなく、瞑想法による特性不安水準の低減効果は、ストレ

ス場面での生理的な反応の変化を伴わずに生じることが確認された。

第3節　ストレス課題遂行過程におげる心拍数の変動の変化　【研究4】

【目的】

　瞑想法の効果として、ストレス状況下での生理的反応の変化を見出し

た研究では、主に皮膚電気反応（Or鵬一Johnson，1973；West，1979）と

心拍数（Parkerら，1978；Lehrerら，1983）が不安状態の生理的指標とし

て用いられている。前節（研究3）において、予期不安状況下での自発

性皮膚電気反応数の低減が見出されなかったので、次に、心拍数の変動

を不安状態の生理指標として、ストレス課題遂行過程における生理的状
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態を測定する。本研究は、速度と正確さが求められる作業課題の実施に

伴う心拍数の変動を継続的に測定し、作業中および前後の安静時の生理

的状態の安定性に関して、3ヶ月間のTMの実習前後での変化を調べる

ことを目的としている。

　TMの生理的反応安定効果の特徴は、ストレス状況下における生理的

反応の緩和ではな〈、ストレス状況終了後の回復が速いことや不必要な

生理的反応が反復しないことにあるという指摘があるので（Go1eman＆

Schwartz，1976；D→11beck＆Ome－Johnson，1987）、課題遂行過程全体

の分析に加えて、特に、課題終了後の安静時の心抽の状態を取り上げて

検討する。

【方法】

　被験者：瞑想群一＞健常成人33名（男性20名、女性13名・平均年齢34．6

歳）を、TMの実習頻度によって、規則的実習群17名（実習頻度が1週

間に11回以上）と不規則実習群16名（実習頻度が1週聞に10回以下）に

分割した。統制群→健常成人17名（男性12名、女性5名・平均年齢37．2

歳）。統制群の被験者は、TMの実習開始を待機しているウェイティン

グリストであった。なお、本実験の被験者は研究2，2の被験者と同一で

あり、同時期に特性不安水準の有意な低減が見られたことがすでに確認

されている。

　手続き1プレテストにおいて、被験者に、「図形弁別能力のテストを

実施し、作業申の生理的反応を測定します。質間紙に記入した後、テス

ト開始前の3分間安静にしてお待ちください」と教示し、心拍測定用の

電極ベルトを胸部に装着して測定を開始した。課題の実施方法を説明し

た後、①べ一スライン（3分）→②前安静期（3分）今③課題1実施今

④課題2実施今⑤後安静期（3分）の経過における心拍数を継続的に測
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定した。心拍数の測定機器としてCanonのハートレイトモニター・パン

テージXLを用いた。また、ストレス負荷のためのテスト課題として、

カード式図形照合検査A版・B版（坂入，1997）を用いた。これは、表

裏両面に図形（課題1）あるいは略絵（課題2）が印刷されている15枚

のカードを用いる検査で、8枚の同カード（表と裏の図形・略絵が同i

のもの）と7枚の異カード（表と裏の図形・略絵が一部分だけ異なって

いるもの）からなり、被験者は、カードの表裏を繰り返し確認すること

によって図形・略絵の異同を速く正確に判断することが求められる。

　瞑想群の被験者は、プレテストの後2日以内にTMの標準指導（1回

2時聞の指導を4回）を受け、1日2回のTMの実習を行うよう指示さ

れた。約3ヶ月後（平均78日後）に、ポストテストとしてストレス課題

遂行時における心抽数の測定を同じ手続きで実施した。ストレス負荷の

ための課題としてはカード式図形照合検査を用いたが、A版・B版の2

種類からプレテスト時とは異なる課題を実施した。統制群の被験者には

特別な訓練は実施せず、3ケ月の間隔（平均85日）をあけて、瞑想群と

同じ手続きの測定を2回実施した。

　【結果】

・①心拍数の変化

　Tab1e11に、TM実習前後での心拍数の変化量について各群ごとの平

均を示した。規則的実習群では、平均して1分闇に2．9拍から5．2拍の心

拍数の減少が見られたが、データのぱらつきが大きかったため、いずれ

の時期においても有意な変化ではなかった。3群×2時期（プレ・ポス

ト）×5条件（べ一ス・前安静・課題1・課題2・後安静）の分散分析

を行ったところ、有意差が見られたのは条件要因の主効果のみであった

　（F竈26．8，df＝4／188，P＜．oo1）。LSD法による多重比較の結果、全ての
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群および時期において、課題遂行時（1・2）の心拍数が安静時（前・

後）よりも5％水準で有意に高かった。一方、群閻およびプレ・ポスト

間には、有意な差は全く見出されなかった。

　［g－8．1に瞑想群全体の、〔gI8，2に統制群の心抽数の変化を示した。

課題遂行時の心拍数がポストテストにおいて下がっているが、統計的に

有意な差ではなく、また、瞑想群と統制群との間に変化の大きさや特徴

の違いは見られなかった。

　後安静期の平均心抽数は、規則的実習群においてポストテスト時に1

分間に4．2拍の減少が見出されたが有意な変化ではなかった（t：1－43，d

f＝16，n1s．）。2群（規則的実習群・統制群）×2時期（プレ・ポスト）

の分散分析を行ったが、交互作用も見られず（F：O．83，df＝1／32，n，s、）

有意な結果は得られなかった。また、個人の一貫した生理的特性を測る

指標としての後安静期の心拍数の信頼性を確認するため、プレ・ポスト

テストの2回の検査間の相関係数を算出したところ、r＝O．64という申

程度の正の相関が見出された（t＝5．77，df＝48，p＜．OO1）。

Tab1e11　T　M実習前後での心拍数の変化量（単位：拍／分）

べ一ス　前安静　課題1　課題2　後安静

規則的実習群　一3．6

不規則実習群

統制群

1．8

一〇．3

一2．9

0．8

一1．1

一5．2

一〇．9

一2．4

一5，1

O．4

一1．5

一4．2

O．9

一〇．7
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②心抽数の変動の変化

　心身の状態を作業課題に応じた最適な緊張水準にコントロールするこ

とは適応的な反応であり、ストレス状況下での心拍数の上昇は、必ずし

も過度の不安状態を表わすとは言えない。しかし、同一の条件下（特に

安静期）における心拍数の変動は、より少ない方が生理的に安定してお

り適応的だと考えられる。そこで、べ一ス・前安静・課題1・課題2・

後安静の各条件期聞内の心拍数の変動を、15秒間ごとの平均心抽数の数

値の標準偏差（S　D）を算出することによって調べた。

　Tab1e12に、心拍数の変動のTM実習前後での変化量について各群ご

との平均を示した。課題1の遂行条件においてO．43S　DからO，54SD

の心拍数の変動の減少が見られたが、データのばらつきが大きかったた

め、いずれの群および条件における変化も有意なものではなかった。3

群×2時期（プレ・ポスト）×5条件（べ一ス・前安静・課題1・課題

2・後安静）の分散分析を行ったところ、条件要因の主効果に有意な差

が見られた（F竈5．71，df＝4／188，p＜．01）。LSD法による多重比較の結

果、全ての群および時期において、課題1遂行時およびべ一ス時の心抽

数の変動が安静時および課題2遂行時よりも5％水準で有意に大きかっ

た。また、課題1遂行時において時期（プレ・ポスト）間に有意な差が

あったので（F＝8．50，df竈1／47，p＜．o1）、各群ごとに課題1遂行時の心拍

数の減少量を統計的に検討したところ、規則的実習群（F＝3，32，df＝1／16，

ρ＜．1O）と統制群（ト3．54，df＝1／16，p＜．1o）において有意傾向が確認さ

れた。その他の群間およぴプレ・ポスト間には、有意な差は全く見出さ

れなかった。

　Fr9．9．1に瞑想群全体の、F19．9．2に統制群の心拍数の変動（SD）
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の変化を示した。両群ともに課題1遂行時の心抽数の変動がポストテス

、トにおいて低下傾向を示していたが、瞑想群と統制群との間では、変化

の大きさや特徴に違いが見られなかった。

　後安静期における心拍数の変動は、規則的実習群においてポストテス

ト時にO．27SDの減少が見出されたが、有意な変化ではなかった（t藏1

．27，df＝16，n．s．）。不規則実習群でも統制群でも心抽数の変動の減少量

は同程度のO．27SDおよびO．25S　Dであり、全く差が見られなかった。

また、個人の一貫した生理的特性を測定する指標としての後安静期の心

抽数の変動の信頼性を確認するため、プレ・ポストテストの2回のデi

タ間の相関係数を算出したところ、rユO．60という申程度の正の相関が

見出された（t＝5．19，df＝48，p＜．001）。

Tab1e12TM実習前後での心拍数の変動の変化量（単位1SD）

べ一ス　前安静　課題1　課題2　後安静

規則的実習群　O．09 O．11　　－0．43　　－0．01　　－O．27

不規則実習群　O．62　－0，07　－O．54　－0．23　－O．27

統制群 O．16　　　－0．39　　　－O．49　　　－0－21　　　－O．25

【考察】

　平均心拍数に関しては、どの群においても課題遂行時には心拍数が上

昇するという当然の結果が得られただけで、TM実習前後の有意な変化
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は見出されなかった。瞑想群（特に規則的実習群）の心抽数がポストテ

ストにおいて全体的に低下していたが（〔g．8．1）、特に課題遂行時の

心抽数の低下が大きく、統制群においても同様の変化が見られることか

ら（F1g．8．2）、同じ形式の作業課題をポストテストにおいて再度実施

したことによる慣れの効果だと思われる。また、課題遂行後の安静時の

心抽数に関しては、規則的実習群においてのみポストテストでやや低下

していたが、これも有意な変化ではなかった。全体的な結果として、ス

トレス課題遂行過程における心拍数の低減効果は、3ケ月間のTMの実

習前後では確認されなかったと言えよう。しかし、ポストテスト時の心

拍数が、規則的実習群において最も大きく（平均4＝2拍／分）滅少して

いたことも事実であり、今後被験者数を増やして再検討する余地が残さ

れている。

　心拍数の変動に関しても、瞑想群と統制群の間には全く差が見出され

なかった。課題1遂行時の心拍数の変動がポストテストにおいて有意に

少なかったが、圓冥想群と統制群とで同じ結果が得られていることから、

T　Mの実習効果というよりもストレス課題への慣れの効果だと思われる。

また、後安静期の心拍数の変動に関しては、3群闇で全く差が見られな

かった。心拍数の変動の安定効果も、3ヶ月間のTMの実習前後ではや

はり確認されなかった。

　本研究の被験者は研究2．2の被験者と同一であり、同時期に特性不安

水準の有意な低滅が見られたことが確認されている（第4章第5節）。

このことから、瞑想法（TM）の特性不安水準低減効果は、ストレス課

題遂行場面における生理的反応の安定化を必ずしも伴うものではないこ

とが、心拍数および心拍数の変動を指標として確認されたと言えよう。
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第4節　本章のまとめ

　3ヶ月間の瞑想法（TM）の実習によって、ストレス状況下での心身

の反応の安定性が向上するか否か、また、瞑想法の不安低減効果の特徴

が、生理的変化を伴うものであるか否かを検討するために、TMの実習

前後で、質間紙検査による状態不安水準および特性不安水準の測定と併

せて、予期不安状況下での自発性皮膚電気反応の測定（研究3）と、ス

トレス課題遂行過程にお’げる心抽数の変動の測定（研究4）を実施した。

　結果として、両研究ともに特性不安水準の有意な低減が一貫して確認

された一方、生理的な反応には、自発性皮膚電気反応に関しても心拍数

の変動に関しても明確な変化が見られなかった。

　しかし、被験者の期待度や実習頻度と不安水準低減効果の関連性を研

究3において検討した結果、強い期待や熱心な練習態度が、逆にポスト

テスト場面における不安水準を高めている可能性があることが示唆され

た。すなわち、瞑想群の被験者が、ポストテストを3ヶ月間実習を継続

した成果が判定される場と見なしていた場合、テスト場面におけるスト

レスの負荷量が統制群よりも大きかったことが考えられる。

　いずれにしろ、瞑想群において生理的指標に統計的に有意な変化が見

られなかったことから、瞑想法（TM）の実習によって生じる生理的な

不安水準の低減効果は大きなものではなく、瞑想法による特性不安水準

の低減効果は、ストレス場面での生理的な反応の変化を伴わずに生じる

ものであることが確認された。
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第6章　至高体験促進効果の検討

第1節　本章の間題と目的

　瞑想法に関するこれまでの研究において、特性不安水準の低減効果以

外に一貫して確認されているのは、質問紙検査によって測定された自己

実現傾向の増大効果だけである（第2章第4節参照）。そこで本章にお

いては、まずTM（Transc帥denta1Medrtatlon）の実習によって実際

に自己実現傾向が増大するかどうか確認する（研究5，1，研究5．2）。

　特性不安水準の低減をもたらす要因と自己実現傾向の増大を引き起こ

す要因との聞に共通のものが存在すると仮定した場合、最も重要な概念

となるのが「至高体験（peak　expeHence）」である。至高体験は、精

神的健康、特に自己実現と深く関わる要因を探求する過程でMas1◎w（1

962）が見出したものであり、もしも瞑想法の実習によって至高体験が

頻繁に起きるようになるならぱ、それによって自己実現傾向も増大し、

不安水準も低減することが考えられる。陥s1ow（1962）は、自己実現者

の特徴のひとつとして至高体験を重視していただげでなく、至高体験の

程度や頻度だけで自己実現を定義することさえしていた。この定義に従

えば、至高体験をすることはそのまま自己実現傾向の増大を意味する。

また、至高体験によって一時的に不安や恐怖の全＜ない状態がもたらさ

れるだけでなく体験後にも残効や影響があり、神経症的状態への治療効

果があることが指摘されており（陥s1ow，1962；1964）、至高体験の生

起に伴って特性不安水準も低滅する可能性は大きい。個人の一貫した特

性としての不安水準や自己実現傾向が、2～3ヶ月という短期間の瞑想

法の実習によって実際に大き＜変化するとは考え難＜、自己評価式の質
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問紙検査を用いて見出された研究結果は、自分の特性不安水準や自己実

現傾向に対する被験者の自己認知（自己評価）の変化を示すものだと考

えた方が妥当であろう。しかし、瞑想法実習者の多くに宗教的、神秘的

体験のような深い至高体験が起きるのであれぱ、実習期聞に関係なく1

回の体験だけで特性不安水準が大きく変化することは十分に考えられる。

　そこで、まず深い至高体験を判別するための至高体験チェックリスト

を作成し、その信頼性の検討をするとともに、瞑想法（TM）実習者に

おける至高体験の発生状況を調べる（研究6）。そして、至高体験を有

する瞑想法実習者が、至高体験のない実習者より特性不安水準が低く自

己実現傾向が高いか否かを検討する（研究7）。

第2節　長期瞑想法実習者の自己実現傾向　【研究5．1】

【目的】

　TM（Transcendenta1咋d廿at1on）を6ヶ月以上実習している者の

自己実現傾向をTM実習開始前の者と比較し、自己実現傾向の増大にお

けるTMの有効性を探るとともに、次の縦断的研究（研究5．2）の仮説

を得ることを目的とする。

【方法】

　被験者：瞑想群今6ヶ月以上のTMの実習経験を持つ者36名（男性27

名、女性9名・平均実習期間2年9ケ月、平均年齢40．2歳）。対照群今T

Mの実習開始前の者35名（男性25名、女性10名一平均年齢36．5歳）。

　手続き：各被験者に対して、個別に自己実現尺度（村山ら，1984）へ

の回答を求めた。この自己実現尺度は、Shostrom（1974）のPersona1

Or『entat『on　Inventoryに基づいて作成されたものであり、以下の10の
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下位カテゴリーから成っている：1．現在の自分の肯定（肯定）、2．非達

成志向（達成）、3．積極的に生きる（積極）、4．自己主張（主張）、5．

率直な自己表現（率直）、6．両極性の統合一たてまえの不条理さに対す

る寛容（寛容）、7．独立性（独立）、8．非強迫性（強迫）、9．自己志向

（自己）、10．自己の弱点の受容（弱点）。

【結果】

　Tab1e13に示したように、長期瞑想法実習者の自己実現得点は（平均

75．6点，SD11．6）、実習開始前の者と比較して（平均66．8点，SD12．5）

統計的に有意に高かった（t＝3．03，df＝69，p＜．O1）。下位尺度に関しては、

「現在の自分の肯定（肯定）」　（tz2．18，df螢69，p＜．05）、「自己主張

（主張）」　（t讐3．20，df二69，p＜．O1）、「自己の弱点の受容（弱点）」

（t讐3．24，df二69，P＜．O1）において、長期瞑想法実習者の自己実現得点が

有意に高かった。また、「非強迫性（強追）」（七竈1．79，df＝69，p＜．1O）

と「自己志向（自己）」　（tz1．98，df＝69，P＜．1O）における両群間の得点

差が有意傾向を示した。

Tab1e13長期瞑想法実習者の自己実現傾向

総合　肯定達成積極主張率直寛容独立強迫自己弱点

瞑想群

対照群

75．6　　7．3　　3，8　13．5　　6，8　10．4　　5．8　　6．0　　6．2　6．3　9．5

＊＊　　　＊　　　　　　　　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊

66．8　　　5．7　　2，8　12I6　　4，9　10I5　　6．8　　6．3　　4，9　　5．1　　7．2

注1＊＊は1％、＊は5％水準で両群聞に有意差があることを示す。
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【考察】

　瞑想法（TM）を長期問実習した者の自己実現傾向が実習していない

者より高いことが、自己実現尺度を指標として確認された。自己実現尺

度を作成した村山ら（1984）の下位尺度に関する記述に基づいて、両群

間の得点の違いの特徴をまとめてみると、長期瞑想法実習者は、過去及

び現在の自分を肯定的に捉えており（肯定）、自分の気持に従って自由

に行動できる柔軟性を持ち（主張）、自分の弱さを認めてそれを受容し

ている（弱点）傾向が強いと言える。

　本研究の結果から、瞑想法（TM）の実習によって自己実現傾向が増

大する可能性のあることが示唆された。しかし、瞑想群の被験者はTM

の実習を長期間継続できた者だけであり、始めから自己実現傾向の高かっ

た者だけが被験者として残ったことによる選択効果に過ぎないことも考

えられる。そこで、次の研究5．2において、瞑想法実習前後の自己実現

得点の変化を縦断的に検討する。

第3節　瞑想法の実習による自己実現傾向の変化　【研究5．2】

【目的】

　瞑想法（TM）を長期聞実習している者の自己実現傾向が高いことが

研究5，1において確認されたので、次に、短期聞（6週闇）のTMの実

習前後での自己実現傾向の変化を統制群と比較しながら縦断的に検討す

ることが本研究の目的である。

【方法】

　被験者1瞑想群今健常成人18名（男性11名、女性7名・平均年齢37，4
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歳）。統制群→健常成人14名（男性14名、平均年齢36．O歳）。統制群の

．被験者は、TMの実習開始を待機しているウェイティングリストであっ

た。

　手続き：瞑想群の被験者は、自己実現尺度（村山ら，1984）による検

査（プレテスト）を個別に受けた後、2日以内にTMの標準指導（1回

2時閻の指導を4回）を受け、1日2回のTMの実習を行うよう指示さ

れた。6週闇後（平均41日後）に、ポストテストとして自己実現傾向の

測定を同じ手続きで実施した。検査終了後、TMの効果として気づいた

変化と、TMの実習を開始してから体験した、特に印象的で感銘の深かっ

た出来事について報告を求めた。統制群の被験者には特別な訓練は実施

せず、瞑想群と同程度の問隔（平均37日）をあけて、自己実現尺度（村

山ら，1984）による検査を個別に2回実施した。

　TM群の実習頻度は高く、18名中15名が指示通り1週間に14回の実習

を継続しており、他の3名も1週間に1O回以上実習していた。

【結果】

　自己実現尺度の総点について、両群のプレ・ポストテスト時の平均得

点をF｛9．1Oに示した。プレテスト時には、2群間に有意な差が見られな

かった（t＝O．11，df＝30）。2時期×2群間で分散分析を行ったところ、

交互作用が有意であった（F38．48，df：1／30，p＜．01）。そこで、群ごとの

変化について分析したところ、瞑想群の自己実現得点が実習後に有意に

増加していた一方（F＝8．87，df＝1／30，p＜．O1）、統制群では有意な変化が

見られなかった（F＝1．06，df＝1／30）。

　また、下位尺度を含めた自己実現得点の変化量をTab1e14に示した。

統制群と比較して瞑想群の自己実現得点の増加量が有意に大きかったの

は、総合点（t＝3．56，df＝30，p＜．O1）と「非強迫性（強迫）」　（t＝3．11，
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df＝30，P＜．O1）のみであった。有意ではないものの統制群の自己実現得

点が減少していたので、比較対象として用いずに瞑想群のみの得点の変

化を分析してみた結果、下位尺度では「現在の自分の肯定’（肯定）」

（t＝3．46，df＝17，p＜．O1）、　「自己主張（主張）」　（t＝3．07，dfコ17，p＜．

01）、　「率直な自己表現（率直）」　（t二2．22，df＝17，Pく．05）、r非強

迫性（強迫）」　（t竈2．69，dH7，p＜．05）の得点の増加が有意であった。

Tab1e14瞑想法の実習前後の自己実現得点の変化量

総合　肯定達成積極主張率直寛容独立強追自己弱点

瞑想群　8．2＊＊1．9＊＊O．1　1．1　1．9＊＊1．7章〇一1　0．2　1，4＊一〇、9　0．7

　　　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊

統制群一2．2　014－O．7－O．9　0．3　0．4　0．3－0．9－O．9　0．O－0．3

注1＊＊は1％、＊は5％水準での変化量あるいは群間差の有意性を示す。

　TMの実習を開始してから体験した特に印象的で感銘の深かった出来

事について、18名中13名から報告が得られたが、ほとんどが仕事上のこ

とや上司や友人との人間関係に関することで、成功に喜びを感じたり、

トラブル時に平静でいられる自分に気づいたりした体験であった。また、

瞑想中の変性意識状態の体験（「TM申、身体感覚がな＜なった」　「手

足が熱くなり変な感覚になった」など）を報告した者が3名いた。至高

体験と見なされるような激しい体験の報告は全くなかったが、日常生活

において突然に幸福感や感動が生じる至高体験の特徴にやや類似してい
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ると思われる体験の報告が2名から得られた：「TMをした後で外出し

た時、街の明かりが鮮やかに見えて幸せな気分になった」、「（以前か

らあったことだが）自然の動植物や小さな子どもを見て感動し、幸福感

に満たされる体験を何回かした」。この体験の報告者の自己実現得点の

TM実習後の増加量は、O点および7点で、両名とも平均の増加量（8．

2点）より少なかった。

【考察】

　短期間（6週間）の実習でも、瞑想群の自己実現得点が大幅に増加す

ることが確認され’た。しかし、人格的な成長という観点から自己実現の

概念を捉えた場合、6週間で大きな成長があったとは考え難い。また、

実習期間中には至高体験のような劇的な内的変革の体験も起きていなかっ

たことから、質間紙検査で測定された自己実現傾向の増大は、至高体験

の促進によって生じたものではないようである。

　下位尺度に関する結果から瞑想法実習後の変化をまとめてみると、過

去及び現在の、自分を肯定的に捉える傾向（肯定）、自分の気持に従って

自由に行動できる柔軟性（主張）、対人場面での率直な自己表現（率直）

などが増加し、完全主義的な強迫性傾向（強迫）が緩和されている。全

体的特徴として、自己評価が肯定的になり、率直に行動するようになり、

あまり物事にこだわらなくなったことが示されている。

　このような自己評価あるいは認知・行動スタイルの変化は、質間紙検

査への回答傾向にも影響を及ぼしている可能性がある。瞑想法（TM）

の実習によって自分に対する肯定的な評価が増すことが、自己評価式の

質間紙検査の得点上に実際以上の変化として現われるのかもしれない。

この問題については、第8章および第9章において検討する。
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第4節　至高体験の特徴とチェックリストの作成　【研究6】

【目的】

　至高体験（peak　eXpeHenCe）ぱ非常に幅広い概念であり、広義には

恋愛や芸術活動の体験なども含まれるが、狭義にはJames（1902）など

が研究対象とした宗教的、神秘的体験と同義のものである（脆s1ow，19

70a）。同じ至高体験という言葉を用いても、その定義の違いによって

至高体験の判別基準は研究者ごとに異なっている。至高体験を判別する

ための質間紙はすでにいくつか作られているが（K1avetter＆Moger，19

67川athes＆Zevon，1982など）、いずれも広義の至高体験を対象とし

たものである。本研究は、瞑想法の実践によって生起する「悟り」と呼

ばれるような宗教的、神秘的体験を研究対象としており、そのような狭

義の至高体験を判別できるような基準を新たに作成する必要がある。

　そこで、Mas1ow（1964）が至高体験の宗教的側面として記述した25項

目の特徴を整理して狭義の至高体験チェックリストを作成し、その信頼

性と妥当性を検討することが本研究の目的である。

　併せて、収集された体験の報告を分析し、至高体験の種類や特徴、至

高体験が起きやすい状況などを具体的に示す。

【方法】

　被験者：瞑想法（TM：Transcendenta1Medれat1on）を長期聞（平

均3年2ヶ月1範囲6ヶ月から16年）実習している者77名、過呼吸法

（ホロトロピックセラピー＝Grof，1985）の体験者39名、心理学専攻の

大学生93名、合計209名（男性111名、女性98名）。

　手続き：至嵩体験に関する調査を、グループごとに集団で実施した

（瞑想法実習者の一部には郵送法で行った）。被験者には、「過去の人
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生の中で起きた特に印象的で深遠な感じのした体験、あるいは至高体験

と呼ばれる体験」を思い出し、それらを臭体的に記述するよう指示した。

また、記述した各体験について、体験の特徴が至高体験チェックリスト

（↑ab1e15）の各項目にどの程度あてはまるか、4段階での評定を求め

た（複数の体験の報告があった場合、チコニックリストの該当項目が最も

多かった体験をデータとして採用した）。また、その体験が起きた時期

（瞑想法開始前・後など）、状況、同様の体験をした回数などについて

も調査した。

【結果】

　至高体験チェックリストに記入もれのあった7名を除いた202名の回

答から項目一全体相関を算出したところ、項目16「体験の一時性」のみ

弱い負の相関r＝一〇．16を示した。他の項目は、全て統計的に0．1％水

準で有意な正の相関が得られた。そこで、項目16を除いた残り19項目に

ついてα係数を算出したところ、α＝O，89と妥当な内部一貫性があるこ

とが示された。この19項目のうち、項目15がr＝O126と最も相関が弱く、

次に項目14（r＝O．31）、項目5r自己感覚の喪失」（r＝O．32）で、その他

は全てr＝O．41以上であった。項目14と項目15はともに時間感覚の喪失

に関する項目で、内容的に相反するものであり、1つの体験が両項目と

もに該当することはないので、本来いずれか一方を選択して回答すべき

ものである。

　至高体験チェックリストの内部一貫性が確認されたので、4段階評定

の第1段階「よくあてはまる」に回答した項目の総数を基準として至高

体験の判別をおこなった。該当項目数の集計に際して、項目16は除き、

項目14と15はどちらか1項目のみを算入して、18項目中10項目以上で

「よくあてはまる」と評定されているものを至高体験とした。
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Tab1e15至高体験チェックリストの項目

　1一喜びがこみ上げてきて嬉しくなってしまった。

　2．強い幸福感があった。

　3．恐怖や不安の一切ない穏やかな状態であった。

　4．深い畏敬あるいは畏怖の念を懐いた。

　51自分がなくなってしまったように感じられた。

　6．自分とまわりのものとの区別がなくなり、一体になったように

　　感じられた。

　7．まわりの物が普段と違って美しく、善く、好ましいものとして

　　新鮮に感じられた。

　8、あらゆるものを無条件で肯定的に受け入れることができた。

　9．何か神聖なものの存在を感じた。

　1O．自分が何か神聖なものとひとつになったように感じた。

　11．何か重大な“真理”が把握できたように思えた。

　12．人生には意味がある、あるいは全ての存在には意味があると

　　　感じられた。

　13．全ての存在が互いに密接に関係しあっていて、宇宙全体は

　　　まとまった一つのものであると感じられた。

△14．ぽんの一瞬に思えたが、長時間経っていた。

△15．長時聞に感じられたが、わずかな時間のことだった。

×16．その体験の状態は一時的なもので、長く続かなかった。

　17一その体験ぱ非常に価値があり、自分にはもったいない＜らいだ。

　18．その体験は言葉で適切に表現することができないものだ。

　19．その体験の後、性格、考え方、あるいは人生観などが変わった。

　20Iその体験の後、自分自身、世界、あるいは人生などを肯定的に

　　　受け入れられるようになった。

注：該当項目数集計の際、14と15はいずれか一方を算入し16は削除した。
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　次に、至高体験の判別基準の妥当性を検討するため、至高体験の宗教

的側面の特徴に関するMas1ow（1964）の記述に基づいて、心理学の研究

者3名が体験に関する自由記述だけを読んで至高体験の判別を実施した。

なお、判別の際の付加的な基準として、例えば「苦労した試験に合格し

て幸福の絶頂にあった」などのように、明らかに外的な状況の変化に対

応する反応として生じた体験は至高体験と見なさないこととした。3名

中2名以上が選択したものを至高体験と見なし、チェックリストによる

判別とのずれを検討した結果、自由記述に基づいて選出された48例の体

験の中で、チェックリストの基準を満たしていなかった体験が、瞑想群

で2例、過呼吸群で1例、大学生で2例、合計5例あった。逆に、チェッ

クリストの基準を満たしていた55例の体験の中で、自由記述において至

高体験と判定されなかったものが、瞑想群で3例、過呼吸群で2例、大

学生で7例、合計12例あり、両基準を満たして最終的に至高体験と見な

された体験は、瞑想群で27例、過呼吸群で11例、大学生で5例の合計43

例であった。また、T　Mを実習している至高体験者27名の中で、9名は

TMの実習を始める以前に（あるいは以前も以後も）至高体験があった

者で、↑Mの実習を始めてから至高体験が起きるようになったという者

は18名であった。また、その中でTMの実習開始後3ヶ月以内に至高体

験をしていた者は、1名だけであった。過呼吸法に関しては、その経験

後に至高体験をしていた者は7名であった。Tab1e16に、これらの人数

の内訳を示した。

　次に、選出された43例の至高体験について、体験に関する自由記述に

基づいて至高体験が起きた状況を分類した。その結果、日常生活におい

て突然に起きたと記述している者が最も多く、TM中やブリージング中

としている者の3倍、全体の63％を占めた（Tab1e16）。日常生活といっ
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ても、臭体的な状況としては共通するものがいくつかあり、「散歩中」、

「ぼんやり景色を眺めていて」、「単調な仕事をしていて」、「人混み

の中で（電車の中や駅のホーム）」などが多かった。日常的でないその

他の特殊状況としては、「長期聞悩んでいて突然」、「1OOメートル走

の最中」、「合奏に没頭して」、「演劇を見て」、「カナダの大氷原に

立って」、「登山中」、「恋愛中」が各1例ずつあった。また、記述さ

れたものと同様の体験を日常的に頻繁にしているという者が13名いた。

Tab1e16至高体験者の人数および体験が起きた状況

瞑想法　過呼吸法　大学生　全体

　被験者

至高体験者

77　　　．39　　　　93

27（18）　11（7）　　5

＜体験が起きた状況＞

　　日常生活時　　　　17

　瞑想（過呼吸）申　　7

　その他の特殊状況　　　3

209

43

9　　　　1　　　　27

2　　　　0　　　　9

0　　　　4　　　　7

注：（　）内は、瞑想法（過呼吸法）の実習を始めてから
　至高体験が起きた者の人数

　至高体験チェックリストの基準を満たしていないものも含めて収集し

た体験を分類してみると、以下の4タイプが多く見出された。

「典型的な至高体験」1突然幸福感に満たされて、自分と万物は一」体で
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　あるという実感をもつ体験。

「大自然タイプ」1大自然のカに直面して、大きなものの中で生かされ

　ている自分に気づく体験。

「悟りタイプ」1長期間悩み続けた後、突然何かに気づいて歓喜が起こ

　る体験。

「没我タイプ」：スポーツや音楽や創造活動などに自我没入する体験。

　その他に、宗教の教えや優れた文芸作品に出会った時の感動の体験、

恋愛体験、出産体験、臨死体験などもいくつかあった。

　以下に、至高体験と判別された体験の自由記述の例を示す。①～③は、

TMを実習するようになってから起きた体験として報告されたものであ

り、④は、TMを実習する以前から継続的に体験されていたものである。

①24歳女性1TM実習歴1年Oヶ月

「特にいつどこでという鮮明な印象はなく、しぱしば訪れる体験ですが、

たとえぱバイクを運転して通勤する途中、仕事の合間のふとした瞬間、

道を歩いている時などによく起こります。突然にわけもなく幸福な気持

に満たされ、まわりのものすべてが輝きを増して見えます。むしょうに

楽しい気持になり、自然にほぼえみが浮かび、すべての存在が友好的に、

調和的に感じられます。自分自身の細胞のひとつひとつの呼吸が感じ取

れそうなほど微妙な感覚で、肌に一∫、れる空気がやわらかく、心地よく、

自分がそこに溶けあっていくような感じがします。」

②32歳男性1TM実習歴6年9ヶ月

「それは友人と食事をしている時でした。・・（中略）・・食事が終わっ

て外に出ると、都心のよどんだ風の中にさえ生命の至福を感じました。

それは五感に映る全てのもの、草木の緑や風に舞うほこりの一粒の中に

もあるのです。そして、それら全ての中に私がいて、全＜活動をしてい
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ませんが、疑間の答えは完全な形でそこから与えられます。この体験を

文章表現するのは不可能です。ひとつ言えるのば、宇宙の存在全てをど

んなものの中からでも感じることができました。」

③22歳女性：TM実習歴6ヶ月

「22歳になってからだと思うのですが、はっきりしません。ただ、世界

が美しく人々が尊く感じられて、自分の幸福さに驚いてしまう一瞬があっ

た、というだけです。それは、今でも何となく心に残っていて、自分の

気持があまり暗くならないのはそのせいじゃないかな…　　と思ったり

してます。」

④58歳女性：TM実習歴7年8ヶ月

「20代前半の或る日、、∫、と自分と宇宙とのつながりを感じ、それ以後宇

宙の方に心が向＜ようになりました。山歩きが好きでよく行きました。

深い木立の中での木々との対話、休息、等々静けさの中でこのまま死ん

でもよいといったような深い幸福を感じたものでした。字宙と自分自身

との関係、人聞の発生、人間とは等々いろいろなことに興味が広がり、

あるいは深まっていく中で神の存在を感じたり、すべての根源が宇宙に

あり、それと自分自身とのつながりを、∫、と感じたり常に字宙を感じなが

ら生活をしています。特にすぱらしい体験といったものではありません

が、日常的に体験しているように思います。」

【考察】

　至高体験チェックリストに内部一貫性があることが確認されたので、

至高体験の判別に該当項目の総数を基準として用いることは妥当だと思

われる。ただし、集計に際して項目16「体験の一時性」を除く必要があ

ることが示された。今回の調査の被験者には、体験例④の女性のように

至高体験を日常的に何回も体験している者が13名も含まれており、彼ら
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の体験は、至高体験の中でも、晩年のMas1ow（KHppner，1972）が特に

重視した高原体験（p1ateau　eXpeHenCe）に近いもので、一時的でな＜

継続的で穏やかな体験であった。そのような場合に項目16が該当しなかっ

たために、項目16と全体の相関関係が見られなかったようである。

　併存的妥当性に関しては、自由記述に基づいた主観的判別とチュック

リストの該当総数による判別との一致率は、全体で92％（192／209名）

であり、至高体験チェックリストは判別基準として妥当であると言えよ

う。しかし、いずれかの基準で至高体験と判定されたものだけでみると、

全体で72％（43／60名）であり、瞑想法実習者（84％：27／32名）や過

呼吸法実習者（79％：11／14名）では高かったが、大学生では、チェッ

クリストの基準だけ該当したものが7名いたために低かった（36％：5

／14名）。至高体験の判別を慎重に行うには、チェックリストによる判

別と自由記述に基づいた判別とを併用することが望ましいと思われる。

　至高体験が起きた状況については、本研究で対象としたような狭義の

至高体験は日常生活の中で突然起きる場合が多いことが示された。しか

し、日常生活といっても、散歩をしている時や景色を眺めてぼんやりし

ている時などのように、リラックスした状態で単調な刺激を受げている

時が多く、軽い変性意識状態になっていることが考えられる。至高体験

が起こる状況の記述例を以下に示す。

　37歳女性（T　M実習歴1年1ヶ月）：r幸福感がこみ上げて＜る体験

は、不意に訪れます。たとえぱ、道を歩いている時やお茶碗洗いの時な

どです。体が習慣的な動作をしている時、意識がどこかをさまよい、何

かにふれた瞬聞に訪れるような気がします。」

　幻覚剤による激しい変化や瞑想法による中程度の変化と同じく、散歩

などの単調な行動の繰り返しも軽度の意識状態の変化を生じさせ、その
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状態では至高体験が起こり易くなるのではないだろうか。あるいは、体

験者の側にも「至高体験感受性」と呼べるようなある種の特性の個人差

があり、その感受性が弱い者は体験のきっかけとして激しい変性意識状

態を必要とし、強い者は日常的な軽い変性意識状態でも至高体験が可能

になるのかもしれない。この至高体験感受性が瞑想法や過呼吸法の実践

の継続によって強められるかどうかは、もともと感受性の強い者が瞑想

法などに関心を持って実践を開始したことも考えられるので、今回の研

究からは判断できない。しかし、瞑想法（TM）を始めてから至高体験

が起きるようになった者が18名いたという結果ぼ、長期闇の瞑想法の実

習が至高体験の生起を促進する場合があることを示している。一方で、

瞑想法の実習開始後3ヶ月以内に至高体験が生起した者が1名しか見出

せなかったことから、これまでの研究において短期間で生じることが確

認された特性不安水準の低減効果（研究1．2，2．2，3）や自己実現傾

向の増大効果（研究5．2）を、至高体験の要因との関わりから説明する

ことはできないことが示された。

　瞑想法のギア・チ’エンジモデル（第3章第2節）に基づいて至高体験

が生起するメカニズムを解釈すると、瞑想申や単調作業中には習慣的に

用いている通常の認識の枠組（通常モード）が一時的に放棄された「ニュ

ートラル」の状態（意識はあるが思考活動がない状態）になっているこ

とがあり、多くの場合自然に通常の認識の枠組（通常モード）に戻るが、

時にいつもと異なる発想が生じたり（別モード）、まれに至高体験のよ

うな特殊な意識状態（特殊モードX）になったりする。意図的に使用で

きるのは習慣的に用いている通常モードだけであり、別モードや特殊モ

ードXに意識が接続されるのは偶発的に起こる現象である。至高体験に

関する「突然もたらされる」とか「不意に訪れる」という表現は、この
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ことを示していると思われる。他のモードに意識が接統される体験を繰

り返すことによって、次第に、ある程度まで意図的にそのモードを使用

できるようになってくる。「一時的に通常モードから離れることを毎日

繰り返し体験することの実践を通して、通常モード以外のモードを自在

に使えるようになること」が瞑想法の目的であり、至高体験の生起は、

「晋段用いない特殊なモードのひとつに至高体験を生じさせるものがあ

る」として説明できる。先に述べた「至高体験感受性」は、ギア・チェ

ンジモデルにおいては、特殊モードXに接続しやすい傾向のことである。

瞑想法の実践を通して「ニュートラル」の状態（通常の認識を一時的に

放棄した状態）を維持する技能が向上することによって、結果的に意識

が特殊モードXに接統される機会が増え、「至高体験感受性」が強化さ

れると考えられる。

第5節　至高体験のある瞑想法実習者の精神的健康度の検討　【研究7】

【目的】

　長期瞑想法実習者の中には至高体験のある者が見出されるが、至高体

験のない者の方が多い。精神的健康度において、この両者聞にはどのよ

うな差があるだろうか。瞑想法の実習によって、至高体験が生じなくと

も不安水準が低減し自己実現傾向が増大することは確認されているが、

やはり、至高体験のある者の自己実現傾向はより高く、不安水準はより

低いのではないだろうか。あるいは逆に、Lukoff（1985）が指摘してい

るように、瞑想法実習者に見出される神秘的体験の一部には、至高体験

というよりも精神病症状に近いものが含まれていることも考えられるの

で、むしろ至高体験者は精神病的傾向が強い可能性もある。
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　本研究においては、同じように長期間瞑想法（TM＝Transcendenta1

Medれat｛on）を実習した者の中で、TMの実習を開始してから至高体

験が起きるようになった者と至高体験のない者との精神的健康度の違い

を、①自己実現傾向の高さ、②特性不安水準の低さ、③精神分裂病傾向

の低さの3つの指標を基準として比較し、瞑想法を実習した後に至高体

験をするようになった者の精神的健康度の特徴を明らかにしたい。

【方法】

　被験者：TMを長期間（平均2年10ヶ月：範囲6ヶ月から13年）実習

している者43名を、至高体験チェックリストの結果に基づいて、TMの

実習を開始してから至高体験が生じるようになった瞑想後至高体験群17

名（男性12名、女性5名：瞑想経験平均2年11ヶ月）、TMを実習する

以前から至高体験があった瞑想前至高体験群7名（男性2名、女性5名：

瞑想経験平均2年7ヶ月）、何らかの変性意識状態の体験はあったが至

高体験とは判別されなかった非至高体験群19名（男性12名、女性7名1

瞑想経験平均2年9ヶ月）に分類した。また、一般的な基準としての別

種の比較対象として、心理学専攻の大学生93名（男性47名、女性46名）

に対して瞑想法実習者と同じ検査を実施した。

　手続き1至高体験に関する予備調査に応じた57名のTM実習者に、至

高体験チェックリスト（Tab1e15参照）および自己実現尺度（村山ら，19

84）、CA　S不安診断検査（園原ら、1961）、S　T　A工の特性不安尺度

（中里・水口，1982）、MMP　Xの精神分裂性尺度（S　c）及びK修正

点からなる検査バッテリーを郵送法で実施した。返送された47名（回収

率82％）の中から、TMの実習を中止していた1名と体験の詳細な記述

がなかった3名を除き、43名のデータを分析した。また、大学生93名に

同じ検査バッテリーを実施した。
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【結果】

　何らかの体験を報告してきたT　M実習者43名の申で、報告された体験

が至高体験チェックリストに10項目以上該当しており自由記述からも至

高体験として判別された者（研究6と同一の基準）が24名いた。この中

で、TMの実習を開始してから至高体験が生じるようになった者は17名

（瞑想後至高体験群）、TMを実習する以前から至高体験があった者は

7名（瞑想前至高体験群）であった。残りの19名の報告した体験は、何

らかの変性意識状態であったが至高体験とは判別されなかった（非至高

体験群）。これらの長期瞑想法実習者からなる3群に大学生を加えた各

群について、4種類の質間紙検査の結果をTab1e17に示した。結果の分

析は、瞑想後至高体験群と非至高体験群との比較を中心にして行った。

Tab1e17 至高体験のある瞑想法実習者の精神的健康度

自己実現尺度 CAS　S　TA　I　分裂性尺度

瞑想前至高体験群
　　（SD）
　　　範囲

瞑想後至高体験群
　　（S　D）
　　　範囲

　非至高体験群
　　（S　D）
　　　範囲．

85．4
（6．8）

76～94

83．9
（1O．O）

74～106

73．8
（13．9）

61～100

　16，7　　　　27．7
　（10．1）　（4．9）
　5～31　　　20～35

　18，6　　　　31，0
　（12．O）　（8．8）
6～30，十5720～40，十57

　25，1　　　　　38．5

　（15．7）　　（10．4）

　2～60　　　20～65

32－O
（3．4）

27～38

31，4
（4．8）

22～41

34．9
（7，3）

23～53

一般大学生群
　（S　D）
　　範囲

69．8
（11．9）

39～110

34，4　　　　　43，6　　　　　　　34．2

（12．9）　（9．O）　　（6．2）

4～63　　　21～68　　　　　20～62
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①自己実現傾向について

　至高体験のある者の自己実現得点は明らかに高く、得点の分布をみる

と、瞑想前至高体験群と瞑想後至高体験群の被験者全員の自己実現得点

が、他の2群の平均水準を越えていた。また、瞑想後至高体験群と非至

高体験群を比較した樟果、瞑想後至高体験群の自己実現得点の総合点が

統計的に有意に高かった（t＝2－40，dfz34，p＜105）。下位尺度に関して

は、「現在の自分の肯定」　（t＝2．93，df＝34，p＜．O1）、「積極的に生き

る」　（t二3．39，df＝34，p＜．O1）、「自己主張」　（t＝2．59，df＝34，p＜．05）、

「率直な自己表現」　（t＝2．87，df＝34，p＜．O1）、「独立性」　（t＝2．13，d

f㌶34，P＜．05）、　「自己の弱点の受容」　（t＝2．56，df＝34，P＜．05）におい

て、瞑想後至高体験群の得点が有意に高かった。

　参考データとして、大学生群の得点分布を基準として臨界比（Z得点）

を算出してみたところ、瞑想後至高体験群の平均点は明らかに高かった

が（CR＝4188，p〈．0001）、非至高体験群では一般大学生の水準との聞に

有意な差は見出されなかった（CR＝1．46，n，s．）。

②特性不安水準について

　至高体験のある者の特性不安水準は明らかに低く、得点の分布から、

瞑想前至高体験群と瞑想後至高体験群の被験者の中で、不安得点が一般

大学生の平均水準を越えているものは1名しかいなかった。この1名

（42歳女性、TM実習経験6ヶ月、CAS：57点、STA　I：57点）は、

瞑想法の実習を始めた動機について「健康回復一心身ともに疲れ果て

ていましたから」と記述し、効果について「体が不調の時はだめですが、

日常的には健康をだい、∫く取り戻せました」と記述していた。

　瞑想後至高体験群と非至高体験群を比較した結果、STA　Iの特性不
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安尺度の得点は、瞑想後至高体験群の方が統計的に有意に低かった（t

＝2．13，df竈34，p＜．05）。CASの総合不安得点に関しては、両群間の差

は有意なものではなかったが（t＝1．33，df＝34，n，s．）、下位尺度では、

瞑想後至高体験群のQ4「衝動による緊迫状態」因子の得点が、非至高

体験群より有意に低かった（t＝3139，df＝34，pく．O1）。

　参考データとして、大学生群の得点分布を基準として臨界比（Z得点）

を算出してみたところ、瞑想後至高体験群の平均点はC　AS（CR二5．05，

p＜．OOO1）でもSTA工（Cト5．77，p＜10001）でも顕著に低く、非至高体

験群も’、C　AS（’CR＝3．14，p＜．O1）とS　TA工（CR＝2，47，p＜．05）ともに

不安得点が有意に低いことが示された。

③精神分裂病傾向について

　至高体験のある者の中には、精神分裂性得点の高い者が全く見られな

かった。MMP工の精神分裂性尺度（K修正後）の得点は45点以下が正

常範囲とされているが（日本MM　P　I研究会，1969）、最も値の高い者

でも41点であった。一般大学生群の中には精神分裂性尺度の得点の高い

者も見られたが、平均点に関しては、いずれの群間にも得点の有意な差

はなかった。

【考察】

　至高体験のある瞑想法実習者は、体験のない実習者より自己実現傾向

が高く、特性不安水準が低いことが確認された。結果は明確であり、得

点の分布から、至高体験のある瞑想法実習者には自己実現傾向の低い者

や不安水準の高い者がほとんど存在しないことが示された。精神分裂病

的傾向の強い者もいなかったことから、至高体験者は精神的に安定した

健康な人々であることが結論づげられる。

　本研究の結果からは、至高体験をしたことによって精神的健康度が高

＿127＿



まったのか、それとも始めから健康な人が至高体験をしやすいのかは未

解決の間題であるが、少な＜とも瞑想法（TM）の実習者に生じる至高

体験は決して病的な体験でぱなく、Mas1ow（1964）が述べたように、精

神的な健康度と深＜関連するものであることが確認されたと言えよう。

　一般大学生の基準と比較した結果、至高体験のない瞑想法実習者（非

至高体験群）の特性不安水準も有意に低い状態にあり、CASの得点で

は、至高体験のある者との間に有意な差がなかった。このことから、瞑

想法による不安低減効果は、至高体験が起こらない場合でも十分に生じ

ることが予想される。一一方、自己実現傾向に関しては、同じ瞑想法実習

者の中でも至高体験の有無によって群間の得点差が有意であったことか

ら、至高体験との関連性がより強いと考えられる。

第6節　本章のまとめ

　瞑想法の実習によって不安水準の低減と自己実現傾向の増大がもたら

される過程に、至高体験の要因が関与している可能性を検討することを

目的として、まず、瞑想法（T　M）の実習による自己実現傾向の変化を、

横断的（研究5．1）および縦断的（研究5．2）に調べた。結果として、

瞑想法を長期間（2年9ヶ月）実習している者の自己実現傾向が高＜、

また、短期間（6週間）の実習の前後で自己実現傾向が増大することが、

自己実現尺度（村山ら，1984）の得点の変化を指標として確認された。

　次に、至高体験を判別するためのチェックリストを作成し、その信頼

性と妥当性を確認した上で、瞑想法実習者における至高体験の生起の実

態と至高体験の特徴を調べた（研究6）。結果として、瞑想法の実習を

始めてから至高体験が起きるようになった者が18名見出され、長期間の

＿128＿



瞑想法の実習が至高体験の生起を促進する可能性が示唆された。しかし、

瞑想法の実習開始後3ヶ月以内に至高体験が生起した者が1名しかいな

かったことから、これまでの研究において短期間で生じることが確認さ

れた特性不安水準の低減効果（研究1．2，2．2，3）や自己実現傾向の

増大効果（研究5．2）を、瞑想法による至高体験の促進効果の観点から

説明することはできないことが示された。また、典型的な至高体験の特

徴は、「突然幸福感に満たされて、自分と万物は一体であるという実感

をもつ」ことであり、瞑想申よりも日常生活において突然に体験される

場合が多いことがわかった。

　次に、長期瞑想法実習者の中で、至高体験を経験している者と経験し

ていない者の精神的健康度を比較した（研究7）。結果として、至高体

験の経験者は、自己実現傾向が高く特性不安水準が低いことが顕著に示

された。また、精神分裂病尺度の得点の高い者も全く見られなかった。

特性不安水準に関しては、至高体験のない瞑想法実習者もかなり低い水

準にあったが、自己実現傾向は、至高体験の有無による差が大きかった。

　本研究の結果からは、至高体験をしたことによって精神的健康度が向

上したのか、それとも実習前から精神的健康度の高かった者に至高体験

が生じやすかったのかは結論できないが、瞑想法の実習開始後に至高体

験が生起する場合があり、至高体験の経験は、特に自己実現傾向の増大

と関運が深いことが示唆された。一方、瞑想法の実習によって、至高体

験を伴わない場合でも、自己実現傾向の増大や特性不安水準の低下が生

じることが確認されたことから、瞑想法の効果において至高体験の生起

は付加的な要因であり、特に短期聞の実習で生じる効果は、至高体験の

生起という観点からは説明できないことがわかった。
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第7章．認知スタイル変容効果の検討

第1節　本章の間題と目的

　本来、瞑想法を実践する主たる目的は、「悟り」と呼ばれるような、

ものの見方や考え方の新しいスタイルを獲得し、悩みや苦しみのない精

神的境地に至ることである。また、瞑想法の共通要素を定義する際にも、

「受動的態度（Benson，1975）」、「非分析的な態度での注意（Shap1ro，

1982）」、「受容性（Smlth，1987）」などの心的態度に焦点があてられ

てきた。このことから、瞑想法によって認知スタイルや心的態度がどの

ように変化するかを調べることは、瞑想法研究の申心的課題とすべきも

のだと思われる。しかし、これまでの心理学的研究においては、瞑想法

に特有の認知スタイルを調べる研究はほとんどなされてこなかった。

　その原因として、これまでの研究が、瞑想法が伝統的西洋文化（自然

科学を含む）へのカウンターカルチャーと見なされ、神秘的体験との関

連性が実際以上に注目されている西洋諸国において進められてきたこと

（Sar七〇，1992）が考えられる。瞑想法や神秘的体験に強い関心を持つ

研究者の多くは、従来の科学的手法を離れてトランスパーノナル心理学

的な研究と実践を推進し、逆に科学的手法を重視する研究者は、研究対

象を脳波や生化学物質の測定など身体的（生理的）側面だけに限定して、

心理的側面に触れることを避けてきた。また、West（1987）が瞑想法研

究の間題点として指摘しているように、瞑想法に関する詳しい知識や実

践経験を持たない研究者の多＜は、理論的根拠もないまま、安易に既成

の心理学的検査を用いた測定を実施してきた。このような状況で、瞑想

法に特有の認知的な変化に注目し、それを独自の客観的な指標を用いて
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検討しようとする研究が進まなかったのである。

　認知スタイルに関する研究はいくつかあるが、TM（Transcendenta1

Med『tatlon）の実習による場依存一場独立性の変化をEmbedded［gures

Testを用いて検討した研究（Llnd㎝，1973；Pe11e七rer，1974；◎川beck

ら、1986など）が中心であり、場独立性の増加が確認されている。その

他に、回転図形追跡課題における知覚のゆがみがTM実習者において少

ないことを見出した研究（Martlnettr，1976）もあるが、追試的研究

（Wr111ams＆Herbert，1976）では否定的な結果が得られている。

　瞑想法に特有の認知的な変化を独自の指標を用いて検討した研究は、

これまでに2っしかない。1っは、D川b㏄k（1982）による認知的柔軟

性の増大効果に関する研究である。TMの実習によって概念的な処理過

程の習慣的活用が弱まるという考えに基づいて、TM実習者は、新奇な

情報に対して適切なスキーマを用いることができ、習慣的な作業パター

ンが有効に機能しない条件下での作業成績の低下が少ないという仮説を

立て、文字の同定課題とアナグラム課題を実施した。結果として、文字

の同定課題では仮説が一部支持されたが、アナグラム課題では有意な結

果が見出せなかった。もう1つは、Ge1der1oosら（1987）による肯定的

概念志向性の増大効果に関する研究である。TMの実習によって、肯定

的な価値への志向性あるいは共鴫性が記憶や知覚の過程においても高ま

ると仮定し、肯定的な意味を持つ単語と否定的な意味の単語に対する記

憶や知覚の選択性を測定した。結果として、長期TM実習者は、肯定的

な単語をより低い視覚閾で知覚する傾向があった。単語の再生に関して

は、肯定的な単語がやや多＜再生されていたが有意ではなかった。

　今後、このような研究の進展が期待されるが、個人の特性としての知

覚や記憶の傾向を測定することは、質間紙検査などを用いた場合と比較
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して実施に多大な時間を要することや、被験者の能力の個人差が大き＜、

認知課題の成績に関わる性格の要因と能力の要因の分離が困難で明確な

結果が得られ難いことなどから、その後もあまり実施されて来なかった。

この間題を解決するためには、まず瞑想法の実習に伴って生じる認知ス

タイルの変化を明らかにし、その認知スタイルを簡便に測定できるよう

な検査を開発する必要がある。

　本章においては、まず、瞑想法（TM）の実習に伴って生じる認知ス

タイルの変化の特徴を、瞑想法実習者の自己報告を分析することを通し

て明らかにし（研究8．1）、次に、認知スタイル変容のメカニズムに関

するギア・チコニンジモデルに基づいた説明と仮説を提示し、その仮説を、

研究8．1で見出された認知的変化がどのような瞑想中の体験と関連して

いるか調べることを通して検討する（研究8．2）。

第2節　瞑想法実習者に見られる認知スタイルの変化　【研究8，1】

【目的】

　瞑想法（TM）の短期及び長期実習者が主観的に感じている、実習開

始後に生じたものの見方や考え方（認知スタイル）の変化についての報

告を収集し、瞑想法の実習に伴って生じる認知スタイルの変化の特徴を

明らかにすることが、本研究の目的である。

【方法】

　被験者：長期瞑想法実習者群→長期聞（平均2年9ヶ月、範囲4ケ月

～14年9ヶ月、）TMを実習している者40名（男性25名、女性15名・平

均年齢33．1歳）。短期瞑想法実習者群今短期間（平均68日、範囲1ヶ月

～4ヶ月）TMを実習している者52名（男性28名、女性24名・平均年齢
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40．1歳）

　手続き：瞑想実習歴や実習頻度などに関する質間と、「TMの実習を

始めてから気づいた、ものの見方や考え方の変化」に関する自由記述欄

からなる調査用紙を瞑想法実習者に配布して記入を求めた。調査は集団

で実施し、回収率は100％だった。

【結果と考察】

　長期瞑想法実習者群では、ものの見方や考え方の変化に関して被験者

全員が何らかの記述をしており、複数の変化を回答した者もあったので、

全体で72の報告が’得られた。短期実習者には、「特になし」とした者が

2名、否定的効果を報告した者が3名いた。複数の変化を回答した者も

あったので、報告された内容の全体数は76であった。それらの内容を分

類したものを、Tab1e18に示した。見出された変化には、認知スタイル

に関するものだけでなく、感情や行動や思考の変化についての記述も多

かった。報告された変化を、以下の9カテゴリーにまとめて示す。

①肯定的態度（認知スタイル）あ増大1全体として、1．「ものの見

方や考え方が肯定的になった」という内容の報告が最も多かった。この

分類には「プラス思考になった」、「前向きな態度でいられる」、「楽

観的になった」なども含まれている。肯定的なものへの志向性が増すこ

とが、TM実習者に晃出される認知スタイルの変化の中心的特徴だと思

われる。

②感情の安定化：短期実習者で特に多かったのは、2．「イライラし

なくなり、落ち着いた」という報告で、他の表現として「穏やかになっ

た」、ヂ精神的に安定した」、「感情がコントロールできるようになっ

た」などもあった。逆に、長期実習者において多かったのが、6．「常

に明るい気分でいられるようになった」であり、この分類の中には「何
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Tab1e18 瞑想法実習者における認知・行動スタイルの変化の分類

長期実習者 短期実習者　全体

1．ものの見方や考え方が
　肯定的になった

2．イライラしなくなり、
　落ち着いた

3．他人に優しくなり、
　寛容になった

4．物事にこだわらず、気持
　の切り替えが速くなった

5．物事、状況、自分などを
　受容できるようになった

6．常に明るい気分で
　いられるようになった

7、行動力が増し、積極的に
　なった

14　　　　13　　　　27

7　　　　18　　　　25

11 7　　　　18

7　　　　10　　　　17

7

8．客観的に見るようになり、　　　4
　視野が広がった

9．自分に素直に、率直に
　振舞うようになった

10一思考・が明噺になり、様々な　　　2
　ことに気づくようになった

11．感謝の気持が増した

6　　　　14

5　　　　　8

3　　　　　7

6

4　　　　　6

2　　　　　3・

12．否定的効果

13．その他

3　　　　　3

3　　　　　6
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をしていても楽しい」、「気がつくと至福感に満たされている自分がい

る」などの至高体験に類似の軽躁状態の報告もあった。2と6は、とも

に感情に関する項目として共通している。瞑想法（TM）の実習による

短期的な変化としては怒りや不安などの否定的な感情の低減が申心であ

り、長期的にはさらに喜びや幸福感などの肯定的感情が増大するのかも

しれない。

③受容的態度（認知スタイル）の増大：次に報告が多いのが、3．

「他人に優しくなり、寛容になった」であり、他者への寛容さの他に

「人との付き合いが楽しくなった」「相手を思いやったり共感したりす

ることが増えた」など、対人関係に関連する内容のものが幅広く含まれ

ている。しかし、この分類の中心的内容は他者を受容することであり、

5．「物事、状況、自分などを受容できるようになった」の分類と共通

性がある。この分類には「物事をあるがままに受け入れられるようになっ

た」、「異なる考えや状況を受け入れる柔軟性が増した」、「できない

ことは仕方ないと思えるようになった（他人も自分も）」などが含まれ

ている。受容性は、瞑想法によって向上する特質としてS㎜廿h（1987）

が重視しているものである。

④柔軟的態度（認知スタイル）の増大14．「物事にこだわらず、気

持の’切り替えが速くなった」という報告も多かった。この分類には、他

に「小さなことでクヨクヨしなくなった」、　「イライラした感じが続＜

ということがな＜なった」なども含まれている。物事にこだわらなくなっ

た理由として、「物質的、外面的なものにあまり価値を感じなくなりと

らわれなくなった」という価値観の変化や、　「全体が見えるようになっ

たので、小さなことにはこだわらなくなった」という視野の拡大をあげ

ている者がいた。
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⑤行動力と率直さの増大17、「行動力が増し、積極的になった」と

いう分類には、他に「家事をまめにするようになった」、ザ面倒がらず

根気よく仕事をするようになった」なども含まれている。また、同じく

行動上の変化として、9．「自分に素直に、率直に振舞うようになった」

という報告が、特に長期実習者で多かった。この分類には、その他に

「柔らか＜自然に行動できる」、「“良い子、∫くる”ところが少なくなっ

た」、「見栄を張らなくなった」なども含まれている。

⑥客観的態度（認知スタイル）の増大と視野の拡大：8．「客観的に

見るようになり、視野が広がった」という分類には、「物事を距離をお

いて考えるようになった」、「部分にとらわれず全体的なものの見方を

するようになった」など、対象から心理的に離れて観察する「非関与的

観察」と関連する内容の記述が含まれている。非関与的観察は瞑想法の

中心的特徴とされており、介入せずに観察する状態を示す「受容の相

（De1kman，1971）」、　「受動的態度（Benson，1975）」、「非分析的な

態度での注意（Shap廿o，1982）」など様々な用語で説明されている。

⑦思考や感覚の活性化：1O．「思考が明噺になり、様々なことに気づ

くようになった」という分類には、「新しい思考回路が開かれた感じ」、

「判断の速さが増し、的確になった」などの思考の活性化に関する記述

と、「周囲の微妙な変化によく気づくようになった」、「自分にとって

必要なもの良いものが何であるかが感じられる（環境、食事…　　）」

などの感覚の鋭敏さに関する記述が含まれている。

⑧感謝の気持の増大：3名だけだったが、11．「感謝の気持が増した」

ことを報告していた。「いろいろな事や物を有難いと感じる」、「何事

にも感謝できるようになった」など、特定の状況に限らず、感謝の感情

が生じる頻度が増大しているようである。

＿136＿



⑨否定的変化・その他：短期実習者群の3名に、否定的な内容の記述

がみられた。具体的には、「悪い事が続くと、すぐにマイナス思考にな

る」、「バランスを崩している感じがする」、「自動車の運転が乱暴に

なった（急ハンドル、急ブレーキ）」であった。その他は、「テレビな

どを見ていて感動する回数が増えた」、「ストレスの解消が大きい」な

ど分類できなかったものだが、「自然に対する親しみが強くなった」、

「好きな読書がますます好きになった」、　「都会的、人工的なものが嫌

いになった」など、嗜好の変化を記述したものが多く含まれていた。

第3節　認知スタイルの肯定志向的変化をもたらすメカニズム

　研究8．1において見出された変化の中で（Tab1e18参照）、認知スタ

イルに関連するものは、1．「ものの見方や考え方が肯定的になった」、

4．「物事にこだわらず、気持の切り替えが速くなった」、5．「物事、

状況、自分などを受容できるようになった」、8．「客観的に見るよう

になり、視野が広がった」などであり、各項目が、それぞれ肯定的認知

スタイル、柔軟的認知スタイル、受容的認知スタイル、客観的認知スタ

イルの増大を示している。

　本研究においては、これらの中で実習者からの報告が最も多かった、

「ものの見方や考え方が肯定的になった」という肯定的態度あるいは肯

定志向的認知スタイルの増大効果を取り上げて検討する。

　瞑想法（TM）の実習によって肯定志向的認知スタイルの増大が起こ

ると仮定した場合、そのメカニズムについてギア・チェンジモデル（第

3章第2節参照）の観点から考えてみる（F『g．11）。

　ギア・チェンジモデルにおいては、瞑想法の申心的特徴は、「一定の
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心身の状態および特定のモードでの体験を毎日繰り返す訓練を通して、

随意に心身をその状態に移行させ、モードを切り替える技能を身につけ

ること」だとされる。瞑想法実習中の心身の状態およびその時に用いら

れる認知的モードは、瞑想法の種類（および実践者の習熟度）によって

異なっている。心身の弛緩一緊張状態は、例えぱ、結勘日朕坐の姿勢によ

る座禅の場合、僧帽筋などは弛緩しているが腹部や下肢の筋緊張は持続

し、心理的にも緊張状態にある。また、自律訓練法などの弛緩法の場合

は、心理的にも生理的にも弛緩状態にある。TMは瞑想法であるが、心

身のリラクセーションを特徴としており、両者の中間に位置すると考え

られる。

　次に、認知スタイルの肯定的一否定的志向性の観点から見ると、瞑想

法の実践で目的とされるのは、否定的にも肯定的にも偏らない非選択的

な認知スタイルである。瞑想中の理想的な状態とされるのは「純粋意識

（Mahahsh1．1966）」、r汚されていない純粋な知覚（Shafパ，1973）」

などの用語で説明される、習慣的に用いてきた認知スタイルを放棄した

ニュートラルな状態である。このような状態では、主観的な介入をせず

に物事をあるがままに見るようになるとされてしぺることから（Shafガ，1

973）、認知スタイルの変化も、肯定的に偏った選択性が生じるよりも、

非選択的な傾向が増大していくと考えたほうが妥当である。全体的な変

化の方向として肯定的な認知スタイルが増大するとすれば、それは否定

的に偏った認知スタイルの緩和によって生じるものであり、最終的には、

肯定的に偏った認知スタイルも緩和されると考えられる（［g．11参照）。

　一方、自律訓練法などの弛緩法によるリラクセーション状態において

は、快適な気分や肯定的なイメージが誘発され、認知スタイルが肯定志

向的になる可能性がある（第8章、研究11において確認する）。もしも、

＿138＿



TM実習中の体験の特徴が弛緩法に近いリラクセーションを中心とする

ものであるならぱ、毎日の実習において弛緩状態と肯定志向的認知スタ

イルを繰り返し体験することになり、実習の継続に伴って、認知スタイ

ルが次第に肯定的な方向へ変化していくことが考えられる。そこで、次

節の研究8．2において、TM実習中の体験の特徴を明らかにするととも

に、どのような体験が肯定志向的な方向への認知スタイルの変化と関連

があるかを調べる。

　また、第8章（研究10）において、肯定一否定志向的認知スタイルと

特性不安水準との関連性を確認した上で、第9章（研究12．2）において、

瞑想法による肯定志向的な方向への認知スタイルの変化に伴って、実習

者の特性不安水準が低減している可能性を検討する。

不安水準の高い者が習慣的に用いるモード

　
否
定
志
向
的
　
認
知
ス
タ
イ
ル
≡

1 心身の緊張状態

瞑想法で体験されるニュートラル・モード 　非選択的　　　　　　　i認知スタイル1　　　　　　　1 心身の恒常状態

一

　弛緩法で体験される不安低減に有効なモード 肯定志向的認知スタイル 心身の弛緩状態

Flg．11ギア・チェンジモデルから見た認知スタイル変容のメカニズム
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第4節　瞑想中の体験の特徴、及び認知スタイルの変化との関連性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【研究8．2】

【目的】

　瞑想中には、最近の出来事や今後の予定などの雑念が心に浮か一∫くよう

な日常的体験から、感覚や知覚などが通常と異なる変性意識状態や至高

体験などの特殊な体験まで様々な体験が生じる（第2章第6節参照）。

TM中の体験として最も重視されているのは、思考内容がなく意識だけ

がある「純粋意識’の体験（Mahahsh1．1966）」であるが、West（1980a）

によれば、TM申の体験の中心は「リラクセーションと落ち着き」だと

されている。また、瞑想法の効果を脱感作理論によって説明しようとす

る研究者（G◎1eman，1971；B1ock，1977など）は、瞑想中に浮かぶ考えや

イメージや感情の内容、特に否定的なものが果たす役割に注目している。

ギア・チェシジモデルの立場からは、少なくとも短期瞑想法実習者の場

合は、　「リラクセーション」および「瞑想中に浮かぶ肯定的な考えやイ

メージや感情」がTM中の体験の中心であり、それらが認知スタイルの

肯定志向的変化と関連していると考えられる。長期瞑想法実習者の場合

も同様の傾向を示すかもしれないが、思考活動が休止した「純粋意識の

体験」や変性意識状態の体験などが増加し、それに伴って、偏って多＜

体験されていた肯定的な考えやイメージを中心に雑念が減少することも

考えられる。その場合、前節の［g．11におけるニュートラル・モードで

の体験が増加し、否定志向的認知スタイルだけでなく極端な肯定志向的

認知スタイルも緩和され、非選択的認知スタイルに近づくことが予想さ

れる。

　本研究においては、まず、TM実習者が瞑想申にどのような体験をど
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の程度の割合でしているのか、そしてそれが瞑想経験を積むに従ってど

のように変わってい＜のか調べることを目的として、短期瞑想法実習者

と長期瞑想法実習者を対象とした瞑想中の体験に関する調査を実施した。

また、瞑想中に各種の体験をする量と認知スタイルの変化量との閥の関

連性を調べることを目的として、TM実習開始後の認知スタイルの変化

に関する自己評定を併せて実施した。

【方法】

　被験者1短期瞑想法実習者群→短期聞（平均69日・範囲1ケ月～4ケ月）

TMを実習している者51名（男性27名、女性24名・平均年齢39，8歳）。

長期瞑想法実習者群今長期間（平均7年4ケ月・範囲1年1ケ月～21年）

TMを実習している者88名（男性54名、女性34名・平均年齢39．O歳）。

　手続き：瞑想実習歴や実習頻度などに関する質間に加えて、毎日のT

M実習中に以下の7種類の体験をする割合に関して、　「常に体験する

（100）」から「全＜体験しない（O）」までの連統線上の間で評定を

求めたl1．心身のリラクセーション、2．不快感（痛み・動悸など）、3．

雑念（最近の出来事や今後の予定など）、4．肯定的な考えや快いイメー

ジ、5．否定的な考えや不快なイメージ、6．マントラ以外に思考活動のな

い平静な状態、7．感覚や知覚が通常と異なる変性意識状態。併せて、T

Mの実習を開始してからの「認知スタイルの肯定志向的方向への変化

（項目：考え方が肯定的になり、物事の良い面を見るようになった）」

および「不安・緊張の低減（項目：不安、緊張、イライラなどが減って、

気持が穏やかになった）」に関して、主観的な変化量を6段階で評定さ

せた。

【結果】

　瞑想開始後平均69日の短期実習者と平均7年4ヶ月の瞑想経験がある
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長期実習者におけるT　M実習中の体験の特徴を、各種の体験（リラクセ

ーシ蔓ン、不快感、雑念、肯定的イメージ、否定的イメージ、思考活動

休止状態、変性意識状態）をする割合によって表わしたものが、Tab1e

19である（括弧内の数値は標準偏差）。結果として、T　M申の体験の中

心は「心身のリラクセーション」と「雑念」であり、「不快感Jはあま

り生じないことが確認された。また、瞑想中に浮か一∫く考えやイメージは、

否定的なものより肯定的なものの方が短期実習者群（t二7．92，df＝50，pく

．OO1）でも長期実習者群（t二5．67，dfz87，ρ＜．OO1）でも明らかに多かっ

た。「純粋意識（Mahar｛sh1．1966）」に近い「思考活動休止状態」や

「変性意識状態」の体験も、例外的で特殊な体験ではな＜、かなりの割

合（37．9～44．1）で頻繁に生じることが確認された。

Tab1e19瞑想法（TM）の実習における体験の特徴

長期実習者群 短期実習者群

1．リラクセーション

2．不快感

3．雑念

4．肯定的イメージ

5．否定的イメージ

6．思考活動休止状態

71変性意識状態

78．4（19，5）　　74．2（19．4）

11，2（18I6）　　9．3（14．9）

7011（26．O）　　61．9（25．9）

51．5（22－5）　　53．7（22．3）

30．O（25．6）一＊一21．5（17．2）

40．5（29．2）　　37．9（27．8）

44．1（31．O）　　40．2（28．1）

注：（）内はSD、＊は5％水準での群間の有意差を示す。
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　長期実習者群と短期実習者群は同様の結果を示しており、体験の特徴

にあまり違いが見出せなかった。差があったのは、長期実習者群の方が

「雑念」がやや多い傾向があり（t＝1．78，df＝137，p＜．1O）、「否定的な

内容の考えやイメージ」が多いことであった（t＝2．09，df＝137，p＜．05）。

「リラクセーション」、「思考活動休止状態」、「変性意識状態」など

も、長期実習者群の方がやや多かったが有意な差ではなかった。

　次に、各体験をしている割合と「認知スタイルの肯定志向性の増大」

および「不安・緊張の低減」の変化量との間の関連性を調べるために、

Spear㎜anの順位相関係数を求めた（Tab1e20）。相関係数が正の場合は、

各体験の量が多いほど肯定志向性が増大しており、不安・緊張が低減し

ていることを、負の場合はその逆を示している。

　Tab1e20に示したように、肯定志向性の増大は、「リラクセーション」

および「思考活動休止状態」と有意な正の相関関係にあり、　「不快感」

と負の相関関係にあった。すなわち、瞑想中の体験として、心身がリラ

クセーション状態にあり、マントラのみに注意が向いて思考活動がなく、

不快感もない快適な状態でいることが多かった者ほど、肯定志向性の増

大童が大きいことが示された。「肯定的イメージ」及び「変性意識状態」

の体験量と肯定志向性の増大との聞にも弱い正の相関関係があったが、

有意なものではなかった。

　不安・緊張の低減量は、「リラクセーション」の体験量と正の相関関

係にあった。また、短期実習者群では「思考活動休止状態」およぴ「変

性意識状態」の体験量と正の相関関係が、長期実習者群では「雑念」の

体験量と負の相関関係が見出された。

一143一



Tab1e20瞑想中の体験と認知スタイル及び不安・緊張の変化との関連性

　肯定志向性の増大　　　不安・緊張の低減

長期実習者短期実習者長期実習者短期実習者

1、リラクセーションr。＝O．31＊＊r。＝O．44＊ヰ

2．不快感　　　　　r、｝O．33＊中r聾｝O．26

3．雑念　　　　　　r。＝一〇．17　r。＝一〇．19

4．肯定的イメージ　r。＝O．18　r。二〇．10

5．否定的イメージ　　r日＝一〇．19　rヨ＝O．08

6．思考活動休止状態r。＝O．32りギ。＝O，35＊

7．変性意識状態　　　rヨ＝O．18　r，z　O．21

r5二　〇．43＊＊r5＝　O．26

r。｝O，06　r。＝一〇、15

r。｝O，23＊r。＝一〇．14

r。＝O．09　r。＝一〇．12

r。＝一〇．12　r冒＝0．1O

r5＝　O．18　　rs＝　0．41＊＊

r“O．12　㌧＝0．32＊

注1＊＊は1％、＊は5％水準で、相関係数が有意であったことを示す。

【考察】

　TMの実習における体験の中心は「心身のリラクセーション」であり、

不快感はあまり生じないことが確認された。座禅などにおいて結跡践坐

などを組むと、少なくとも初心者の場合峠苦痛を感じることが多いが、

TMの実習は弛緩した快適な状態が基本となっているようである。また、

様々な考えが浮か、∫ミ「雑念」も多＜、長期実習者においても雑念が減少

していないことがわかった。また、「思考活動休止状態」や「変性意識

状態」の体験も頻繁に生じることが示されたが、これらに関しても長期

実習者と短期実習者との間に大きな差は見られなかった。今回の調査は

体験の量的な違いを調べたものであり、体験の深まりなどの質的な差に
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関しては不明であるが、瞑想法（TM）の実践経験が長くなっても、先

に予想したような体験の変化（雑念の減少、思考活動休止状態の延長、

変性意識状態の増加など）ぱ起こらないようである。

　瞑想中に浮か、∫く考えやイメージに関しては、内容が肯定的なものが多

く、否定的なものの2倍程度あることが確認された。T　M以外の瞑想法

や一般的な日常生活において浮か一∫く考えやイメージとの比較がないので

明確なことは言えないが、特に短期実習者において、瞑想申に肯定的な

考えやイメージが浮か一∫く頻度が高いようである。長期実習者において、

肯定的なものと否定的なものとの差がやや小さかったが、これは否定的

な考えやイメージが多かったことによるものであった。この結果は、瞑

想中には抑圧された無意識的内容の意識化が生じるとする精神分析的解

釈（Shafh，1973）や、瞑想中のリラクセーション状態において不快な

記憶が想起されることが脱感作効果をもたらすとする行動療法的解釈

（Go1eman，1971）を一部指示するものである。しかし、↑ab1e20に示し

たように、長期実習者群において「否定的なイメージ」は「不安・緊張

の低減」との間に弱いながら負の相関関係にあり、否定的な考えやイメ

’ジの想起が不安・緊張の低減をもたらしているとは考え難い。

　ギア・チ三ンジモデルにおいては、少な＜とも短期瞑想法実習者にお

けるTM中の体験の中心は「リラクセーション」と「肯定的な考えやイ

メージの想起」であり、それらが「肯定志向性の増大」及び「不安・緊

張の低減」と正の相関関係にあるという仮説が立てられた。結果として、

体験の特徴は仮説を支持するものであったが、「肯定的な考えやイメー

ジの想起」に関しては、「肯定志向性の増大」や「不安・緊張の低減」

との聞に有意な相関関係が見出されなかった。瞑想中の体験としては、

肯定的な考えやイメージが多く浮かぶことよりも、リラクセーション状
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態にあることと、マントラだけに注意を向けた状態を保つことの方が、

肯定志向性の増大に関しても不安・緊張の低減に関しても関連性が強い

ことが示された。この結果をギア・チコニンジモデルに基づいて説明した

場合、瞑想中に肯定的な思考やイメージを繰り返し体験することではな

く、「心身の弛緩状態（および一定の対象への注意集中状態）にあるこ

とによって、肯定志向的な認知モードが選択されやす＜なる」と仮定す

ることになる。この仮説は、第8章（研究11）において検討する。

　なお、今回の調査は、瞑想中の体験の量的な検討だけに限定されたも

のであり、体験の内容に関する質的な違いは取り上げていない。本研究

において見出されなかった長期実習者と短期実習者との瞑想体験の特徴

の違いを明らかにするためには、今後の課題として、体験の質的な違い

を考慮した分析をする必要があると思われる。

第5節　本章のまとめ

　瞑想法の実習によって認知スタイルや心的態度がどのように変化する

かを調べるとともに、瞑想中の体験の特徴を明らかにし、認知スタイル

の変容と関連性の強い瞑想申の体験を見出すことを目的として、調査を

実施した。

　まず、瞑想法（TM）の短期及び長期実習者から、実習開始後に生じ

たものの見方や考え方（認知スタイル）の変化についての報告を収集し

分類することによって、瞑想法の実習に伴って生じる認知スタイルの変

化の特徴を調べた（研究8I1）。結果として、肯定志向的認知スタイル、

柔軟的認知スタイル、受容的認知スタイル、客観的認知スタイルなどが

増大することが示された。その他の一般的変化としては、感情の安定化
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（不安や緊張の低減）の報告が最も多く、行動力と率直さの増大、思考

や感覚の活性化、感謝の気持の増大なども報告されていた。そこで、最

も報告の多かった肯定志向的認知スタイルの増大効果を取り上げ、その

メカニズムに関して、ギア・チェンジモデルに基づいた説明と仮説を提

示した（第8章および第9章で仮説を検討する）。

　次に、瞑想法（TM）実習中の体験の特徴を調べるとともに、どのよ

うな体験が肯定志向的認知スタイルの増大と関連があるか検討した（研

究8．2）。結果として、瞑想中の体験の中心は「心身のリラクセーショ

ン」と「雑念」であり、「不快感」はあまり生じないことが確認された。

また、瞑想中に浮か、∫く考えやイメージは、否定的なものより肯定的なも

のの方が有意に多かった。しかし、「肯定的な思考やイメージ」の体験

量と認知スタイルにおける肯定志向性の増大との間には有意な相関関係

は見られず、瞑想中の体験としては、心身がリラクセーション状態にあ

り、マントラのみに注意が向いて思考活動がなく、不快感もない快適な

状態でいることが多かった者ぼど、肯定志向性の増大量が大きいことが

示された。
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第8章　肯定志向的認知スタイルを測定する検査の開発

第1節　本章の間題と目的

　TM（Transcendenta1Medれat｛on）実習者から、瞑想法の実習開始

後に生じた認知スタイルの変化として最も多く報告されているのは、

「考え方が肯定的になり、物事の良い面を見るようになった」などと表

現される肯定志向性の増大である（第7章第2節）。本研究では、この

肯定志向的な認知スタイルを「肯定的に評価されるものと否定的に評価

されるものとが混在する対象を提示された場合、肯定的なものを選択的

に認識する傾向」と定義し、これを肯定志向的認知スタイルと呼、∫ぐこと

にする。

　「肯定的なものを選択的に認識する傾向」は、注意、知覚、記憶、印

象、思考など、認知過程のあらゆるプロセスに関与していると考えられ

る。認知の肯定的一否定的選択性に関するこれまでの研究においては、

各プロセスにおける選択性が別々の方法で測定されてきた。最も一般的

なのはカラー・ワードテスト（StrooP　Co1or－Ward　Tes七）を用いた研究

であり、色名呼称の速さに及ぼす否定的単語や情動喚起的単語の干渉の

影響を調べている（Mogg，Mathews，＆Weln㎜an，1989；Martln，Wl111ams，＆

C1ark，1991など）。また、肯定的単語と否定的単語の知覚に関して、閾

値の低さを比較している研究もある（Ge1der1oosら，1987）。記憶にお

ける肯定的一否定的選択性に関しては、肯定的単語と否定的単語（ある

いは情動喚起的単語と中性的単語）を順次提示して記銘させ、再生され

た単語数の偏りを調べる研究が多いが（陥sby＆Yando，1982；谷口，199

1aなど）、再認の手続きを用いている研究もある（Mathews＆MacLeod，
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1985）。しかし、これらの研究の大部分は、認知や記憶のプロセスに関

する一般的な知見を得るためのものであり、個人の特性としての認知ス

タイルの違いを測定することは目的とされていない。そのため、研究対

象とするプロセスを限定し、その他のプロセスからの影響を排除するエ

夫がなされている。例えぱ記憶のプロセスについて研究するのであれぱ、

刺激提示の際に各単語の提示時間を一定にし、提示順序のカウンターバ

ランスをとることで、各刺激語に向けられる注意のプロセスの影響が排

除される。また、再認課題の場合には、刺激項目とは別の新しい項目

（ディストラクター）を検査項目に加えることで、被験者の推測による

影響を排除しようとしている。

　一方、本研究の目的は、認知のプロセスを研究することではなく、あ

る程度一貫した認知スタイルの個人差を研究することである。個人の認

知スタイルの特徴が、認知の各プロセスにおいてある程度共通の特徴を

示すと仮定した場合、各プロセスを分離せずに総合的な反応を測定した

方が、明確な個人差が得られることになる。つまり、記憶のプロセスに

おいて肯定的な選択性を示す者が、注意や推測のプロセスにおいても肯

定的な選択性を示すのであれば、刺激提示時や検査時の条件を被験者間

で統一するようなことはせず、できるだけ多＜のプロセスにおいて認知

スタイルの個人差の影響が現われるような方法を用いることによって、

各被験者の認知スタイルの特徴がより明確になると考えられる。

　そこで、本研究において、認知スタイルの個人差を測定することを目

的として、肯定的単語と否定的単語の選択的再認傾向を測定する検査を

新たに開発することにした。この検査は、以下のような特徴を有するも

のである。

①各刺激語を見る優先順位や時間配分にも被験者の選択性の影響が及
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　ぶように、全刺激語を1枚のシートにランダムに配置して1度に提示

　する。

②記憶能力の個人差の要因を除去するため、再生ではなく再認の手続

　きを用い、解答すべき項目数を全被験者で統一する（再認できた項目

　の申で特に確実だと思われるもの1O項目だけの解答を求める）。

③再認時の検査項目の申にディストラクターを加えないか、あるいは、

　ディストラクターにも肯定的単語と否定的単語を用いて、記憶に基づ

　かない被験者の推測による解答も、選択性の影響が及んでいるものと

　して分析の対象とする。

　本章では、肯定的単語と否定的単語の選択的再認傾向を測定する検査

を開発するため、まず、検査に用いる刺激語として肯定的・否定的印象

を与える性格関連用語を選出し、予備実験を実施して課題シートの作成

および検査手続きの調整を行い（研究9．1）、続いて、2セットの検査

を同一被験者に実施して、平行テスト法による信頼性の検討を行う（研

究9．2）。次に、選択的再認傾向検査で測定される肯定志向的認知スタ

イルが、特性不安水準の低さと関連があることを確認することを通して、

検査の併存的妥当性を検討する（研究10）。最後に、第7章の結果から

仮定された、リラクセーション状態における肯定志向的認知スタイルの

一時的な増大効果について検討する（研究11）。

第2節　選択的再認傾向検査の作成　【研究9．1】

【目的】

　人の特性を表わす単語に対する肯定的一否定的印象を評定させ、選択

的再認傾向検査で用いる刺激語を選出し、2種類の刺激語シートおよび
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再認用チェックリストを作成すること。そして、予備実験を実施し、用

・いる単語およびその配置を調整して、肯定的単語と否定的単語の選択的

再認傾向を測定する検査を作成することが、本研究の目的である。

【方法1】

　被験者：大学生40名（男性20名、女性20名）

　調査用紙1性格表現用語に関する青木（1971）の研究に華づき、人の

特性を表わす単語（形容動詞の語幹および名詞）191を広辞苑（新村，1

983）より選出し、各単語に関する肯定的一否定的印象についての評定

尺度を併置したリストを作成して用いた。

　手続き：191の各単語に対する肯定的一否定的印象に関して、「全く

肯定的」から「全＜否定的」までの6段階評定を、各被験者に求めた。

評定値が平均より1S　D以上離れており、性差のなかった60語の中から

肯定的単語と否定的単語を各20語選出し（↑ab1e21）、　「選択的再認傾

向検査」で用いる2種類の刺激語シートA，B（試作版）およびチェッ

クリストA，B（試作版）を作成した。また、漢字を用いた刺激語シ‘

トおよびチェックリスト（試作版）も作成した。

　【結果1】

　191の各単語について、「全く肯定的」を6点、「全く否定的」を1

点、その間を2～5点として被験者の平均評定値を算出した後、単語全

体の平均と標準偏差（SD）を求めた。全体の平均値は3．55で、これは

尺度のほぼ中央の値であった。そこで、平均より1S　D（1，25）以上離

れていることを基準に、平均評定値が4．80以上のものを肯定的単語、2．

30以下のものを否定的単語とした。その結果、31の肯定的単語と32の否

定的単語が選出されたが、その申から、評定において性差が有意に大き

く、かつ、男女いずれかの評定値が平均から1S　D以内だった「無神経」
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Tab1e21選択的再認傾向検査で用いる肯定的・否定的単語

検査A版 検査B版 漢字版

肯定語 否定語 肯定語　　否定語 肯定語 否定語

　げんき

すてき

　おんわ

ねっしん

おおらか

そうめい

さわやか

せいじつ

じゆんすい

おろか

・∫、しつ

むのう

うちき

いじわる

たいまん

けいはく

いんうつ

わがまま

しょうじきむきりょ＜

すなお

きれい

ゆかい

かっぱつ

ほがらか

かんだい

けんこう

はなやか

しんせっ

たんき

、∫、けつ

ひ＜つ

むりょく

ごうまん

らんぼう

あさはか

いんけん

、∫、まじめ

じょうひんひんじゃ＜

正直

誠実

上品

寛大

素直

親切

聡明

純粋

温和

元気

短気

不潔

軽薄

高慢

貧弱

陰険

内気

卑屈

怠慢

乱暴

　　検査の刺激語として用いなかった肯定的単語と否定的単語

肯定語1ゆたか、かんよう、けんめい、おんこう、じょうぶ、

　　　　けんぜん、せいかく、ゆうかん、ぜんりょう

否定語1がんこ、みじめ、ようち、いんき、ふあん、かって、

　　　　おうちゃく、おくびょう、、∫・せいじつ、むせきにん
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（否定語）および「優秀」　（肯定語）と、最も音節が長かった「一所懸

命」　（肯定語）を除いた。また、ひらがなで表記した際の混周を避ける

ために同音異義語があるものを除き（賢明と懸命、勇敢と有閑など）、

意味の類似したものは片方だけを採用して（温和と温厚、高慢と傲慢な

ど）、選択的再認傾向検査で用いる肯定的単語と否定的単語を各20語ず

つ選出した。単語の表記はひらがなか漢字に統一して、ひらがなの場合

3音節および4晋節の単語を同数ずつ含むA版・8版2セットのリスト

を、漢字の場合2文字の単語だけを用いて漢字版のリストを作成した

（Tab1e　21）　。

　ひらがなA版・8版、漢字版とも、肯定語と否定語各10語ずつを刺激

語シートに位置が揃わないようにランダムに配置した後、肯定語（否定

語）が一部分に偏らないように調整した。また、刺激語シートに用いた

ものと同じ20語を、配置する位置を全て変えてチェックリストに記載し

た。

【方法2】

　被験者1大学生138名（男性62名、女性76名）

　手続き1方法1で作成した2種類の選択的再認傾向検査ひらがなA版、

B版（試作版）および漢字版（試作版）を用いて、検査用紙改良のため

の予備実験を実施した。被験者は、実験者の指示に従って、①刺激語

シートの30秒間の黙視、②1分闇の数字の逆唱、③チェックリストを

15秒間黙視した後、確実に再認できたものから順に10語のみのチェック

を行った。また、刺激語シートに配置された単語を各被験者が黙視した

際に用いた方略などに関して自由記述による報告を求めた。

　結果に基づいて、単語による再認されやすさの偏りを減らすように、

シート上の単語の配置を変更し、ディストラクターの単語を加えて、
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「選択的再認傾向検査」で用いる3種類の刺激語シートA，B、漢字版

およびチェックリストA，B、漢字版を作成した。

【結果2】

　各単語の再認された頻度は、最も多いもの（肯定語：「ほがらか」91

名、否定語：「あさはか」85名）と少ないもの（肯定語：「きれい」39

名、否定語：「おろか」39名）との格差が最大で2．33倍あった。単語に

よる違いよりも配置された場所の差が大きく、シートの最上部に配置さ

れた単語（「ほがらか」、「あさはか」など）が特に再認されやすかっ

た。3音節の単語と4音節の単語の聞には、再認されやすさの差は見ら

れなかった。また、刺激語シートの見方に関する記述において、被験者

の約半数が上から下へ単語を読んでいったことを報告していた。また、

シートの中心部と比較して、左右に配置された単語の再認率がやや低い

傾向が見られた。

　漢字版に関しては、ひらがな版と同様の位置の効果の他に、　「元気

（81名）」と「上品（84名）」が多く再認されていた。ひらがな版にお

いて「げんき」を再認した被験者は44名と少なかったこと、及び、「元

気」と「上品」という漢字の画数が「内気」とならんで特に少なかった

ことから、単語の意味による違いではなく、刺激語シート上の漢字の見

やすさ（画数の少なさ）による影響だと考えられた。

　被験者の報告の中には、この検査の目的が肯定語と否定語を選択する

傾向を測定することだと気づいた記述はなかったが、チェックリストの

ほとんど全ての単語が刺激語シートにあったと報告した者が2名いた。

　これらの結果に基づいて以下のような変更を実施し、「選択的再認傾

向検査A版」（［g，12．1，12．2）、「選択的再認傾向検査B版」　（［g．

13．1，13．2）、　r選択的再認傾向検査漢字版」　（〔9．14．1，14．2）を作
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選択的再認傾向検査A版刺激語シートFr9，12
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　人の性格に関する以下の言葉を全て見た後、前のリストにあったと思

われるもので、確実に覚えているものから順番に10個だけ
選んで、（　）の申に1～1Oまでの数字を書き込んでください。

（　）がんこ

（　）けんぜん

（　）わがまま

（　）むのう

（　）さわやか

（　）すてき

（　）いじわる

（　）ねっしん

（　）げんき

（　　）　1ナい1まく

（）、∫、こう

（　）おおらか

（　）いんうつ

（　）おんわ

（　）じゆんすい

（　）しょうじき

（　）そうめい

（　）たいまん

（　）むきりょく

（　）おろか

（）せいじつ
（　）うちき

（　）おくびよう

（　）ゆうかん

F→9．12．2 選択的再認傾向検査A版チェックリスト
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選択的再認傾向検査8版刺激語シートFlg．13．1
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　人の性格に関する以下の言葉を全て見た後、前のリストにあったと思

われるもので、確実に覚えているものから順番に10個だけ
選んで、（　）の中に1～1Oまでの数字を書き込んでください。

（　）ようち

（　）おんこう

（　）いんげん
（　）、∫、けつ

（　）ほがらカ・

（　）すなお

（　）ごうまん

（　）かっぱつ

（　）ゆかい

（　）あさはか

（　）むりょく

（　）はなやか

（　）らんぼう

（　）きれい

（　）かんだい

（　）じようひん

（　）けんこう

（　）ふまじめ

（　）ひんじやく

（　）たんき

（　）しんせっ

（　）ひくつ

（　）おうちや＜

（　）けんめい

［g．13I2 選択的再認傾向検査B版チェックリスト
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無文茸

Flg，14．1選択的再認傾向検査漢字版刺激語シート
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　人の性格に関する以下の言葉を全て見た後、前のリストにあったと思’

われるもので、確実に覚えているものから順番に10個だけ
選んで、（　）の中に1～1Oまで数字を書き込ん、でください。

（　）臆病 （　）活発

（　）正直 （　）軽薄

（　）上品 （　）高慢 （　）元気

（　）貧弱 （　）寛大

（　）短気 （　）素直 （　）陰険

（　）親切 （　）乱暴

（　）聡明 （　）不潔 （　）純粋

（　）卑屈 （　）温和

（　）内気 （　）誠実 （　）怠慢

（　）愉快 （　）勝手

Flg．14．2 選択的再認傾向検査漢字版チェックリスト
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成した。

①再認頻度の低い単語をシートの中心に配置するなど、再認頻度の偏

　りを減らすように単語の配置を調整した。

②被験者が刺激語シートの上から下へ単語を読んだ場合の記憶の初頭

　効果と新近性効果を除くために、刺激語シートおよびチェックリスト

　の最上部と最下部に各2語ずつ合計8語のディストラクターを配置し

　た。

③ディストラクターは、誤って選択された場合でも肯定的一否定的認

　知スタイルの指標として利用可能なように、「方法1」で選出された

　肯定語と否定語の残りの単語から選んで一対ずつ配置した。

④チェックリストにおける単語の配置は、刺激語リスト上の位置と異

　なるようにし、活字の大きさも変えた。

⑤再認できた10語を選択する際、印象の強いものから順に番号を記入

　するようにして、分析時のデータの重みづけを可能にした。

⑥全ての刺激語を記憶されることを防ぐために、刺激語リストの提示

　時間を20秒間に短縮した。

【考察】

　ひらがなを用いた選択的再認傾向検査でぱ、音節の長さの違いによっ

て再認傾向に差が見られなかったので、肯定語と否定語の間でもA版と

B版の間でも均等な刺激語のリストを作成することができた。また、ディ

ストラクターをシートの上下に配置したことにより、被験者が上から

（あるいぱ下力くら）順番にリストを黙視した場合に生じる、記憶の初頭

効果と新近性効果を緩和することができたと考えている。

　一方、漢字版の選択的再認傾向検査では、文字数はすべて2文字に統

一したものの、漢字の画数の間題が残されている。また、刺激語を2文
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字の漢字からなる性格関連用語に限定したために利用可能な単語の数が

不足し、漢字版の検査は1種類しか作成することができなかった。

　選択的再認傾向検査は、記憶課題としての性質上、同一の被験者に対

して1回しか実施することができない。瞑想法の効果測定においては実

習前後に2回の検査を実施するので、等質な2セットの検査が必要であ

る。今回、ひらがなを用いた選択的再認傾向検査として、A版とB版の

2種類を作成することができたので、その等質性と信頼性（研究9．2）、

及び特性不安水準との関連に基づく妥当性（研究10）を確認した上で、

瞑想法実習者を対象とした認知スタイルの測定（研究12．1，研究12．2）

に用いることにする。

第3節　選択的再認傾向検査の信頼性の検討　【研究9．2】

【目的】

　選択的再認傾向検査を同一被験者に2回（A版およびB版）実施して

両検査聞の相関関係を調べ、検査の信頼性を検討することが本研究の目

的である。また、2種類の検査を互いの代替検査として用いることの妥

当性を検討する。

【方法】

　被験者1短期大学生310名（女性）

　手続き1被験者310名に対して、半数ずつ実施順序のカウンターバラ

ンスをとって、選択的再認傾向検査A版とB版を1週聞の聞隔をあけて

実施した。検査時の心身の状態の被験者閥の差を緩和するため、2回と

も検査前に3分聞の閉眼安静期を置いた。検査の実施方法は、①刺激

語シートの20秒問の提示、②1分間の数字の逆唱、③チェックリスト
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を15秒聞黙視した後、確実に再認できたものから順に10語のみのチェッ

ク、であった。教示は次の通りであった。①「シートの裏面に、性格を

表現する言葉が20から30語書かれています。合図に従ってシートをめく

り、「やめ」と言うまでの20秒聞それらの言葉を黙視してください。無理

に言葉を記憶する必要はありません。自然に眺めていてください。」、

②「1分間目を閉じて、200から順に199，198・・と数字を逆諦して＜

ださい。」、③「目を開けて、チュック用シートに書かれている言葉を

全て黙読して下さい。　（15秒後）それらの言葉の中で先のシートに確実

に書かれていたと思われるものから順番に、1から1Oの数字を記入して

下さい。」

【結果】

　有効データ数は307（A今Bが154，B→Aが153）であった。再認さ

れた肯定語数の平均は、A版で5．52（SD1．28）、B版で5．63（SD1．41）

であり、平均値に関一しても（t二1．30，df二305）、分散に関しても（F＝1

．20，df＝306／306）、2っの検査聞に有意な差はなかった。

　また、同一被験者におけるA版とB版の検査結果の間で順位相関係数

を求めたところ、r三二〇．43（t＝8．32，dfヱ305，p＜．001）であり、申程度

の正の相関があることが確認された。

【考察】

　選択的再認傾向検査のA版とB版の間に、中程度の正の相関関係（r

、二0．43）が見出された。これは検査の信頼性を示す数値としては低い

が、1週聞の聞隔をあけて別の検査を実施した平行テスト法の手続きに

おいて得られた数値としては無視し難く、両検査の等価性だけでな＜結

果の安定性も示していることから、本検査で測定される肯定的・否定的

単語の選択的再認傾向に、ある程度一貫した個人差があることが確認さ
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れたと言えよう。また、2種類の選択的再認傾向検査の平均値や分散の

甲にも有意な差がなかったことから、今後、A版とB版を等質と見なし、

互いに代替検査として用いることとしたい。

　また、再認用チェックリストで選択された1O単語の中には、A版B版

ともに肯定的単語の含まれる割合が多かった（55％および56％）。健常

者を対象にした研究（Nasby＆Yando，1982；谷口，1991aなど）において

は、実験条件に関わらず肯定的単語の方が記憶されやすいという結果が

報告されており、選択的再認傾向がやや肯定的な方向に偏っていること

は、健常者における一般的傾向だと思われる。

　あるいは、本研究の手続きとして検査開始前に3分間の閉眼安静期が

設定されていたことが、被験者の選択的再認傾向に一定の影響を及ぼし

た可能性も考えられる。もしも、心身のリラクセーション状態が選択的

再認傾向を肯定的な方向に変化させるのであれば（この間題は研究11に

おいて検討する）、検査前に安静期を設定するかわりにテスト前の待機

時間を設けることによって心身の弛緩状態の誘発が防止でき、肯定語が

再認されやすい傾向が全体的に緩和されるかもしれない。

　本検査の間題点としては、肯定的単語を選択しやすい傾向と否定的単

語を選択し難い傾向の区別がっかないことがある。肯定的単語が再認さ

れる割合が多かったという結果には、肯定的な内容への積極的な志向性

の他に、防衛的な態度による否定的内容の否認や選択的忘却の要因が影

響している可能性がある。

　いずれにしろ、平行テスト法によって2回のテスト間に有意な相関関

係があることが示されたので、選択的再認傾向検査にはある程度の信頼

性があることが確認されたと言えよう。
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第4節　選択的再認傾向と特性不安水準との関係　【研究10】

〔目的】

　選択的再認傾向検査を作成した目的は、瞑想法の実習によって生じる

認知スタイルの肯定志向的変化を測定するためであり、その認知スタイ

ルの変化が特性不安水準の低減と関連しているというのが、本論文にお

いて提示された仮説であった。この仮説を検討するための道具として選

択的再認傾向検査を用いるためには、前提条件として、肯定的単語を選

択的に再認する傾向と特性不安水準の低さとの間に関連性がなければな

らない。

　選択的再認傾向検査によって判別された、認知スタイルが肯定志向的

な者と否定志向的な者の特性不安水準の特徴を調べることを通して、認

知スタイルが肯定志向的であることと特性不安水準が低いこととの関連

性を確認するとともに、選択的再認傾向検査の併存的妥当性を特性不安

水準を基準として検討することが、本研究の目的である。

【方法】

　被験者＝大学生126名（男性53名、女性73名）

　手続き：126名の被験者に対して、選択的再認傾向検査をA版および

8版のカウンターバランスをとって2回実施し、肯定的単語を否定的単

語より4語以上多＜再認した肯定群と否定的単語を肯定的単語より4語

以上多＜再認した否定群を、各検査ごとの2つの基準によって選出した。

　選択的再認傾向検査の実施方法は、検査の前に設定した3分間の閉眼

安静期を1分間の開眼待機期（開眼状態で、静かに「始め」の合図を1

分間待つ）に変更した以外は研究9．2に示したものと同様で、以下の通
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りであった：①刺激語シートの20秒間の提示、②1分間の数字の逆唱、

③チェックリストを15秒間黙視した後、確実に再認できたものから順

に1O語のみのチェック。

　A版の結果を基準として肯定群A18名と否定群A12名が、B版の結果

を基準として肯定群B14名と否定群B14名が選出された。これらの被験

者に対して、CAS不安検査（園原ら，1963）およびSTA工の特性不

安尺度（中里・水口、1982）への回答を求め、各群の不安水準の平均を

比較した。

【結果】

　Tab1e22．1に、選択的再認傾向検査A版を基準として選出した肯定群

Aと否定群Aの、Tab1e22．2に、選択的再認傾向検査B版を基準として

選出した肯定群Bと否定群Bの不安得点の平均と標準偏差を示した。

Tab1e22．1選択的再認傾向検査A版における肯定群と否定群の不安水準

S　T　A　I　C　A　S Q3■　　C■　　L　　　O　　　Q4

肯定群A　39．7　　3014

　（SD）　　（7．8）　（7．4）

　　　　　　＊＊　　　　　＊＊

否定群A　52，0　　41，0

　（SO）　　（9．5）　（12．5）

6．6

（3．3）

8．8

（3．2）

4．6　　　5I2　　　8．7　　　5．4

（1．9）（2．2）（2．6）（2．8）

＊＊

7．7　　　6，8　　10．8　　　6．9

（3．3）（3．7）（2．8）（4，1）

注：＊＊は1％水準で群間の差が有意であることを示す。
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Tab］e22．2選択的再認傾向検査B版における肯定群と否定群の不安水準

STAI　CAS　　Q3■　　C■　　L　　　O　　　Q4

肯定群B　38，3　　28．8　　6．5　　4．7　　4．2　　7．9　5．5

（SD）　　（8．2）　（9，5）（3．3）（2．O）（3．1）（3．O）（2．9）

　　　　　　＊　　　　．＊　　　　　　　＊＊

否定群B　46，7　　38．4　　8．1　　8．2　　4．5　　9．6　　8．O

（SD）　　（1O．5）　（12．7）（4．8）（2．3）（316）　（2．7）（3．9）

注1＊＊は1％、＊は5％水準で群間の差が有意であることを示す。

　S　TA工の特性不安尺度に関して、A版（t＝3173，df＝28，P＜．001）で

もB版（t＝2．28，df＝26，p＜．05）でも肯定群の不安得点は否定群より有

意に低かった。CA　Sにおいても同様に、肯定群の不安得点がA版（t

＝2，81，df＝28，p＜．01）でもB版（t二2．18，df＝26，p＜、05）でも有意に低かっ

た。また、CASの5っの下位尺度全てにおいて肯定群の不安得点がよ

り低かったが、否定群との差が有意に大きかったのは、C一「自我の弱

さ」のみであった（A版1t二3，15，df：28，P＜．O1，B版：t：4．19，df＝26，

p＜．O01）。その他に、A版においてQ3■「自我統御力の欠如」（tx1．8

1，df＝28，p＜．10）とO　r罪悪感」　（t＝2．02，df＝28，ρ＜．1O）が、B版にお

いてQ4「衝動による緊迫」　（t＝1，87，df＝26，pく．05）が、肯定群と否定

群の不安得点の差に関して有意傾向を示した。

　今回の被験者の選出ぱランダムではないので適切な分析方法ではない

が、参考データとして再認された肯定語数と不安得点の聞でSpearmanの
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順位相関係数を算出し、下ab1e23に示した。結果として、全ての尺度で

負の相関関係が見られ、CAS総合点（t＝2．31，df＝28，p＜．05）とST

AI特性不安得点（t＝3．77，df＝28，p＜．OO1）とA版における肯定語数と

の間の相関が有意であった。CASの下位尺度ではC■「自我の弱さ」

との関連性が強＜、A版（t二3．31，df＝28，p＜．O1）、B版（t二2．10，df＝

26，p＜．05）ともに有意な負の相関が見出された。

Tab1e23再認された肯定語数と不安検査の得点間の順位相関係数

ST　A　I　CA　S Q3－　　C－　　L　　　O　　　Q4

A版　　　一〇．58い　一〇．40＊　一〇．24　－O．53申ヰーO，20　－O．24　－0．22

B版　　一〇．30　－O．25　－O．15　－O．38ヰーOI11　－O．08－0．19

注：＊＊は1％、＊は5％水準で相関係数が有意であることを示す。

【考察】

　肯定的単語をより多く再認する者は、否定的単語を多く再認する者よ

りSTAIの特性不安尺度およびCAS不安診断検査で測定される不安

水準の低いことが、選択的再認傾向検査A版においてもB版においても

確認された。このことは、本検査で測定される肯定的一否定的認知スタ

イルと特性不安水準の高低との間に関連性があることを示している。よっ

て、選択的再認傾向検査A版およびB版は、特性不安水準と関連する変

数としての何らかの認知スタイルを測定する指標として妥当性があるこ

とが確認されたと言えよう。
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　不安に関する因子の中では、特にC■「自我の弱さ」が、否定的単語

の選択的再認傾向との関連性が強いことが示された。園原ら（1963）に

よれぱ、C■因子は自我の強さ（緊張を統制して現実に、∫、さわしい方法

で表現する能力）とマイナスの相関を持つ人格因子であり、C一得点の

高い者は情緒的に不安定で、低い者は成熟し安定した性格を示すとされ

ている。今回の結果の1つの解釈として、不安や緊張が喚起されやすい

記憶検査場面において、自我の弱い者は否定的な内容に注意が向き、自

我の強い者は緊張を統制する過程で逆に肯定的なものを見ようとする傾

向があると考えることができる。

　また、下位因子のL「疑い深さ」は、他の4因子とは異なり、肯定群

の不安得点が否定群より低い有意傾向が見出されなかった。選択的再認

傾向とL因子の関連性が低いことは、瞑想法の実習によって肯定志向的

認知スタイルが増大した場合でも、L因子の得点はあまり低下しないこ

とを示している。実際に、瞑想法の長期実習者の不安得点の低さがL因

子においてのみ有意でな＜（研究1．1参照）、瞑想法の実習前後での不

安得点の変化もL因子においてのみ有意でない（研究1．2参照）という

結果が得られていることから、L因子との関連性の低さは、選択的再認

傾向検査を瞑想法の効果測定に用いることの妥当性を否定するものでは

ない。

　参考値として算出された順位相関係数においても同様の結果が示され

たが、選択的再認傾向検査B版に関しては、特性不安水準の高さとの間

に有意な相関を見出すことができなかった。しかし、今回のデータには、

被験者の数が少ないことと選出がランダムでないという間題があるので、

肯定語の再認数と不安得点との間の相関関係については、瞑想法実習者

を被験者とした第9章の研究12．1において再検討することにしたい。
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第5節　リラクセーション状態における選択的再認傾向　【研究11】

【目的】

　第7章（研究8．2）において、瞑想中には、否定的な思考やイメージ

よりも肯定的な思考やイメージが心に浮かびやすいことが確認された。

この結果から、瞑想中に肯定的なイメージを繰り返し体験することによっ

て、次第に認知スタイルが肯定的な方向に変化することが推測されたが、

肯定的イメージが浮か一∫く割合と認知スタイルの変化との聞に、有意な相

関関係は見出されなかった。認知スタイルにおける肯定志向性の増大と

関連が深かった瞑想中の体験は、心身のリラクセーション状態、マント

ラのみに注意が向かって思考活動が休止した状態、痛みなどの不快感の

ない状態などであった。そこで、肯定的な思考内容を含まない心身のリ

ラクセーション状態（および一定の言葉への注意集中状態）において、

選択的再認傾向が一時的に肯定志向的な方向に変化するか否か、選択的

再認傾向検査を用いて検討することにした。

　選択的再認傾向検査を作成した目的は、個人の特性としての肯定的一

否定的認知スタイルを測定することであり、実際に、肯定的単語の選択

的再認傾向が特性不安水準と関連するものであることが確認されている

（研究10）。選択的記憶に関するこれまでの研究の中にも、ミネソタ多

面人格目録（Yamash廿a，1967）やCAS不安検査（Ge1der1oosら，198

7）などの性格検査の得点と選択的記憶のスタイルとの関係を検討した

ものがある。その一方で、選択的記憶傾向は、気分などの一時的な心理

状態の影響を受けるものであることも指摘されている（谷口，1991b）。

これまでの研究では、心理状態として主に不安状態と抑欝状態が取り上

げられてきたため、不安神経症患者や欝病患者が研究対象とされること
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が多かったが、その場合には、個人の特性と心理状態の効果が併せて検

討されていることになる。しかし、音楽などを聞かせることで一定の気

分を誘発する実験的研究もあり（谷口，1991a）、一時的な心理状態が

選択的記憶傾向に及ぼす影響は無視することができない。

　そこで本研究において、リラクセーション状態と緊張（課題遂行）状

態における、選択的再認傾向の違いを比較検討することにした。リラク

セーション状態の誘発のために、自律訓練法（Schu1tz＆Luthe，1969）

を用いた。自律訓練法は、最も一般的なリラクセーション技法であるだ・

げでなく、一定の言語公式への受動的注意集中を基本としており、肯定

志向的認知スタイルとの関連が確認されたリラクセーションと一定の言

葉への注意集申の両方の状態をもたらすと考えられたからである。また、

緊張状態をもたらす課題として、暗算を遂行させた。

【方法】

　被験者1大学生198名（男性84名、女性115名）

　手続き：実験の前に、自律訓練法の標準練習を90分ずつ3回のセッショ

ンで被験者に指導し、第二公式（四肢温感練習）までを3週間実習させ、

練習記録を提出させた。結果として、被験者全体の63％が毎日1回以上

練習を継続し、91％が腕の重感、93％が腕の温感を体験していた。

　被験者ぱ、弛緩（自律訓練法）条件と暗算条件でカウンターバランス

をとって、選択的再認傾向検査を2回（A版とB版を各1回）受けた。

検査の手続きは以下の通りであった。①1分間の自律訓練法（重感練

習および温感練習）あるいは暗算による一桁の足し算、②刺激語シー

トの20秒間の提示、③1分間の自律訓練法（重感練習および温感練習）

あるいは暗算による一桁の足し算、④チェックリストを15秒間黙視し

た後、確実に再認できたものから順に10語のみのチコニック。
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　1回目の検査終了後、弛緩（自律訓練法）条件と暗算条件を逆にして、

同じ手続きで2回目の検査を実施した。

【結果】

　指示通りチェックしなかった者を除いた有効被験者数は191名であっ

た。同じ条件下で実施した2つの検査A版とB版の結果は、平均も標準

偏差もほぼ同じ値を示しており（Tab1e24）、統計的にも有意な差はな

かった（t：O．04，df二189およびt工O．61，df＝189）。そこで、A版とB版

を等質と見なし、データをまとめて分析した結果、再認された肯定的単

語数の平均が、暗算条件で5．17（SD1．36）だったのに対して、弛緩（自

律訓練法）条件では5．59（SD1．62）でやや多かった。対応のあるt検定

を行ったところ、条件間に1％水準で有意な差があることが示された

（t＝3．12，df＝190，p＜．01）　。

Tab1e24弛緩条件と暗算条件における肯定語の再認数

弛緩条件　　　暗算条件

検査A今8

　（SD）

検査B→A

　（SD）

5．58

（1．62）

5．59

（1．63）

5．23

（1．38）

5．11

（1．34）

全　体

（SD）

5，59　　　　　　　5．17

（1．62）　　　（1．36）
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　条件間に統計的に有意な差があることは確認されたが、平均値の実数

の差はO．42と小さく違いが明確ではなかったので、より実際的なデータ

を検討するために、再認された肯定的単語数ごとの被験者の人数分布を

Tab1e25に示した。再認された肯定的単語数Oから3（すなわち否定的

単語数10から7）を否定群、4から6を中性群、7から1Oを肯定群とし

て算定すると、肯定群の被験者の全体に占める割合は、暗算条件で14％

（27名）なのに対して、弛緩（自律訓練法）条件では2倍以上の29％

（55名）であった。人数の分布の偏りを2条件×3群のX2検定で調べ

たところ、1％水準で有意な差が見出された（X2二13．1，df二2，p＜101）。

残差分析の結果、弛緩（自律訓練法）条件で肯定群の人数が多く（3，49，

p＜．01）、中性群の人数が少ない（一3．32，p＜．O1）ことが示された。

Tab1e25再認された肯定的単語数ごとの被験者の分布（単位：人）

肯定語数　　0　1　2　3　4　　5　6

　　　　　　　（否定群）　　　（中性群）

7　8　9　10

　（肯定群）

弛緩条件

（小計）

暗算条件

（小計）

O　　0　　5　　14　　26　　52　　39　　32　　17　　3　　3

　　（19）　　　　（117）い　　　　（55）申＊

　　0　　2　　14　　40　　62　　45　　18　　7　　1　　1

　　（17）　　　　（147）い　　　　（27）ホ＊

注：＊＊は、残差分析において1％水準で有意であったことを示す。
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【考察】

　自律訓練法に関しては、被験者の9割以上が四肢の重感や温感の反応

を体験できるようになっていたことから、大部分の被験者においてリラ

クセーション状態の誘発が達成されていたと思われる。また、被験者は

自律訓練法の安静練習も実習していたが、検査時にはこれを除いて実施

した。その理由は、安静練習で用いられる「気持ちが落ち着いている」

という公式言語の内容がやや肯定的なので、それが結果に影響を及ぽす

ことを避けるためであった。

　残念ながら今回・の研究からぱ、自律訓練法によるリラクセーション状

態において選択的再認傾向がより肯定志向的に変化したのか、暗算課題

の遂行による緊張状態が否定志向的な方向への変化をもたらしたのかを

明確に区別することはできないが、同一被験者において、弛緩（自律訓

練法）条件の方が暗算条件より多＜の肯定的単語の再認がなされたとい

う結果から、肯定的単語の選択的再認傾向は、個人の特性としての肯定

志向的認知スタイルを示すものであるだけでなく、リラクセーションや

緊張などの一時的な心身の状態によって変化するものであることが確認

されたと言えよう。

　また、被験者は、自律訓練法においては「両腕が重たい（温かい）」

という言葉を繰り返しており、暗算課題においては常に数字の計算をし

ていたので、肯定的あるいは否定的な思考内容やイメージの体験はして

いなかったと考えられる。この点では、思考内容を含まない単純な心身

のリラクセーション状態（および一定の言葉への注意集中状態）と肯定

志向的認知スタイルとの間の関連性を確認するという本研究の目的は達

成されたと言える。ギア・チェンジモデルにおいて仮定されたように、

毎日の瞑想法の実習中にもたらされるリラクセーション状態（および一
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定の言葉への注意集中状態）において、瞑想法実習者は、日常生活にお

ける通常の認知スタイルがやや肯定志向的に変容した状態を繰り返し体

験していることになる。長期的に見れば、このことが一時的な変化だけ

でなく、特性としての認知スタイルにも影響を及ぼしてくると考えられ

る。

第6節　本章のまとめ

　瞑想法（TM）の実習による変化として第7章で見出された認知スタ

イルの肯定志向的変化を測定する指標として、肯定的単語と否定的単語

の選択的再認傾向を測定する検査を開発し、信頼性と妥当性を検討した。

　まず、検査に用いる刺激語として肯定的一否定的印象を与える性格関

連用語を選出し、予備実験を実施して課題シートの作成および検査手続

きの調整を行い、「選択的再認傾向検査A版」、「選択的再認傾向検査

B版」、「選択的再認傾向検査漢字版」を作成した（研究9．1）。

　続いて、選択的再認傾向検査A版とB版の2セットを1週間の間隔を

おいて同一被験者に実施し、両検査の等質性の確認と、平行テスト法に

よる信頼性の検討を実施した（研究9．2）。結果として、2回のテスト

聞に有意な相関関係があることが確認されたことから、選択的再認傾向

検査に信頼性があることが示された。また、A版とB版の2セットの選

択的再認傾向検査の平均値や分散に有意な差がなかったことから、両検

査を等質と見なし、今後、互いに代替検査として用いることとした。

　次に、選択的再認傾向検査で測定される肯定志向的認知スタイルが、

特性不安水準の低さと関連があることを確認することを通して、検査の

併存的妥当性を検討した（研究10）。結果として、肯定的単語をより多
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＜再認する者は、否定的単語を多く再認する者よりSTA工の特性不安

尺度およびCAS不安診断検査で測定される不安水準の低いことが、選

択的再認傾向検査A版においてもB版においても確認されたことから、

特性不安水準と関連のある認知スタイルを測定する指標として、選択的

再認傾向検査に妥当性があることが示された。

　最後に、第7章の結果から仮定された、弛緩および注意集中状態にお

ける肯定志向的認知スタイルの一時的な増大効果について検討した（研

究11）。弛緩（自律訓練法）状態と緊張（暗算課題遂行）状態における

選択的再認傾向の違いを同一被験者において比較した結果、弛緩条件の

方が暗算条件より多くの肯定的単語の再認がなされたことから、肯定的

単語の選択的再認傾向は、個人の特性としての肯定志向的認知スタイル

を示すものであるだけでなく、弛緩や緊張などの一時的な心身の状態に

よっても変化するものであることが示された。具体的には、瞑想中にも

たらされるような心身の弛緩および注意集中状態において、選択的再認

傾向が肯定志向的に変化することが確認された。
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第9章．認知スタイルの肯定志向的変化と不安低減効果との関連性の検討

第1節　本章の問題と目的

　瞑想法の顕薯な効果として、質問紙検査で測定される特性不安水準が

短期間（2，3ヶ月程度）で低減することが一貫して確認されてきた

（第2章第4節および第4章参照）。しかし、短期間で不安水準の低減

が生じるメカニズムは不明であり、併存的な変化が確認されないために、

生理的な安定効果（第5章）や至高体験の促進効果（第6章）と関連さ

せて説明することはできないことが示された。そこで、これまであまり

研究されてこなかった認知スタイルの変容効果に着目して調べた結果、

瞑想法（TM：Transcendenta1Medれatron）の実習によって、ものの

見方や考え方が肯定志向的に変化することが示唆された（第7章）。そ

こで、認知スタイルの肯定志向性が増大すること（あるいは、否定志向

性が緩和されること）が、瞑想法の不安水準低滅効果に関与する要因と

なっていると仮定し、検討することにした。

　瞑想法によって生じる不安低減効果は、生理的指標や行動的指標にお

いては結果が明確でな＜、一貫した顕薯な変化は、特に質間紙検査にお

いて確認されてきた（第2章参照）。回顧的な質問紙検査は被験者の自

己認知を測定する指標なので、瞑想法実習者の認知スタイルが変化すれ

ば、質間紙検査への回答傾向もその影響を受ける可能性が高い。日常生

活における行動や情動的反応の変化が小さいものであった場合でも、そ

れを回顧的に認知し評価する際のスタイルが肯定志向的な方向に変化す

れば、質間紙検査の結果は大き＜変わってくるであろう。たとえば、不

安水準の測定に用いられる頻度が高いS七a七e－Tralt　Anxle七y工nven七〇ry
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（S　TA　I）の特性不安尺度は、　「気分が良い」、　「憂うつになる」な

どの気持ちを晋段体験している頻度を回顧的に自己評価させるものであ

る。仮に、日常生活において肯定的な感情と否定的な感情を同じ割合で

体験していたとしても、それらを想起し評価する際に、肯定的な内容の

体験を、あるいは体験の肯定的な側面を選択的に認知する傾向があれぱ、

「気分が良い」はより高頻度に評定され、　「憂うつになる」の頻度の評

定は低くなり、結果として特性不安得点が低下することが考えられる。

物事の肯定的な側面を選択的に認知する傾向が一貫した認知スタイルと

して定着すれば、日常生活において不安感情が生起する頻度自体も大き

く低減すると思われるが、その場合には、質問紙検査に現われる変化は

さらに大きなものとなるであろう。

　特性不安水準の低減効果と認知スタイルの肯定志向的変化との関わり

を検討するために、まず、認知スタイルの肯定一否定志向性を測定する

指標として「選択的再認傾向検査Jを開発し、その信頼性と、特性不安

水準を基準とした併存的妥当性を確認した（第8章）。そこで、次の段

階として、瞑想法実習者におげる認知スタイルの変化を測定し、その特

徴および特性不安水準の変化との関連性について検討することにした。

　本章の目的は、瞑想法の実習によって実際に認知スタイルの肯定志向

性が増大するか否かを「選択的再認傾向検査」を用いて確認すると共に、

その変化と質問紙検査によって測定される特性不安水準の変化との間の

関連性を検討することである。具体的には、瞑想法（TM）の長期実習

者と未実習者とで選択的再認傾向の肯定志向性および特性不安水準を比

較した後（研究12．1）、瞑想法の実習前後での選択的再認傾向と特性不

安水準の変化を調べ、相互の関連性を検討する（研究12．2）。
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第2節長期瞑想法実習者の選択的再認傾向と特性不安水準　【研究12．1】

【目的】

　瞑想法の不安低滅効果に関して、瞑想法の実習によって認知スタイル

が肯定志向的に変化し、それと関連して不安に関する質間紙検査の得点

が低下するという仮説を提示したが、その傍証を得るために、まず、す

でに瞑想法（TM）を長期間実習している者の認知スタイルの肯定志向

性と特性不安水準の特徴を調べることにした。

　なお、第8章（研究11）において、一時的なリラクセーション状態が

選択的再認傾向を肯定志向的な方向へ変化させることが示されているの

で、瞑想法実習者における選択的再認傾向の測定に際しては、検査時に

瞑想状態になることを防止するために開眼状態を指示した上での実施と、

瞑想状態の影響を見るために瞑想の実習をした直後での実施の2条件を

設定し、結果を相互に比較する。

　また、本研究で得られたデータを再分析し、第8章（研究10）におい

て検討課題とされていた認知スタイルの肯定志向性と特性不安水準の低

さとの関連性の確認を、併せて実施する。

　本研究の目的は、以下の問題を検討することである。

①瞑想法実習者の認知スタイルの肯定志向性の確認：選択的再認傾向

検査において、瞑想法実習者が肯定的単語を選択する割合が、未実習者

より多いか否か。また、併行して質間紙検査で測定される特性不安得点

も低くなっているか否か。

②瞑想状態が選択的再認傾向に及ぼす影響の確認：瞑想法の実習直後

の状態における選択的再認傾向が、通常の心身の状態における選択的再

認傾向と比較して、より肯定志向的であるか否か。
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③実習期間の長さによる選択的再認傾向の違いの確認：選択的再認傾

向における肯定志向性が、瞑想法の実習を長期間続けるに従って増大し

てい〈か否か。

④認知スタイルの肯定志向性と特性不安水準の低さとの関連性の確認：

瞑想法実習者および未実習者において、肯定的単語を再認した数と不安

検査の得点との間に、有意な負の相関関係があるか否か。

【方法】

　被験者：瞑想群一＞すでにTMを長期間（平均2年9ヶ月；範囲3ヶ月

～16年4ケ月）実習している者83名（男性49名，女性34名；平均年齢39

．3歳）。対照群→瞑想法実習希望者（ウェイティングリスト）102名

（男性72名，女性30名；平均年齢38．9歳）。

　手続き：被験者は、選択的再認傾向検査A版（あるいぱB版）を受け、

検査終了後にC　A　S不安検査（園原ら，1963）およびS　TA　Iの特性不

安尺度（中里・水口，1982）へ回答を記入した。瞑想群の被験者は、そ

の後20分間の瞑想（TM）を実施してから、もう一度選択的再認傾向検

査B版（あるいはA版）を受けた。選択的再認傾向検査の実施方法は以

下の通りであった：①開眼状態での1分間の待機（「始め」の合図を

静かに待つ）、②刺激語シートの20秒間の提示、②1分間の数字の逆

唱（今回は、．瞑想状態と区別するために開眼で実施した）、③チェッ

クリストを15秒間黙視した後、確実に再認できたものから順に1O語のみ

のチェック。

【結果】

①Tab1e26に、選択的再認傾向検査において再認された肯定的単語の

数と、CA　S不安検査およびS　T　A　I特性不安尺度の平均と標準偏差を

群ごとに示した。Tab1e26の中の「肯定語数1」は、瞑想群と対照群が
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同じ条件で選択的再認傾向検査を実施した場合に再認された肯定的単語

の数の平均であり、「肯定語数2」は、瞑想法（TM）の実習をした直

後に選択的再認傾向検査を実施した場合の肯定的単語数の平均である。

　結果として、瞑想法を実習している者（瞑想群）は瞑想法の実習をし

ていない者（対照群）より肯定的単語を有意に多く再認しており（肯定

書蕎萎欠1：t意2I76，df：183，p＜．01）、STA工（t：5．99，df竈183，p＜．O01）

およびCA　S（t鶉3．30，df＝183，p＜．O1）の得点も低いことが確認された。

②瞑想の実習直後に選択的再認傾向検査を実施した場合は、さらに多

くの肯定的単語が一再．認されていた。これは、対照群と比較した場合は有

意に多かったが（t＝3．24，df＝183，p＜．O1）、瞑想群において通常の状態

で再認された数（肯定語数1）と瞑想直後の状態で再認された数（肯定

語数2）の差は、有意なものではなかった（t＝O．80，df＝82，n，s、）。

Tab1e26瞑想法実習者の選択的再認傾向および不安水準

肯定語数1肯定語数2　t－STAI　CAS

瞑想群　　　5．69

（SD）　　（1154）

　　　　　　＊＊

対照群　　5．06

（SD）　　（1．53）

5．85

（1．77）

37，1　　　　　25．3

（9．1）　（12．6）

＊＊　　　　　＊＊

45，2　　　　31．7

（9．1）　（13．4）

注：＊＊は、1％水準で群間の差が有意であることを示す。
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③次に、瞑想法実習者83名を、実習期間の長さによって以下の3群に

分けた：A群31名（実習期間が1年未満の者）、B群30名（実習期聞が

1年以上3年未満の者）、C群22名（実習期間が3年以上の者、最長16

年4ヶ月）。Table27に、選択的再認傾向検査において再認された肯定

的単語数の平均と標準偏差を各群ごとに示した。統計的Fはいずれの数

値間にも有意な差はなく、肯定語数2に関して、C群のSDがA群のS

Dよりも小さい傾向が見られただけだった（F＝2．oo，df＝30／21，p＜．1o）。

　しかし、数値から見た全体的傾向として、実習期間が長くなるほどS

Dが小さくなっていた。データのばらつきが小さいということは、肯定

語や否定語だけを極端に偏って再認する者が少ないことを意味している。

また、通常の状態での選択的再認傾向を測定した肯定語数1の数値を見

ると、実習期間が長くなるほど再認された肯定的単語の数が少なくなっ

ていた。この結果は、瞑想法（TM）を弛緩法と見なした本研究の仮説

とは逆の傾向を示しており、むしろ、瞑想法の理想的な状態における認

知スタイルの変化のメカニズムを理論的に検討した第7章第3節におい

て提示された仮説と一致するものであった。

Tabre27実習期間ごとに分けた圓冥想法実習者の選択的再認傾向

実習期間肯定語数1（S　D）　肯定語数2（S　D）

A群11年未満

B群11～3年

C群13年以上

5．96　（1I63）

5．61　（1．54）

5．43　（1．44）

5．76　（1．96）

6．05　（1．79）

5．70　（1．37）
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④次に、認知スタイルの肯定志向性と特性不安水準の低さとの関連性

を確認するため、瞑想法実習者および未実習者において、肯定的単語を

再認した数（肯定語数1）と各不安検査の得点との間で、Speamanの順

位相関係数を求めてTab1e28に示した。結果として、瞑想群・対照群と

も、STA工においても（t＝3．53，df＝81，p＜．00ドt＝4．79，df＝1OO，p＜100

1）CASにおいても（t＝2．93，df＝81，p＜．01・t：4．39，df＝100，p＜．O0

1）、再認された肯定語数との間に有意な負の相関関係があることが確

認された。CASの下位因子に関しては、瞑想群一対照群とも、Q3凹

「人格統御力の欠如」　（t：2．03，df＝81，p＜．05・t二4．52，df＝1OO，p＜．OO1）、

C■「自我の弱さ」　（t＝2．73，df＝81，pく．O1・t竈2．59，df二100，p＜．05）、Q

4「衝動による緊迫状態J　（t＝2．83，df＝81，p＜．O1・t＝2．59，df＝1OO，p＜．05）

において、有意な負の相関関係が見出された。一方、L「疑い深さ」は、

対照群においてのみ相関が有意であり（t・4．13，df二100，ρ＜．001）、O

「罪悪感」に関しては、有意な相関関係は見られなかった（Tab1e28）。

Tab1e28再認された肯定語数と不安得点の間の順位相関係数

S　T　A　I　CA　S Q3’　　C…　　　L　　　O　　　Q4

瞑想群　　一〇．37＊＊　一〇．31＊ヰーO．22＊一0．29ヰヰーO．20　－O．19　－O．30ヰ＊

対照群　　一〇．43寺＊　一0．40ヰキーO．41＊キーO．25ヰーO．38＊＊一0．17　－O．25＊

注二＊＊は1％、＊は5％水準で相関係数が有意であることを示す。
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【考察】

①瞑想法（TM）を長期間実習している者は、選択的再認傾向検査に

おいて肯定的単語を多く再認する傾向があることが確認された。このこ

とは、瞑想法の実習によって認知スタイルが肯定志向的に変化する可能

性を示唆するものなので、次節の研究12．2においてこの間題を検証した

い。

②瞑想法によって心身のリラクセーシ嚢ンが引き起こされたことによ

る一時的な選択的再認傾向の変化と、その変化が瞑想中以外の日常の状

態に般化したことによる特性としての認知スタイルの変化を区別して測

定するために、瞑想法実習者に対しては、条件を変えて2回の検査を実

施した。結果として、瞑想法実習直後の条件だけでなく通常の開眼条件

において、瞑想群が対照群より多＜の肯定的単語を再認していたことか

ら、瞑想状態にあることが肯定志向性を増強する可能性はあるが、心身

の状態の違いによる一時的な変化だけでな＜、通常の状態での認知スタ

イルにも違いが生じていると考えられる。

③瞑想法実習者に見られる認知スタイルの肯定志向性は、瞑想法の実

習を長く継続するに従って増大するのではなく、逆に肯定志向的な偏り

が減少する傾向が示された。また、分散に関しても減少傾向が見られた

ことから、瞑想法の実習によって、否定志向的な偏りだけでなく肯定志

向的な偏りも少な＜なっていく可能性がある。この結果は、瞑想法のギ

ア・チェンジモデル（第3章第2節および第7章第3節参照）に基づい

て予想された結果と一致している。ギア・チェンジモデルにおいては、

リラクセーション状態の体験を繰り返すことによって認知スタイルが肯

定志向的な方向に変化し、また、理想的な瞑想状態（ニュートラル状態）

＿184＿



の体験を繰り返すことによっては、認知スタイルが肯定にも否定にも偏

らない非選択的な方向に変化すると考えられていた。瞑想法の実践の目

的とされる状態は、主観的な介入をせず物事をあるがままに見る非選択

的認知スタイルだと言われているが（Shafh，1973）、認知スタイルの

選択性の低減は、選択的再認傾向検査においては、再認される肯定的単

語の数が否定的単語と同数の5に近づき、被験者全体の傾向としては分

散が小さ＜なる結果をもたらす。これは本研究において見出された変化

と方向が一致するものである。研究8．2において、TM中の体験の申心

的特徴はリラクセーションであることが示されたので、本研究において

はTMを瞑想法よりも弛緩法に近いものであると見なして検討してきた。

しかし、これは実習期間が1年以内の短期実習者には当てはまるが、少

なくとも長期実習者の場合は、単なる弛緩法とは言えないようである。

この間題を検討するためには、今後、本研究第7章では見出されなかっ

た瞑想法の体験の質の違いを区別し得る研究を推進していく必要がある

と思われるが、今回は間題の提起だけに止めておく。本章で検討してい

る、瞑想法の実習によって認知スタイルが肯定志向的に変化し、それと

関連して不安に関する質間紙検査の得点が低下するという仮説は、瞑想

法の短期的な効果に限定して論じるべきであるかもしれない。

④第7章（研究10）において検討課題として残されていた、認知スタ

イルの肯定志向性と特性不安水準の低さとの関連性の確認をするため、

再認された肯定的単語の数と不安検査の得点間の相関関係を調べた。結

果として、S　T　A工特性不安尺度との間にもCA　S不安検査との間にも

有意な負の相関関係があることが示されたことから、特性不安水準と関

連する認知スタイルの指標としての選択的再認傾向検査の妥当性が確認

されたと言えよう。

一185一



第3節　瞑想法の実習による選択的再認傾向と特性不安水準の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【研究12，2】

【目的】

　研究12．1において、瞑想法（TM）を実習している者の認知スタイル

が肯定志向的であることが確認されたので、次に、瞑想法の実習によっ

て実際に認知スタイルが肯定志向的に変化するか否か、選択的再認傾向

検査を用いて縦断的に検討すること、及び、併せて特性不安水準の変化

を測定し、選択的再認傾向の変化との関連性を調べることが本研究の目

的である。

　本研究では、これまで短期間（2，3ヶ月）の瞑想法の実習で確認さ

れてきた不安水準低減効果を説明する変数として、実習者の選択的再認

傾向の変化を検討するため、実習期間を約3ヶ月に設定した。研究12．1

において、瞑想法（TM）を長期間（3年以上）実習した場合に肯定志

向的認知スタイルが逆に緩和される可能性が示されたが、同時に、実習

期間が1年以内の者では認知スタイルの肯定志向性が強いことも確認さ

れており、本研究のような短期間（3ヶ月）の瞑想法の実習効果として

は、やはり肯定的単語の再認数は単純に増加することが予測される。

　瞑想法の実習によって認知スタイルが肯定志向的に変化することと、

特性不安水準が低減することの因果関係は実証できないが、少なくとも

何らかの関連性が存在する条件として、両変数の変化が併行して起こる

ことが必要である。本研究において、瞑想法（TM）の実習後に選択的

再認傾向検査で再認された肯定的単語の数が増加した者ほど、不安検査

の得点が大きく減少する傾向があるか否か、両変数の変化量の相関関係

を調べることによって検討したい。
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【方法】

　被験者：瞑想群一＞健常成人43名（男性28名，女性15名；平均年齢40．1

歳、SD12．2）。統制群→健常成人50名（男性29名，女性21名；平均年齢

37．6歳，SD12．8）。

　手続き：瞑想群の被験者は、選択的再認傾向検査A版（あるいはB版）

を受け、検査終了後にCAS不安検査（園原ら，1963）およびSTAI

の特性不安尺度（申里・水口，1982）へ回答を記入した（プレテスト）。

被験者はその後2日以内にT　Mの標準指導を受け、1日2回のT　Mの実

習を継続するように指示された。実習開始3ヶ月後（平均99日後）に、

プレテストと同じ手続きでポストテストを実施した（選択的再認傾向検

査は、プレテストとは別の版を用いた）。統制群の被験者にば特別な訓

練は実施せず、瞑想群と同程度の期聞（平均93日）の間隔をあげて、選

択的再認傾向検査を2回実施した。なお、選択的再認傾向検査の実施手

続きは、研究12．1と同じで以下の通りであった：①開眼状態での1分

間の待機（「始め」の合図を静かに待つ）、②刺激語シートの20秒聞

の提示、②1分聞の数字の逆唱（今回は、瞑想状態と区別するために

開眼で実施した）、③チコニックリストを15秒問黙視した後、確実に再

認できたものから順に10語のみのチェック。

【結果】

　選択的再認傾向検査の結果として、F1g．15に再認された肯定語数の変

化を各群ごとに示した。プレテスト時には群間に有意な差はなかった

（t＝O．52，d卜91）。2群間×2時期で分散分析を行ったところ、交互

作用に有意傾向が見出された（F：3．50，df＝1／91，p＜．1O）。そこで、各群

ごとにプレ・ポストテスト間の変化を見てみると、統制群には変化がな

かったのに対して（肯定語数5．30，SD1．39→肯定語数5，28，SD1．47：
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肯定語数
．一映山⑳瞑想群

O｝O統制群
6．O

5．5

5．O

O　　　P旧 Post

円g．15 瞑想法巽習繭後の選択的再認頓向の蛮化
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F＝o．o1，df＝1／91，n．s．）、瞑想群における肯定的単語の再認数が有意に

増加していた（肯定語数5．14，SD1．56今肯定語数5，79，SD1，681卜

6，59，df＝1／91，p＜．05）。また、再認された肯定語数の変化量を瞑想群と

統制群で比較した結果、瞑想群の方がより大きく増加している傾向が見

られた（t＝1．90，dfxg1，p＜．1O）。

　また、瞑想群における実習前後の不安得点の変化量をTab1e29に示し

た。STA　I特性不安尺度（43．7点→38，3点：t＝4I42，df＝41，p＜．OO1）

およびCAS不安検査（33．2点一＞23．5点：t4．83，df＝41，p＜．001）にお

いて、不安得点が有意に低減していた。CASの下位因子に関しても、

○「罪悪感」　（tぷ1．60，df＝41，nIs．）を除いて、Q3■「自我統御力の欠

如」　（t＝3．92，df＝41，P＜．O01）、C’r自我の弱さ」　（t＝5．07，df＝41，P

く．OO1）、L「疑い深さ」　（t竈3．11，df＝41、ρく．01）、Q4「衝動による

緊迫状態」　（t＝3．19，df二41，p＜．O1）において不安得点の有意な減少が

確認された。

↑ab1e29不安得点の変化量、及び肯定語数の変化量との間の相関係数

S　T　A　I　C　A　S Q3■　　C’　　L　　　O　　Q4

得点の変化量　一5．4㍑　一9．7＊＊　一2．4い一3．O中中一1．4申㌧O．9　－2．O中ヰ

1煩位相関係数　一0．35申　一0131申　一〇137斗一〇．23－O．25－0．07－O．13

注：＊＊は1％、＊は5％水準での変化量及び相関係数の有意性を示す。
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　次に、選択的再認傾向の変化量と不安得点の変化量との間でSpearman

の順位相関係数を算出し、Tab1e29に示した。結果として、瞑想法実習

後における選択的再認傾向検査の肯定的単語の再認数の増加と、S　TA

工特性不安尺度（t竈2．42，df41，Pく．05）およびCAS不安検査（t＝2．

10，df＝41，p＜．05）の得点の低下との間に、有意な負の相関関係があるこ

とが確認された。CASの下位因子も全て負の相関関係を示したが、数

値が統計的に有意だったのは、Q3■「自我統御力の欠如」　（t＝2．57，df

＝41，P＜．05）のみであった。

【考察】

　3ケ月聞の瞑想法（TM）の実習前後で、認知スタイルの肯定志向性

が増大するか否か、選択的再認傾向検査を用いて検討した。検査を2回

体験することによる慣れの影響などによってポストテストの検査場面で

の緊張や不安が軽減され、そのことが一時的に肯定志向性を増大させる

可能性があるため、統制群を設定して変化を比較した。結果として交互

作用に有意傾向が見出され、F｛g．15に示したように、統制群に変化がな

かった一方で瞑想群における肯定的単語の選択的再認傾向が有意に増大

していた。このことから、瞑想法（TM）の実習によって認知スタイル

の肯定志向性が増大することが確認されたと言えよう。

　ただし、今回明らかになったのは瞑想法の短期的な実習効果であって、

長期的効果としても認知スタイルの肯定志向性がさらに増大あるいは維

持されるかは不明である。前節の研究12．1の結果からは、むしろ肯定志

向性が緩和される可能性が示唆されていた。また、本研究で設定した統

制群は何の実習も行わないウェイティングリストなので、瞑想法のどの

部分がどの程度まで認知スタイルに影響を及ぼしたのかは不明である。

瞑想法を肯定志向的認知スタイルの増大技法として活用するためには、
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今後、他の技法などとの比較検討が必要であろう。

　瞑想法（TM）の実習による特性不安水準の低減効果は、研究1．2、

研究2．2、研究3に続いて今回も確認された。今回の結果が他の結果と

異なる点は、これまで大きな変化がなかったCA　Sの下位因子L「疑い

深さ」においても不安得点の有意な減少が見られたことだけであり、瞑

想法の実習による顕著な不安低減効果が再確認された。

　特性不安水準の変化と認知スタイルの変化との関連性を検討した結果、

STA　I特性不安尺度およびCAS不安検査の得点の変化量と選択的再

認傾向検査において再認された肯定的単語数の変化量との間に、有意な

負の相関関係があることが確認された。この結果は、3ヶ月間の瞑想法

の実習後に認知スタイルにおける肯定志向性が大きく増加していた者ほ

ど、特性不安得点の減少量が大きかったことを示している。このことか

ら、瞑想法の実習によって生じる特性不安水準の低減と認知スタイルの

肯定志向性の増大との間には、何らかの関連性があることが確認された

と言えよう。

第4節　本章のまとめ

　瞑想法の実習によって認知スタイルの肯定志向性が増大するか否かを

選択的再認傾向検査を用いて確認すると共に、その変化と質間紙検査に

よって測定される特性不安水準の変化との聞の関連性を検討した。

　まず、瞑想法（TM）の長期実習者と未実習者とで選択的再認傾向の

肯定志向性を比較した（研究12．1）。結果として、通常の状態で瞑想法

実習者が肯定的単語を再認する割合が未実習者より多いことが確認され

た。また、その傾向は瞑想法実習直後の状態においてさらに顕著であっ
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た。

　瞑想法実習者を実習期聞の長さによって分割して分析した結果、認知

スタイルの肯定志向性（肯定的単語の平均再認数）は、実習期間が1年

未満の実習者において最も大き＜、実習期間が長くなるにつれて逆に肯

定志向性が緩和される傾向が示された。この結果を、瞑想法のギア・チェ

ンジモデルに基づく非選択的認知スタイルの獲得という観点から論じた。

　また、第7章（研究10）において検討課題とされていた、特性不安水

準と関連する認知スタイルの指標としての選択的再認傾向検査の妥当性

を確認するため、選択的再認傾向検査における肯定的単語の再認数と特

性不安得点との相関関係を調べた結果、瞑想法実習者および未実習者の

両群において、S　TA　I特性不安尺度との間にもCAS不安検査との聞

にも有意な負の相関関係があることが見出された。

　次に、3ケ月間の瞑想法の実習によって実際に認知スタイルが肯定志

向的に変化するか否か、選択的再認傾向検査を用いて縦断的に確認する

とともに、併せて特性不安水準の変化を測定し、選択的再認傾向の変化

との関連性を検討した（研究12．2）。結果として、統制群に変化がなかっ

た一方、瞑想群における肯定的単語の選択的再認傾向が有意に増大して

いた。また、特性不安水準の変化と認知スタイルの変化との関連性を検

討した結果、STA工特性不安尺度およびCAS不安検査の得点の変化

量と選択的再認傾向検査において再認された肯定的単語数の変化量との

聞に、有意な負の相関関係があることが見出された。結論として、瞑想

法実習後の変化として、特性不安水準の低減および認知スタイルにおけ

る肯定志向性の増大が生じるとともに、両者間には何らかの関連性があ

ることが確認されたと言えよう。
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第10章．総括的考察

第1節　本研究のまとめ

　本研究において得られた知見を5つの間題にまとめて総括し、それに

基づいて瞑想法に関する研究の現状と今後の方向性について論じる。

（1）瞑想法の実習によって短期間（2，3ヶ月間）で生じる効果は何か。

　多くの先行研究において一貫して効果が確認されているのは、質間紙

検査によって測定される不安水準の低減効果である。本研究でも、研究

1．2、研究2．2、研究3、研究12．2において、3ケ月間の瞑想法（TM：

Transcendenta1Medれat1on）の実習によって、CAS不安検査（園原

ら，1963）およびSTAI特性不安尺度（申里・水口，1982）によって

測定された不安水準が顕著に低減することが確認された。また、研究1

．2および研究212において、被験者の期待の強さや質間紙検査への回答

態度などの要因は不安水準の変化と関連がないことが示され、実習者の

期待効果や否定的感情の抑圧という観点では、瞑想法による不安低減効

果を説明できないことが確認された。

　また、先行研究の数はあまり多くないが、瞑想法による自己実現傾向

の増大効果も比較的一貫して見出されてきた。研究5．2においても、自

己実現尺度（村山ら，1984）の得点が瞑想法（TM）実習後に有意に増

加することが確認された。

　その他の効果に関しては研究結果が一致せず、まだ結論を留保すべき

段階である。また、不安に関する生理的指標や行動的指標における変化

と質間紙検査上の変化が一致せず、不安低減効果がもたらされるメカニ

ズムに関しては、現在のところ確定的な説明はない。
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（2）瞑想法にはストレス状況での生理的反応を安定させる効果があるか。

　少なくとも、短期間の瞑想法の実習によっては大きな効果は得られな

いと言える。研究3では予期不安場面での自発性皮膚電気反応を指標と

して、研究4ではストレス課題遂行時の心抽数の変動を指標として3ヶ

月聞の瞑想法（TM）実習後の変化を調べたが、統制群との間に差はな

く、有意な変化も見出されなかった。

　麦た、同時期に特性不安水準が低減していたことから、瞑想法の不安

低減効果は生理的反応の変化を伴わずに生じることが確認された。

（3）瞑想法の実習によって至高体験が促進されるか。

　研究6において、瞑想法（TM）の長期経験者（平均3年2ケ月）の

中で実習を開始してから至高体験が生じるようになった者が18名見出さ

れたことから、至高体験が促進される者が存在すると言えるが、これは

全体の一部であり、瞑想法実習者の多くは至高体験を経験していなかっ

た。研究7において、至高体験のある瞑想法（TM）実習者は自己実現

度が高く特性不安水準が低いことが明確に示されたが、特性不安水準に

関しては至高体験のない瞑想法実習者においても低いことが確認された。

　また、実習開始後3ヶ月以内に至高体験を経験していた者は1名だけ

であり、少なくとも短期間での瞑想法の不安低減効果や自己実現傾向の

増大効果は、至高体験の生起を伴わずに生じていることが確認された。

（4）瞑想法の実習によって認知スタイルはどのように変化するか。

　研究8－1において、瞑想法の実習による認知スタイルの変化として実

習者から報告されたのは、ザ肯定志向的認知スタイル」、「受容的認知
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スタイル」、「柔軟的認知スタイル」、　「客観的認知スタイル」などの

増大であり、それらの中で「ものの見方や考え方が肯定的になった」と

いう報告が最も多かった。

　そこで、瞑想法の実習によって増大するとされる肯定志向的認知スタ

イルを測定する指標として、研究9．1において選択的再認傾向検査を作

成し、信頼性（研究9．2）と妥当性（研究10）の確認を行った。そして、

この検査を用いた研究12．2において、3ヶ月間の瞑想法（TM）の実習

後に肯定志向的認知スタイルが増大すること、及び認知スタイルの変化

と特性不安水準の変化との闇に有意な相関関係があることが確認された。

　これらの結果は、瞑想法の実習による不安低減効果が、認知スタイル

の肯定志向的変化に伴って生じることを示しており、因果関係は検証さ

れていないが、認知スタイルが肯定志向的に変化することが、不安低減

効果のメカニズムに関与している1つの要因であることがわかった。

（5）瞑想法による不安低減効果のメカニズムはどのようなものか。

　瞑想法を生理的弛緩法や至高体験促進法と見なすこれまでの考え方で

は、短期間の実習で生じる不安低減効果を説明できないことが、第5章

および第6章の結果から示された。そこで、瞑想法を認知スタイルの変

容法と見なす「ギア・チェンジモデル」を提示した。この観点から、毎

日の瞑想法の実習において、肯定志向的認知スタイル（あるいは非選択

的認知スタイル）を継続的に体験することによって、次第に日常生活に

おいても肯定志向的認知スタイル（あるいは非選択的認知スタイル）を

活用して行動することが可能になり、そのことが不安水準の低減をもた

らすと考えられた（肯定志向的認知スタイルと特性不安水準の低さとの

間の有意な相関関係は、研究10および研究12．1において確認された）。
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　研究8．2において、瞑想法（TM）の実習中にr心身のリラクセーショ

ン」および「思考活動休止状態（一定の言葉への注意集申状態）」がも

たらされ、それらの体験の頻度と認知スタイルの肯定志向的変化との間

に有意な相関関係があることが示された。また、研究11において、「心

身のリラクセーション」およびr一定の言葉への注意集中状態」におい

て、認知スタイルが一時的に肯定志向的に変化することが確認された。

そして、研究12．2において、瞑想法（TM）の実習によって認知スタイ

ルの肯定志向的変化と特性不安水準の低減が関連して生じることが確認

された。

　以上の結果は、全て「ギア・チェンジモデル」において提起された仮

説を支持するものであった。本研究で得られた知見は傍証であり、因果

関係を証明するものではないが、今後、瞑想法の研究をさらに進めてい

く方向性として、認知スタイル変容効果に注目することの有効性を示す

ことができたと考えている。本研究においては、肯定志向的認知スタイ

ルだけを取り上げて検討したが、他にも「受容的認知スタイル」、「柔

軟的認知スタイル」、「客観的認知スタイル」などの増大効果が報告さ

れており、それらの認知スタイルの変化も不安水準の低減に関与してい

る可能性が高い。それらの確認は残された課題である。

第2節　今後の課題

　前説で述べたように、まず、肯定志向的認知スタイル以外の認知スタ

イルの検討が課題となる。瞑想法の「ギア・チェンジモデル」において

は、習慣的に用いている認知スタイルを一時的に放棄する技能と関連す

る「客観的認知スタイル」や、複数の認知スタイルを自在に切り替える
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技能と関連する「柔軟的認知スタイル」などは、瞑想法の効果の申心的

役割を果たすものだと考えられ、肯定志向的認知スタイル以上に重要な

研究対象である。これらに関する研究が進み、認知スタイル変容法とし

ての瞑想法の活用が可能になれぱ、認知行動療法との併用など、サイコ

セラピーへの瞑想法の応用範囲も拡大するであろう。

　本研究の間題点は、研究対象が、瞑想法の代表的な手続きとしてのT

Mに限られていることであり、実際に瞑想法を活用するためには、他の

様々な瞑想法、弛緩法、認知変容技法などについても同様な研究を推進

し、有効性や安全性などの特徴を比較検討することが必要である。今回

の研究において、瞑想法（TM）の実習が不安水準の低減と肯定志向的

認知スタイルの増大をもたらすことが確認されたが、この目的において、

瞑想法が他の方法よりも優れていることを示す証拠は得られていないの

である。

　また、本研究は瞑想法の短期的効果を中心に検討したものであり、長

期実習者に関しては横断的研究に留まっている。今後、実習者を長期問

継続的に追跡し、瞑想法の長期的効果に関する縦断的研究を実施したい。
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