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マインドフルネス呼吸法が大学生の抑うつにもたらす効果に関する検討

問題と目的

　大学生は，アイデンティティの確立や親からの自
立といった青年期特有の課題に向き合う時期である
（三宅・岡本, 2015）。加えて，大学入学に伴う環境
の変化に始まり，卒業に伴う進路選択や就職活動，

卒業論文，社会生活に向けた準備に至るまで，様々
な課題や不安に直面し対処する過程を幾度も繰り返
す時期でもある（鶴田, 2001）。そのため，大学生
の時期は抑うつを経験することも多く（西河・坂本, 
2005），特に近年は大学生の抑うつ感の高さが指摘
されている（上田, 2002）。抑うつ尺度の一つであ
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Abstract
　This study examined the effects of mindful breathing on depression and related psychological factors, such as 
negative rumination and self-acceptance, in Japanese university students.
　Forty-four undergraduates (mean age = 20.9 ± 1.2 years, 63.6% female) were randomly assigned to a mindful 
breathing or a control group and participated in three sessions for a two-week period: T1 (first session), T2 (after 
the first week), and T3 (after the second week). Both groups completed measures of depression, negative rumina-
tion trait, uncontrollability of negative rumination, and self-acceptance (this scale consists of an evaluative 
dimension [SA-E] and an affective dimension [SA-A]) in every session. Additionally, in the first session, partici-
pants in the mindful breathing group were instructed on how to practice mindful breathing with a guided CD and 
asked to do it for about ten minutes every day. 
　Two-way (Group × Time) repeated measures analysis of variance was conducted. The analysis of negative 
rumination, uncontrollability of negative rumination, and self-acceptance demonstrated significant interactions of 
Time by Group. Follow-up Shaffer multiple comparisons revealed that, in the mindful breathing group, negative 
rumination trait scores at T2 and T3 were significantly lower than at T1 and were also significantly lower than 
those in the control group. In addition, uncontrollability of negative rumination scores in the mindful breathing 
group got significantly lower with each session. Furthermore, in the mindful breathing group, SA-E score at T3 
was significantly higher than at T1 and T2, and SA-A scores in the mindful breathing group got significantly 
higher with each session. In contrast, the analysis of depression showed significant main effect of Time, but the 
interaction of Time by Group was non-significant.
　The hypothesis that practicing mindful breathing for two weeks would relieve depression was not supported. 
However, the results indicated that mindful breathing reduced the level of negative rumination, which was related 
to depression, and increased self-acceptance, which was closely associated with depression. Therefore, it is con-
cluded that continuous mindful breathing is likely to prevent aggravated depression.
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る SDS（原版：Zung, 1965; 日本版：福田・小林, 
1973）に着目すると，1994年に実施された Saka-
moto, Kijima, Tomoda, & Kambara（1998）の研究
では，大学生 2187名の SDS平均得点は 41.58（SD 
= 7.78）であった。また，2008年に 1195名，2009
年に 1270名の大学生と短期大学生を対象に行った
調査（塚原, 2011）では，各年の SDS平均得点は
44.93（SD = 7.99）と 44.43（SD = 8.21）であった。
原版の SDSではカットオフポイントを 40点と定め
（Zung, 1965），39点以下を「正常」，40～47点を「軽
度うつ状態」と分類している（Zung, 1972）。さらに，
福田・小林（2011）では日本版 SDSにおける正常
群の平均を 35点（SD = 8）と報告している。これ
を踏まえると，近年の大学生の抑うつの程度は正常
値よりもやや高い傾向にあることが示唆される。加
えて，うつ病の診断基準には満たない程度の抑うつ
も心理社会的機能の障害を生じさせる可能性があ
り，その後のうつ病の危険因子となることが知られ
ている（Cuijpers & Smit, 2004）。これらのことから，
大学生を対象とした抑うつへの対処技法を検討する
ことは，軽度抑うつへの早期対応を可能とするだけ
でなく，その後の抑うつの予防にもつながるという
点で，必要な取り組みといえる。

抑うつと関連のある心理的要因
　抑うつの発症や持続に関わる要因として反すうが
挙げられる。反すうは「物事を何度も繰り返し考え
続けること（Martin & Tesser, 1989）」と定義され，
特に「否定的・嫌悪的な事柄を長い間，何度も繰り
返し考え続けること」をネガティブな反すうと呼ぶ
（伊藤・上里, 2001）。ネガティブな反すうは，従来
抑うつの心理的要因とされてきた完全主義，帰属様
式，メランコリー型性格よりもうつ状態との関連が
強いことが示されている（伊藤・竹中・上里, 
2001）。ネガティブな反すうに近い概念として自己
反芻（Trapnell & Campbell, 1999）が挙げられる。
自己反芻とは，自己への脅威や喪失，不正によって
動機づけられた，ネガティブで持続的な非機能的自
己注目を言う。高野・丹野（2009）の縦断調査では，
自己反芻は 2週間後の抑うつを有意に予測するこ
とが示されている。また，松本（2013）は，反す
うの一つとして抑うつ症状や原因などに対してくよ
くよと悲観的に考え込む「ネガティブな内省」を挙
げ，ネガティブな内省が高いほど不快感情を持つこ

とへの不快感が強く，脱中心化（考えと事実の分離）
ができず，結果として抑うつが悪化すると報告して
いる。さらに Raes & Williams（2010）によると，
反すうには（a）原因分析（例：自分の悲しい気持
ちの理由を繰り返し分析したり，考え続ける），（b）
理解（例：自分の悲しい気持ちや自分自身をよりよ
く理解するために，私はどんな気持ちなのかと考え
続ける），（c）制御不能性（例：自分の悲しい気持
ちについて考え始めると，これらの思考をコント
ロールすることが困難になる）の三つの側面があ
り，反すうを肯定的にとらえる信念によって反すう
（原因分析）が活性化され，それが次第に制御困難
となり（制御不能性），抑うつを引き起こすとされる。
　他方，うつ状態の悪化には自己受容の低さも関与
しており，治療を行う上で重要な要因と考えられて
いる（山市・藤澤, 2016）。また，自己受容はネガティ
ブな対象への反すうとも関連があるとされる。例え
ば高野・坂本・丹野（2012）は，重回帰分析により，
自己反芻が生き方，性格，身体の三つの側面の自己
受容にそれぞれ負の影響を及ぼすことを示してい
る。以上より，抑うつにはネガティブな反すう傾向
の高さと，自己受容の低さが影響するといえる。

抑うつとマインドフルネス
　近年，抑うつの発症及び重症化の予防に関して，
認知行動療法の第 3世代であるマインドフルネス
が注目を集めている。マインドフルネスとは一般的
に「意図的に，いまこの瞬間に，判断をせずに注意
を払う（Kabat-Zinn, 1994）」というユニークな注意
の向け方を指し，それを涵養する技法をマインドフ
ルネス瞑想と呼ぶ。具体的にマインドフルネス瞑想
とは，自然に生じる呼吸や自分自身の身体感覚，手
に持ったレーズンなどに対して無批判に注意を向け
るという注意訓練プログラムであり，無自覚に行動
し，認知している自動的なパターンに対して意識的
に注意を向け，その自動処理のプロセスに気づかせ
ることによって，自己と思考との関係性を変化させ
る技法である（近藤, 2007）。その一つに，自分の
呼吸に伴う身体感覚に注意を向けるマインドフルネ
ス呼吸法がある。マインドフルネス瞑想を取り入れ
た介入プログラムとしてMBSR （Mindfulness Based 
Stress Reduction; Kabat-Zinn, 1990） やMBCT （Mind-
fulness-Based Cognitive Therapy; Segal, Williams, & 
Teasdale, 2002）などがあり，抑うつを含む多様な
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問題にマインドフルネス瞑想が有益な効果をもたら
すことが知られている（Grossman, Niemann, 
Schmidt, & Walach, 2004; Hofmann, Sawyer, Witt, & 
Oh, 2010）。
　MBSRやMBCTでは臨床群を対象とすることが
多いが，最近は，健常群の大学生を対象としたマイ
ンドフルネス瞑想の効果研究も行われている（林・
玉瀬, 2016; 平野・湯川, 2013; 田中・杉浦・清水・
神村, 2011; 勝倉・伊藤・根建・金築, 2009）。なか
でも勝倉ら（2009）では，健常群の中で抑うつ傾
向の高い大学生を対象としている。彼らは，実験協
力者を無作為に瞑想群と統制群に配置し，2週間の
介入期間に瞑想群にのみ 1回約 20分，計 10回の
マインドフルネストレーニングを実施して，抑うつ
傾向への効果を検討した。その結果，瞑想群におい
て否定的考え込み（反すう的思考スタイル）と抑う
つ傾向に低減が見られ，それは 6か月後のフォロー
アップ時も維持されていた。また，メタ認知的気づ
きの増大が抑うつ傾向の低減の媒介要因として機能
している可能性が示唆された。

ネガティブな反すう，自己受容とマインドフルネス
　マインドフルネスはネガティブな反すうや自己受
容とも関連する。Raes & Williams（2010）や松本・
望月（2015）は，反すうの側面である原因分析，
理解，制御不能性のうち制御不能性がマインドフル
ネスと中程度の負の相関を示すことを明らかにし
た。また，Jimenez, Niles, & Park（2010）の調査研
究では，自己受容とマインドフルネスの間に中程度
の正の相関が見られること，さらに，マインドフル
ネスが自己受容を媒介して抑うつ傾向に影響するこ
と（すなわち，マインドフルネスが自己受容を高め，
自己受容が抑うつ傾向を低減させること）が示され
た。加えて，Mason & Hargreaves （2001）は，7名
のMBCT実習者から得られた言語データをグラウ
ンデッド・セオリー・アプローチによって解析し，
マインドフルネス瞑想の実践で涵養される要素の一
つに「受容的態度」があることを示した。これにつ
いて越川（2016）は，マインドフルネス瞑想に含
まれる慈悲や自己への思いやりの要素によって自己
受容が促進される可能性を示唆している。
　以上より，マインドフルネス瞑想にはネガティブ
な反すう傾向の低減と自己受容の増大，そして抑う
つの低減効果が期待できると考えられる。そこで本

研究では，大学生を対象にマインドフルネス瞑想の
一技法であるマインドフルネス呼吸法を実施し，抑
うつと関連のある心理的要因（ネガティブな反す
う，自己受容）の変容，ならびに抑うつ傾向の低減
効果について実験的に検討する。

方　法

実験参加者
　大学生 46名を，マインドフルネス呼吸法（Mindful 
Breathing）を実施するMB群 23名，何もしない統
制群 23名に配置した。2週間の実験期間中にMB
群の女性 1名，統制群の男性 1名がドロップアウ
トを申し出たため，残りの 44名（男性 16名，女
性 28名，平均年齢 20.87± 1.24）を分析対象とした。

実験期間
　2008年 10月 14日から 11月 4日に実施され，平
均介入期間は 14.2± 0.9日間であった。

心理指標
　ネガティブな反すう尺度（伊藤・上里, 2001）　
ネガティブな反すうを測定する。「ネガティブな反
すう傾向（7項目）」と「ネガティブな反すうのコ
ントロール不可能性（4項目）」の 2因子，計 11項
目から成り，「1：あてはまらない」から「6：あて
はまる」の 6件法で評定する。得点が高いほどネガ
ティブな反すうが高い。
　自己受容尺度（伊藤, 1991）　社会的規範による
評価次元（良い─悪い）と，個人基準による感覚次
元（好き─嫌い）の 2次元から自己受容を測定す
る。本研究では「生き方」，「性格」，「学校」，「家庭」，
「身体能力」の 5領域のうち，家庭領域を除いた 25
項目を使用した⑴。「1：悪い」から「5：良い」お
よび「1：嫌い」から「5：好き」の 5件法で評定し，
両次元とも得点が高いほど自己受容が高い。
　日本語版Self-rating Depression Scale（福田・
小林, 1973；以下SDSとする）　抑うつ傾向を測定
する。20項目から成り，「1：ないか，たまに」か
ら「4：ほとんどいつも」の 4件法で評定する。得
点が高いほど抑うつが高い。

手続き
　実験は最大 4名を定員とする集団実験で行われ
た⑵。MB群，統制群ともに，初回実験（Time1，
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以下 T1），1週間後の第 2回実験（Time2，以下
T2），2週間後の第 3回実験（Time3，以下 T3）の
3時点において，SDS，ネガティブな反すう尺度，
自己受容尺度を測定した。
　MB群　初回実験の心理指標測定後に，マインド
フルネスに関する心理教育と，マインドフルネス呼
吸法の練習およびフィードバックを行った。第 2回
および第 3回実験においても同様に，指標測定後に
技法の練習とフィードバックを行った。加えて，
MB群には筆者が作成した技法の解説プリントを配
布し，2週間の実験期間中，毎日 5分から 10分程
度のマインドフルネス呼吸法の実施と練習記録への
記入を求めた。
　統制群　実験期間中は何も指示せず，普段通りに
過ごしてもらった。第 3回実験終了後，研究内容を
解説したのち，希望者を対象にマインドフルネス呼
吸法の説明および実践を施した。
　マインドフルネス呼吸法　本研究では，Segal et 
al.（2002）の“The Three-Minute Breathing Space”
をもとに越川（2008）が作成したマインドフルネ
ス呼吸瞑想法の教示を用いた。これは次の 3段階か
ら構成される。まず「気づく」段階では，今この瞬
間の思考，感情，身体感覚に評価や判断をせずに注
意を向ける。そうすることで，内的体験に対して自
己批判的な判断や修正を加えようとする自動的な習
慣に気づきやすくなる。続いて「まとめる」段階と
して，呼吸（特に吐く息や吸う息，お腹の上下など
の身体感覚）に優しい注意を向ける。ここでは，様々
な思考や感情が生じても，それに入り込まずにそっ
と呼吸に注意を戻すよう促される。そうすること
で，認知と感情の悪循環から離れやすくなる（越川, 
2010）。最後に「広げる」段階では，気づきの範囲
を拡張し，全身の感覚に注意を向ける。そうするこ
とで，ネガティブな面のみに着目するのではなく多
次元的な情報収集が可能となり，それらを次の行動
に役立てることができるようになる（越川, 2010）。
なお，教示方法を統制するために，実験中は越川
（2008）によって録音された教示用 CDを用いた。
教示時間は約 11分間であった。

結　果

　ドロップアウトの 2名を除外し，逆転項目を処理
した値をもとに各指標の平均値と標準偏差を算出し
た（Table1）。分析には R 3.4.0ならびに anovakun 

4.8.0，HAD15.0（清水, 2016）を使用した。

抑うつと関連のある心理的要因，抑うつ傾向の変化
　ネガティブな反すう傾向得点，ネガティブな反す
うのコントロール不可能性得点，自己受容得点（評
価次元，感覚次元），SDS得点をそれぞれ従属変数
として，群（MB群，統制群）×測定時期（T1，
T2，T3）の 2要因混合分散分析を行った。その際，
球面性検定が有意であった場合は Huynh-Feldtの ε

を用いて自由度を調整した。なお，いずれの指標に
おいても，MB群と統制群の T1の得点に有意差は
見られなかった。
　ネガティブな反すう傾向　群と測定時期の交互作
用が有意であった（F （2, 84） = 6.26, p < .01, ε = .80, 
ηG2 = .02）。単純主効果の検定を行ったところ，各
群における測定時期の主効果が有意であった（技
法：F （2, 42） = 21.53, p < .001, ε = .80, ηG2 = .14; 統
制：F （2, 42） = 3.47, p < .05, ηG2 = .02）。Shaffer法
による多重比較の結果，MB群では T1と比較して
T2や T3の得点が有意に低かった。統制群ではい
ずれの時期間にも有意差は見られなかった。加え
て，単純主効果の検定では T2および T3における
群の主効果も有意であり（T2：F （1, 42） = 8.30, p < 
.01, ηG2 = .16,；T3：F （1, 42） = 5.90, p < .05, ηG2 = 
.12），T2と T3におけるMB群の得点は統制群より
も有意に低いことが示された。
　ネガティブな反すうのコントロール不可能性　群
と測定時期の交互作用が有意であった（F （2, 84） =  
3.26, p < .05, ε = .93, ηG2 = .01）。単純主効果の検定
を行ったところ，MB群における測定時期の主効果
のみ有意であった（F （2, 42） = 13.76, p < .001, ε = 
.74, ηG2 = .12）。Shaffer法による多重比較の結果，
MB群では T1の得点が最も高く，T2は T1よりも
低く，T3は最も低かった。
　自己受容（評価次元）　群と測定時期の交互作用
が有意であった（F （2, 84） = 3.29, p < .05, ηG2 = 
.01）。そこで単純主効果の検定を行ったところ，
MB群における測定時期の主効果が有意であった
（F （2, 42） = 5.44, p < .01, ηG2 = .02）。Shaffer法に
よる多重比較の結果，MB群における自己受容得点
は，T1や T2よりも T3が有意に高かった。
　自己受容（感覚次元）　群と測定時期の交互作用
が有意であった（感覚：F （2, 84） = 6.51, p < .01, ε 
= .84, ηG2 = .01）。そこで単純主効果の検定を行った
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ところ，MB群における測定時期の主効果が有意で
あった（感覚：F （2, 42） = 12.50, p < .001, ηG2 = 
.04）。Shaffer法による多重比較の結果，MB群にお
ける自己受容得点は，T1の得点が最も低く，T2は
T1よりも高く，T3は最も高かった。
　SDS　交互作用は認められず（F （2, 84） = 1.60, 
n.s., ηG2 = .01），測定時期の主効果のみ有意であっ
た（F （2, 84） = 4.25, p < .05, ηG2 = .02）。Shaffer法
による多重比較の結果，T1と比較して T3におい
て得点の有意な低下が見られた。参考までに，MB
群と統制群の T3─ T1間の変化量についてWelch
の t検定（片側検定）を行ったところ，MB群のほ
うが得点の低下量が大きい傾向が見られた（t （42） 
= –1.75, p < .10, d = .48）。

各指標の変化量の関連
　ネガティブな反すう傾向得点，ネガティブな反す
うのコントロール不可能性得点，自己受容得点（評
価次元，感覚次元），SDS得点の変化量（T2-T1，

T3-T2，T3-T1）についてピアソンの積率相関係数
を算出した（Table2）。
　介入期間前半（T1～ T2）　ネガティブな反すうの
コントロール不可能性と SDSで中程度の正の相関，
自己受容（評価）と自己受容（感覚）で中程度の正
の相関，ネガティブな反すう傾向と自己受容（感覚）
で有意傾向の弱い負の相関が見られた。
　介入期間後半（T2～ T3）　ネガティブな反すうの
コントロール不可能性と自己受容（感覚）で中程度
の負の相関，自己受容（評価）と自己受容（感覚）
で中程度の正の相関が見られた。また，有意傾向で
はあるがネガティブな反すうのコントロール不可能
性と SDSに中程度の正の相関，自己受容（評価，
感覚）と SDSに弱い負の相関も見られた。
　介入期間全体（T1～ T3）　SDSに対してネガティ
ブな反すうのコントロール不可能性が中程度の正の
相関を，自己受容（評価，感覚）が中程度の負の相
関を示した。なお，ネガティブな反すうのコント
ロール不可能性を統制変数とした場合も，SDSと

Table 1　Mean (SD) scores for each group
Score: M (SD) F (effect size: ηG2 ) simple effects

for interactionGroups n T1 T2 T3 Group Time G × T
Negative Rumination Trait
　(α = .92)

Mindful Breathing 22 23.50 17.86 16.73 3.94† 19.53*** 6.26** T2 (MB < CTR)
(8.79) (6.64) (7.13) (0.074) (0.063) (0.021) T3 (MB < CTR)

Control 22 24.68 24.14 22.05 MB (T1 > T2 = T3)
(8.21) (7.76) (7.40)

Uncontrollability of
　Negative Rumination
　(α = .76)

Mindful Breathing 22 12.64 11.32 9.55 0.09 11.90*** 3.26* MB (T1 > T2 > T3)
(3.93) (3.47) (3.74) (0.002) (0.052) (0.015)

Control 22 11.77 11.82 10.82 
(3.50) (3.76) (3.74)

Self-Acceptance
　Evaluative dimension
　(α = .89)

Mindful Breathing 22 77.36 79.05 81.82 0.21 2.58† 3.29* MB (T1 = T2 < T3)
(14.41) (14.44) (15.21) (0.005) (0.005) (0.006)

Control 22 77.27 78.55 77.18 
(10.05) (11.81) (12.82)

　Affective dimension
　(α = .91)

Mindful Breathing 22 77.95 82.59 85.64 0.23 5.52** 6.51** MB (T1 < T2 < T3)
(15.15) (14.14) (16.24) (0.005) (0.011) (0.013)

Control 22 79.95 80.64 79.50 
(13.72) (14.14) (15.17)

SDS
　(α = .91)

Mindful Breathing 22 40.55 39.27 36.59 0.22 4.25* 1.60 
(7.58) (6.03) (6.43) (0.004) (0.021) (0.008)

Control 22 40.32 39.59 39.27 
(8.18) (7.24) (7.93)

Note. “<” and “>” mean significant difference. “=” means non-significant diferrence.
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10
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自己受容（評価，感覚）では有意傾向の負の相関が
見られた。

内観報告
　介入期間終了後，MB群に「マインドフルネス呼
吸法が日常生活で役に立ったこと」を尋ねたとこ
ろ，「心が落ち着いた」といった感情や思考のポジ
ティブな変化，「嫌なこと，不安なこと，イラつく
ことがあっても，呼吸に意識を向けることでそう
いった考えを不快と思わなくなった」といった不快
状況に対する反応の変化，「客観的に自分の感情を
捉えることができるようになった」といった客観的
視点の獲得などが挙げられた。
　一方で，各回の感想として「呼吸を意識すると呼
吸しづらくなった」（T1），「自分のやり方で大丈夫
なのだろうかと思った」（T1），「じっとしているの
が苦手で，体を動かしたいという思いを邪魔に感じ
た」（T3）のような，技法のやりにくさや技法中に
生じる評価的思考を挙げる参加者もいた。

考　察

　本研究の目的は，マインドフルネス呼吸法が大学
生のネガティブな反すう，自己受容，抑うつ傾向に
もたらす効果を検討することであった。

マインドフルネス呼吸法の効果
　分析の結果から，マインドフルネス呼吸法を実施
することにより，抑うつの発症，持続に関わる要因
とされるネガティブな反すう傾向が低減することが
示された。また，ネガティブな反すうのコントロー
ル不可能性についても，群間で得点の差は見られな
かったものの，回を重ねるごとにMB群のみで得
点が低減することが示された。これは，マインドフ
ルネス呼吸法を 2週間継続したことにより，脱中心

化やメタ認知的気づきが獲得されたためと考えられ
る。脱中心化は「思考や感情を，自分自身や現実を
直接反映させたものとして体験したり，解釈するの
ではなく，それらを心の中で生じた一時的な出来事
としてとらえること」と定義され，メタ認知的気づ
きは「脱中心化の視点でネガティブな思考や感情を
経験するプロセス」と定義される（Teasdale, 
Moore, Hathurst, Pope, Williams, & Segal, 2002）。大
学生を対象にMBCT に準拠した 8週間のマインド
フルネス・プログラムを実施した近藤ら（2013, 
2015）では，技法によって脱中心化が促進され，1
か月後のフォローアップ時点でもそれが維持される
ことが確認された。また，木村・佐藤（2016）の
調査研究も，マインドフルネスが注意機能ならびに
メタ認知的気づきを促進し，抑うつ症状を低減させ
ると示唆した。加えて，本研究においても，不快な
思考や感情に入り込まずに客観的に捉えられるよう
になったことを示唆する内観報告が得られた。これ
らのことから，マインドフルネス呼吸法により脱中
心化やメタ認知的気づきが促進されたことで，反す
う的な思考パターンに気づいてそこから離れる力が
身につき，ネガティブな反すうの低減に至ったと考
えられる。
　反すうや抑うつと関連のある自己受容に関して
は，社会的規範に基づく評価次元，個人基準に基づ
く感覚次元ともに，群間で得点の差は見られなかっ
たものの，MB群のみ有意に得点が高まることが示
された。これは，マインドフルネス呼吸法を 2週間
継続したことにより，受容的な態度が涵養されたた
めと考えられる。マインドフルネス瞑想の中核の一
つとして，「目の前の物事や状況，感情に価値判断
や評価を加えることなく，あるがままに受け入れる
態度」が挙げられる。マインドフルネス瞑想を実習
する中で，不快な感情や思考や身体感覚に対しても

Table 2　Correlations of changes before and after treatment for Mindful Breathing group

T2－ T1 T3－ T2 T3－ T1
UCL SA-E SA-A SDS UCL SA-E SA-A SDS UCL SA-E SA-A SDS

NRT .249 –.255 –.366 † .284 .131 .078 .082 –.051 –.402 † .097 .285 –.067
UCL –.290 –.082 .578 ** –.125 –.476 * .401 † –.350 –.393 † .441 *
SA-E .581 ** –.276 .619 ** –.362 † .664 ** –.514 *
SA-A –.354 –.391 † –.486 *

Note. NRT＝ネガティブな反すう傾向，UCL＝ネガティブな反すうのコントロール不可能性，SA-E＝自己受容（評価次元），
SA-A＝自己受容（感覚次元）
** p < .01, * p < .05, † p < .10
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意図的に，価値判断をせずに，また変えようとせず
に，思いやりをもって注意を向けることによって，
それらに反射的に反応せずに許容する力が涵養され
るのである（越川, 2016）。このことから，本研究
においても技法の実施により自己への思いやりや許
容する力が身につき，自己の様々な側面を受容する
傾向が高まったと考えられる⑶。
　抑うつ傾向については，2週間の介入期間の前後
で低減は見られたものの，それが技法による効果で
あるとは認められなかった。ただし，群間における
T3から T1の変化量の t検定は有意傾向であり，中
程度の効果量を示したことから，統制群よりもMB
群のほうが抑うつ低減の程度は大きい可能性が示唆
された。本研究では，実験室での技法練習が約 11
分，自宅練習が 5～10分であった。他方，マイン
ドフルネストレーニングによる抑うつ低減効果を示
した勝倉ら（2009）では，実験室と自宅の双方で 1
回につき約 20分間技法を実施していた。技法の総
練習時間と心理的効果の程度は相関関係にあるとさ
れるため（Carmody & Baer, 2008），今後は 1回の
技法時間を長くすることで，マインドフルな態度が
涵養されやすくなり，明確な抑うつの低減効果を確
認できる可能性がある。

抑うつの変化に影響を与える要因
　MB群における介入期間中の各指標の変化量の相
関関係から，抑うつの低減と関連する要因はネガ
ティブな反すうのコントロール不可能性の低減と，
自己受容の増大であることが示された。すなわち，
抑うつを低減するには，反すうそのものを低減させ
るのではなく，反すうに対するネガティブな認知や
自己への否定的な認知との関係性を変えることが重
要であると示唆された。認知との関係性を変えると
は，それを変えるべき対象として扱うのではなく，
マインドフルネス瞑想で育成される関係性のとり
方，すなわち思いやりや好奇心を伴う気づきの対象
として扱うということである。このような関係性の
とり方は，あるがままを受容することや，それらに
反射的・自動的に反応せずに自覚的に次の反応を選
ぶことを可能にするとされる。
　以上より，本研究において，マインドフルネス呼
吸法を継続することで大学生の精神的健康を促進す
る可能性が示唆された。このことから，大学生に対
する抑うつ対策の一技法として，マインドフルネス

呼吸法を位置付けることの有用性が示唆されたとい
える。

今後の課題
　最後に，本研究の限界点と今後の課題を述べる。
第一に，本研究は標準化された日本語版のマインド
フルネス測定尺度が開発される前に実施したため，
マインドフルネス傾向を測定していない。マインド
フルネス呼吸法の効果を詳細に検討するには，マイ
ンドフルな態度と他の心理的要因との関連を検討す
ることが重要である。そのため，今後は日本語版
FFMQ（Sugiura, Sato, Ito, & Murakami, 2012）等を
用いた介入実験を行う必要がある。第二に，本研究
では介入期間後のフォローアップの測定を行ってい
ない。抑うつへの対処方法を検討する際，現状の抑
うつに対する効果に加えて，その後の抑うつの予防
効果も重要となる。今後は，介入終了時から一定期
間経過後にも心理指標の測定を行う必要がある。

注
⑴　家庭領域の項目には「父親に対する子供としての自分
が」や「母親に対する子供としての自分が」，「兄（姉・弟・
妹）としての自分が」が含まれており，すべての実験協
力者の家族構成に合致した内容ではないと考えられた。
そのため，本研究では家族領域のみを除外した。

⑵　同一時間帯の参加者の都合によって，参加者 1名の個
人実験になることもあった。

⑶　ただし，本研究で扱った自己受容は「悪い─良い」や
「嫌い─好き」の程度で測定しているため，諸富（2016）
の言う「浅い自己肯定感（例：自分は自分のことを好きだ，
という気持ち）」に近い概念である。マインドフルネスに
おける受容は，「自分の良いところも悪いところも，善悪
という点から離れて，ただそのまま，あるがままに認め
ることができる」という「深い自己肯定感（諸富, 
2016）」を指す。そのため，本研究で測定された自己受容
とマインドフルネスにおける受容的態度は厳密には同義
とは言えないことに留意する必要がある。
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