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抄　録

　本研究の目的は，フォーカシング・アプローチとマインドフルネス瞑想の共通点と相違点を実証的に明らかに

することにあった。このために，210 名の女子学生を対象に質問紙調査を行った。下記の質問紙尺度を使用した。

DFMS，SMQ，認知的統制尺度，RRQ，J-EQ，本来感尺度，感情プロセス認識尺度の 7 つである。分析（相関分

析，分散分析，階層クラスター分析，対応分析，対数線型モデル分析）の結果，ネガティブな内面事象（身体感

覚，感情，思考）に対して注意を向け，それに距離をおきつつ，受容するというプロセスに共通性が見いだされ

た。相違点として，その内的事象を受け流すのがマインドフルネスの特徴で，省察し論理的に分析し言語化する

ことを通じてさらにその意味を探求していくのがフォーカシングの特徴であることを実証的に裏づけることがで

きた。



緒　言

マインドフルネスとは

　マインドフルネスは，「今ここでの経験に，価値や

判断を加えることなく，能動的に注意を向けること」

と定義されている 1）。元来，原始仏教のゴエンカ式瞑

想法 2）に由来するもので，自らの呼吸や身体感覚に

意図的に注意を向けつつ，その感覚に気づきながらも

分析・判断・評価せずにあるがままにそれを見続ける

ことである。「このように注意を払うことにより，今

のこの瞬間に存在する現実に対し，より大きな気づき，

明晰さ，受容が育まれる」1）と考えられている。

　このマインドフルネス瞑想法は当初，慢性疼痛と

いった身体的苦痛を緩和するために開発されたもので

ある。その後，抑うつやストレス反応といった精神的

不調や怒りといった感情を制御・緩和するうえでも効

果的であることが実証的に喧伝されるにいたって，注

目を浴びるようになった。最近は多少下火になりはじ

めているが，東洋的瞑想になじみのあった日本におい

てとくに一大ブームを巻き起こした。

　マインドフルネス瞑想のポイントは，身体感覚も含

めた自身の内面に湧き起こるネガティブな感覚や感情

や思いに対して，心理的に距離をおき，それを俯瞰し

ながら受け流す，という点にある。この内面的な感情

や感覚や思いに心理的に距離をおくという心的要素は

とくに目新しいものではない。前面に押し出さなかっ

ただけで，既存のいずれの心理療法においても療法の

最終到達点の 1 つとして従来から共通に念頭におかれ

てきたものである。この心理的要素を前面に押し立て，

治療要素として取り込み，現代的な心理療法に再編集

したものがマインドフルネスストレス低減法 3）やマイ

ンドフルネス認知療法 4）や弁証法的行動療法 5），そし

てアクセプタンス・コミットメントセラピー 6）である。

総称的に第三世代の認知行動療法として括られている。

フォーカシングとは

　このマインドフルネス要素の臨床的意義と意味にか

なり早い時期から気づいて臨床研究を行っていた人物

がいる。それが Gendlin7-10）である。彼の臨床技法は

フォーカシング（focusing）アプローチとして知られ

ている。彼は心理療法が成功した患者とそうでない患

者の違いを克明に追跡して，成功した患者が自発的に

行っている内的行為（体験過程）こそが成功の秘訣で

あることに気づいた。すなわち，成功した患者は自発

的に，今ここの，自身の身体的感覚を中心とする内部

感覚に注意を向け，付随的に生じてくる思考や感情や

気がかりな事柄に対して，それを動かそうとか変え

ようとか，意識的に働きかけることなく，ゆったり

と「間をとって」（距離をおいて）受動的にすべてを

親和的に受けとめようとしていた。ここまではまさし

くマインドフルネスである。さらに Gendlin の成功患

者は，その感じにぴったりな言葉やイメージが浮かん

でくるまで（「象徴化」されるまで），自分自身に好意

的に問いかけたり（asking），その感じにぴったりな

新しい言葉やイメージをあてはめてみたりして（共鳴 
resonating），その中から何らかの意味を洞察しようと

していたというのである。この点はマインドフルネス

療法と大いに異なるところである。

　Gendlin がフォーカシング技法を案出する経緯にお

いて注目すべき点は，彼の成功患者は誰に促されるわ

けでもなく，いわゆるフォーカシングを自発的に行っ

ていた点である。我々は日常的に，自身の精神的健康

や心の平静さを回復・維持するために，内面的な感覚

や感情や思いに注意を向け，それに距離をおきながら，

その中から意味を洞察しようという心的態度を，とく

にトレーニングを受けることなく習慣的に行っている

可能性が高いといえる。同様のことはマインドフルネ

スにおいてもいえる。藤野ら 11）によれば，マインド

フルネスのような心理状態は誰もが生得的に備えてい

る意識の特質で，個人差もあるが，個人内でも日々変

動するもので，いわば特性でもあり状態でもあると述

べている。

　それを日常的に実践することができているかどうか

はその個人の特性的な面や周囲の環境的な面によると

ころが大きいと考えられる。そしてそれがその人物の

日頃の精神的健康と関わりがあることは容易に推察す

ることができる。Gendlin9）は成功した心理療法の過

程ではセラピストはほとんど役目を果たしていないと

いう。セラピストは患者自らが行うフォーカシングの

過程に傾聴しつつ付き合うのみである。フォーカシン

グ技法とは，一人で自発的にフォーカシングの体験過

程をたどれない人たち向けに，成功患者の内的行為（体

験過程）をなぞらせるための仕様を整理したものであ

ると述べている。

質問紙尺度の開発

　マインドフルネスもフォーカシングも我々が日頃，

日常的に行っている心的行為である。とすれば，それ

が特性であれ状態であれ，それを測定する非臨床群向

けの質問紙尺度等の測定用具を開発することは，精神

的健康においても人格理解においても有用であると考

えられる。

　マインドフルネスにおいては，現在最も使用されて

い る Five Facet Mindfulness Questionnaire（FFMQ） と

いう質問紙尺度が開発されている。Bare ら 12）が，当

時既存の 5 つのマインドフルネス尺度をジョイント因

子分析して開発したものである。日本語版も公表され
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ている 13）。FFMQ はマインドフルネス概念に含まれ

る各要素を統合的かつ包括的に捉えることができる多

因子構造の尺度である。具体的には，「判断しないこ

と（自分の体験に批判的・評価的にならないこと）」，「意

識の伴う行為（その瞬間に起こっていることや自分の

行いに気づき，注意を持続すること）」，「描写（自分

の体験を適切な言葉で表現すること）」，「観察（外的・

内的な様々な刺激に注意を払い観察すること）」，「反

応しないこと（自身の思考や感情にとらわれることな

く，距離を置いて受けとめること）」の 5 つの因子に

よって構成されている。

　FFMQ には批判も多い 14-16）。開発の経緯からして，

因子が寄せ集めの感があり，因子間の整合性がとれて

いないとか。尺度としてのまとまりに欠けているとか。

「描写」因子はそもそもマインドフルネスとは関係がな

いとか。逆転項目だけで構成されている因子があると

か。質問文が抽象的で，特別な訓練や体験がないもの

にとっては難しくてあいまいにしか答えられないとか。

「観察」「描写」「判断しないこと」因子が抽出できない

場合があるとか。「受容性」に関わる質問項目が設定

されていないとか。いわゆる，因子構造の再現性と構

成概念妥当性に問題を呈する意見が表明されている。

　他方，フォーカシングの場合には，体験過程スケー

ル（Experiencing Scale; EXP Scale） が 開 発 さ れ て い

る 17, 18）。これはフォーカシング訓練を受けているクラ

イエントが，自身の体験過程をどのように感じ，どの

程度それに焦点をあてることができているか，そして

自身の体験過程をどのように吟味・探索できている

か，段階的にチェックしその達成度を測定するもので

ある。必ずしも一般向けの，特性なり状態を測定する

尺度とはなっていない。

　非臨床群を対象とする一般向けのフォーカシングに

関わる質問紙尺度は福盛ら 19）によって開発されてい

る。すなわち体験過程尊重尺度（The Focusing Manner 
Scale；FMS）である。この尺度は日常生活における

フォーカシング的態度を測定する尺度である。「体験

過程に注意を向ける態度」，「問題との距離を取る態

度」，「体験過程を受容し行動する態度」の 3 因子構

造である。さらに上西 20）はこの尺度を改訂して，体

験過程尊重尺度改訂版（The Focusing Manner Scale-
Revised；FMS-R）を公表している。この改訂版による

と，「体験の知覚」，「間を置く」，「体験過程の吟味」，「体

験過程の受容と行動」の 4 因子構造となっている。日

常的フォーカシング態度尺度の開発は日本が先行して

おり，海外においてはほとんど関心がもたれていない

という事実がある 21）。現在海外において使用されて

いる質問紙尺度は，FMS の英語版である 22）。

　しかしこの FMS と FMS-R にも大きな問題点があ

る 23）。まず質問文がフォーカシングを経験していな

い者には理解が難しく，反応しにくい項目になって

いること。そして Gendlin がいわんとしているフォー

カシングの真髄に関わる部分，象徴化過程が尺度に反

映できていないこと。すなわち構成概念妥当性に問題

が残っていることが分かった。さらにフォーカシング

実践者が自然に体験している一連の内的プロセスを査

定するには不向きな尺度となっている。内的プロセス

は Gendlin をはじめとするフォーカシング指導者が訓

練教示として最も重要視している流れであり手順であ

る。内的プロセスがチェックできる尺度はフォーカシ

ングを指導するうえで，また臨床的介入を行ううえで

極めて有用である。

　FMS 以後の日常的フォーカシング態度尺度　以上の

難点を克服するために中谷ら 24）は日常的フォーカシ

ング態度を測定するための新たな尺度，Daily Focusing 
Manner Scale（DFMS）を開発した。5 因子構造からな

る。第 1 因子は「自己感覚注意（以後，「注意」と称

す）」と命名され，自己の内的感覚に対して意図的に

注意を向ける態度に関する因子である。第 2 因子は「自

己感覚距離（以後，「距離」）」と命名され，日常にお

いて直面する問題や困難そのものや，それに伴う自己

の感覚から意図的に距離をおき，冷静に客観視する態

度に関する因子である。第 3 因子は「自己感覚受容（以

後，「受容」）」と命名され，日々生じる内的感覚を素

直にありのまま受け入れる態度に関する因子である。

第 4 因子は「自己感覚表現（以後，「表現」）」と命名し，

自己の内的感覚を意図的に絵や文章などにして表現・

象徴化する態度に関する因子である。第 5 因子は「自

己感覚行動（以後，「行動」）」と命名し，現実生活に

おいて自己の内的感覚に従って発言したり行動したり

する態度に関する因子である。第 4 因子は内向きの象

徴化行為といえ，第 5 因子は外向きに表出する象徴化

行為といえる。FMS との併存的妥当性も高く，「注意」

を起点に「距離」「受容」を経て「行動」に至る内的

プロセスモデルの適合度が仮説どおり高かった。

　なお，DFMS を開発するにあたって設定した日常的

フォーカシング態度の定義は次のとおりであった。す

なわち，日常的フォーカシング態度とは，「日常的に

自己の内部に流れるあいまいな感覚に触れ，それらに

対して適切な距離をとり，言語やイメージによる象徴

化過程を経て，受容的で共感的な姿勢のもとに，行動

として表出しようとする態度」のことである。

　これとは別に酒井 25）は，フォーカシングの象徴化

過程に焦点をあてた，1 因子構造の「感情プロセス認

識尺度」を開発している。自身の内面に感じているこ

とに注意を向け，距離をおくと同時に，それを言語化

する。そのプロセスのなかで自身の抱える問題につい

て洞察を得る。その結果，不安や緊張といった不快感

が緩和するという臨床的知見を裏づけるために開発し

たものであるという。
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　マインドフルネス関連尺度と日常的フォーカシング

態度関連尺度の比較　これまでマインドフルネスと

フォーカシングを直接つき合わせて比較検討する研究

は極めて少なかった。

　東山 23）は同一対象者に対して DFMS と日本語版

FFMQ を施行して，両者の共通点と相違点を明らかに

している。その結果によると，FFMQ の「観察」「反

応しないこと」「描写」の因子は DFMS 合計と中程度

の正の関係性を示した。しかし「判断しないこと」「意

識の伴う行為」因子とはほぼ無相関であった。つまり，

自分の身体活動や行いに注意を持続的に向け続けると

か，内面に湧き起こった感覚や感情に対して評価せず

にやり過ごすといったマインドフルネスの側面は，日

常的フォーカシング態度とは関連のない側面であると

いうことが分かった。しかし自身の内面に湧き起こっ

た感覚や感情や思いに注意を向け，それにとらわれる

ことなく距離をおいて受けとめて，それを適切な言葉

で表現しようとする態度は両者で共通していることが

明らかになった。さらに細かく調べてみると，FFMQ
の「観察」因子は DFMS の「注意」と「表現」要素

と密接な関連が，「反応をしないこと」因子は「距離」

要素と，「描写」因子は「注意」と「表現」と「行動」

要素に強い関連性を示していることも分かった。

　筒井ら 26）は日本語版 FFMQ と上西 20）の FMS-R の

相関分析を行っている。その結果，FMS-Rの「間を置く」

因子と FFMQ の「反応しないこと」因子とのあいだに，

そして「体験過程の受容と行動」因子と「描写」因子

とのあいだに中程度の正の相関を見いだしている。こ

の結果は東山 23）の結果と内容的にほぼ同一方向の結

果として一致しているといえる。彼らの結果で注目さ

れるのは，自伝的記憶尺度との関連性である。FMS-R
の「体験の知覚」が自伝的記憶，すなわち過去を振り

返る頻度とのあいだに中程度の正の相関を示した。こ

れに対して FFMQ の「判断しないこと」および「意識

の伴う行為」因子に対しては負の相関を示していたこ

とである。マインドフルネスは「今ここの」体験に注

意を集中して，そこに湧き起こる感覚や感情，思考を

受け流すという心的行為である。この傾向が強まれば，

確かに過去を振り返ることも少なくなる。これに対し

て，フォーカシングは「今ここの」内面的体験を感じ

取るだけでなく，それに向き合い，過去を振り返りな

がら，言語化等の象徴化過程を経て，そこから何らか

の意味を洞察しようとする心的行為である。彼らの結

果は，マインドフルネスとフォーカシングは別様の心

的行為であることを示唆しているものと考えられる。

フォーカシングとマインドフルネスの違い

　これまで見てきたように，フォーカシングとマイン

ドフルネスには，関わる心的行為という面でいくつか

重なり合う部分がある。自身の内的体験に注意を向け

（気づき），それに巻き込まれないように距離をおいて

受容的に向き合うという心的行為は共通している。東

山 23）の内的プロセスモデルでいえば，注意→距離→

受容に至る部分に共通性があるといえる。しかし両者

の違いはその後の心的行為のあり方にある。マインド

フルネスではその内的体験を受け流すことを重視す

る。そのねらいは，ネガティブな心理状態の緩和と平

静さの回復にある。これに対してフォーカシングでは，

受容→行動に至るプロセスをとくに重要視している。

つまり，気づいた内的体験を受け流すのではなく，さ

らにそれに問いかけたり言葉にしてみたり，イメージ

化してみたりして，象徴化と自己内対話を通じて何と

かそこから意味ある洞察を得ようとする。この洞察は

日常生活においても，より積極的な対人関係や社会参

加，そして人格的な成長をもたらすと考えられている。

人格的成長という面ではとくに，ありのままの自分で

日常的に発言したり行動したりできているという，本

来性の感覚の保持と回復にフォーカシング的態度が関

わっていると考えられている 27）。

　下記に箇条書きでフォーカシングとマインドフルネ

スの違いを整理しておく。

（1） マインドフルネスで問題にしている注意は，身

体的感覚をはじめとする内的感覚にとどまら

ず，周囲の生活音や環境刺激に対する注意も取

り上げる。しかしフォーカシングでは，身体内

部感覚への注意に限定している。

（2） マインドフルネスでは，内部にわき起こる感情

や思い，イメージを受け流すことを強調するが，

フォーカシングではさらにそれに関心を持ちつ

づけて，納得のいく洞察が得られるまで自己内

対話を繰り返すことを勧める。

（3） マインドフルネスでは，「今ここの」現在に焦

点をあてることを求めるが，フォーカシングで

は，現在のみならず，過去や未来に焦点をあて

て内省することをも許容している。

（4） マインドフルネスでは，感情が乱れたときには，

破局的な思考に至らないために脱中心化の状態

（思考や感情を心の中で生じた，一時的な出来

事であると認識した状態）を醸成し堅持するこ

とを目指す。これに対してフォーカシングでは，

体験の象徴化と自己内対話を通じて洞察を得る

ことを目指す。

（5） マインドフルネス状態は他者指向的な状態では

ない。すなわち，社会的場面において周囲を認

知し意識するが，自分と切り離すことでその影

響を受けにくくする反面，周囲への心理的関わ

りが乏しくなる可能性がある。これに対して

フォーカシング的態度は，自身の本来性と心理

社会的同一性を感じながら，社会的場面におい

－ 4 －
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ても適応的な関係を積極的に築こうとする他者

指向的な側面を強めることになる 23）。

本研究の目的

　理論的背景や概念的な発祥の経緯はまったく異なる

にもかかわらず，マインドフルネスとフォーカシング

は一見，似ているように思われやすい。内的感覚に対

する体験様式に共通性があるのでそのような印象を与

えている感がある。両者を直接つき合わせて，その類

似性と相違点を実証的に検討した研究は国内において

も海外においても極めて数少ない。国内においてはお

そらく，上述した東山 23）と筒井ら 26）の研究のほかに

Sugiura28）のジョイン因子分析の研究だけではないか

と考えられる。

　Sugiura28）は，理論的背景が異なる 5 つの概念（認

知行動療法，マインドフルネス瞑想，フォーカシング，

自己意識，ストレス対処）に関わる質問紙尺度に対し

てジョイント因子分析を行い，その結果を報告してい

る。それによると，5 つの因子が抽出されたという。

すなわち，「客観性」「自己観察」「否定的な思考から

距離を置くスキル」「問題から距離を置くスキル」「受

容性」である。このうち「否定的思考から距離を置

くスキル」は認知行動療法とマインドフルネス瞑想と

フォーカシングの尺度に共通に見られる因子であると

いう。また「受容性」はマインドフルネス瞑想とフォー

カシングの尺度においてのみ共通した因子として抽出

されたものであるという。この結果は筒井ら 26）と東

山 23）が得た結果ともほぼ符合している。

　ネガティブな内的感覚や感情・思考から距離を置こ

うとする態度はフォーカシングとマインドフルネスで

共通した心的要素であるといえる。しかし上述したよ

うに，両者には決定的な相違点がある。マインドフル

ネスではその感覚や感情・思考を受け流すことを重視

するのに対して，フォーカシングではそれと向き合い，

言葉等による象徴化の過程を経て，その中から自身が

それまで自覚できていない意味をさらに探求し洞察し

ようとする。この心的作業は自身のさらなる人格的成

長と心理社会的同一性を強める。そして対人関係も

含めた日常生活の満足度あるいは主観的幸福感（Well-
being）を高めることにつながるという。このことは臨

床的にも実証的にも確認されている 23）。

　本研究の目的の 1 つは，Sugiura28）のジョイン因子

分析の結果をマインドフルネスとフォーカシングに焦

点を絞って，別の角度からより詳しく検討してみるこ

とである。その際，共通点だけでなく相違点も浮き彫

りにすることを目的にする。もう一つの目的は，他の

変数との関連性を検討しながら，フォーカシングの注

意→距離→受容→行動に至る内的プロセスを構成する

各要素の機能的特徴をさらに明確にし，プロセス全体

の特徴を精緻化することである。

　分析の対象とする尺度および変数は，認知行動療法

とストレス対処の観点からは認知的統制尺度（論理的

分析，破局的思考の緩和）と脱中心化尺度を取り上げ

る。自己意識に関しては私的自己意識に関連する反す

うと省察に関する尺度を取り上げる。フォーカシング

関連では，日常的フォーカシング態度尺度（DFMS）

と感情プロセス認識尺度を用いる。他に，本来感尺度

も用いる。本来感とは本当の自分，自分らしさの感覚

のことで，人格的成長やアイデンティティの基本要素

の 1 つとして考えられている。とくに心理社会的同一

性の基盤であると考えられている 29）。

　 マ イ ン ド フ ル ネ ス 尺 度 と し て は Southampton 
Mindfulness Questionnaire（SMQ）の日本語版を使用

することにした。日本語版 FFMQ はすでに東山 23）が

DFMS とつき合わせて比較検討し終えている。また，

FFMQ は質問項目も多く，質問文そのものも若い対象

者には理解しにくいものがいくつか含まれている。こ

のことから調査協力者の負担を考えて今回は FFMQ
を使用しないことにした。他方，SMQ のほうは質問

文も平易で，項目数も少ない。さらに 1 因子構造なの

で，大まかにマインドフルネス状態を把握するうえで

適していると判断した。

　なお今回の調査対象者は女子青年だけに限った。思

春期以降の青年は身体の生理的変化を契機に，新たな

人格的統合と成長に向かう途上にある。この時期は，

マインドフルネスやフォーカシングといった，身体感

覚も含めた自身の内部感覚や感情・思考との向き合い

方の個人差が最も現れやすい時期である。そしてその

違いが人格的成長や心理社会的同一性といった心理状

態の違いとしてどのように現れてくるか，その関係性

を探るうえでは格好の時期であると考えられる。さら

に男性よりも女性のほうが第二次性徴に伴う身体的変

化と心理的変化に対してより敏感なのではないかと考

えられる。そのために女子青年だけを調査の対象者と

することにした。

方　法

調査協力者

　広島県内の 4 年制大学に在学中の女子大学生で，調

査の趣旨に同意した 210 名を調査協力者とした。全員，

記入漏れがなかったので，210 名全員を分析対象者と

した。平均年齢 18.62 歳（SD = 1.22 歳）。

質問紙尺度

　「現代青年の生活感情に関する調査」と銘打ってあ

る質問紙冊子の表紙には，調査の趣旨と個人情報保護

－ 5 －
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の方法を記し，無記名で年齢のみを記入させた。冊子

には下記の尺度に関わる質問項目が収録されていた。

回答はすべて 6 件法で，1 点から 6 点のあいだで得点

化された。4 点以上がその質問項目に対しての肯定的

反応であり，3 点以下は否定的反応である。

　日常的フォーカシング態度　中谷ら 24）の日常的

フォーカシング態度尺度（Daily Focusing Manner Scale; 
DFMS）を使用した。全部で 24 項目。「自己感覚注意（注

意）」「自己感覚距離（距離）」「自己感覚受容（受容）」

「自己感覚行動（行動）」「自己感覚表現（表現）」の 5
因子構造である（以後，各因子を要素と呼ぶ）。「あな

たの日常を教えてください」という教示文に続き，各

下位尺度項目を順不同で列記した。回答は「非常によ

くあてはまる」「あてはまる」「やや，あてはまる」「あ

まり，あてはまらない」「あてはまらない」「全くあて

はまらない」の 6 件法で答えてもらった。

　マインドフルネス　Chadwick ら 30）の Southampton 
Mindfulness Questionnaire (SMQ) の日本語版 31）を使用

した。10 項目からなる 2 因子構造である。「思考につ

いての冷静なかかわり方」と「思考追跡」の 2 因子で

ある。嫌なことを考えたり，思い浮かべたりしたと

き，普通，どのようにしているかという問いに対して，

「思考についての冷静なかかわり方」因子は，“いやな

ことを思っただけだと，冷静に考える”という項目を

含んだ 4 項目からなり，「思考追跡」は“その後でも，

そのようなことを考え続ける”という項目を含んだ 6
項目からなる。但し，原著の尺度では 1 因子構造となっ

ている。回答は「非常によくあてはまる」「あてはま

る」「やや，あてはまる」「あまり，あてはまらない」

「あてはまらない」「全くあてはまらない」の 6 件法で

答えてもらった。

　破局的思考の緩和と論理的分析　杉浦 32）の認知的

統制尺度を使用した。11 項目からなる 2 因子構造で

ある。認知的行動療法によって獲得が想定されるスキ

ルに関わる尺度である。1 つは「論理的分析」である。

状況や自己の思考・行動について概念的・論理的に検

討するスキルの日常的な使用について問うものである

（例，“そのことが自分にとって何を意味しているのか

落ち着いて考えられる”“自分の状況の捉え方，もの

の見方のくせについて考える”）。もう一つは「破局的

思考の緩和」である。ネガティブな思考が浮かんだと

きでも，そこに距離をおき，その思考が制御困難にな

ることを防ぐスキルの日常的使用に関する質問項目か

ら構成されている（例，“そのような状態から引き起

こされると考えられる悪い結果が頭に浮かんでも，そ

れは自分の想像によるものだと思う”“その状況から

悪い連想を発展させない”）。回答は「非常によくあて

はまる」「あてはまる」「やや，あてはまる」「あまり，

あてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはまら

ない」の 6 件法で答えてもらった。

　脱中心化　Fresco ら 33）の The Experiences Questionnaire
（EQ）の日本語版（J-EQ）34）を使用した。1 因子構造

である。「脱中心化」とは認知行動療法で獲得が想定

されているスキルが発揮された結果として導かれる状

態であると考えられている。思考や感情を心の中で生

じた一時的な出来事であると認識した状態である（例，

“私は，不快な感情に飲み込まれることなく，その感

情を観察することができる”“自分の考えや感情から

自分自身を切り離すことができる”）。回答は「非常に

よくあてはまる」「あてはまる」「やや，あてはまる」「あ

まり，あてはまらない」「あてはまらない」「全くあて

はまらない」の 6 件法で答えてもらった。

　反すうと省察　私的自己意識に関わる質問紙尺度で

あ る。Trapnell & Campbell35） の Rumination-Refl ection 
Questionnaire (RRQ) の日本語版 36）を使用した。2 因子

構造で，「反すう」因子から因子負荷量の高い順に 7
項目，「省察」因子からも同様に 7 項目選んで質問項

目とした。「反すう」とは，ネガティブな感情や考え

をくり返し頭の中で思い返す頻度が高い状態を指す

（例，“本当に長い間，自分に起こったことを繰り返し

考えたり，つくづくと考えたりしがちだ”“最近自分

が言ったことやしたことについて，頭の中でいつも思

い返しているように思う”）。私的自己意識の不適応的

な側面である。「省察」とは，知的好奇心から自己に

注意を向けやすい心的性質を指す（例，“もともと自

己をとても探求したいと思っている”“なぜそうする

のかを分析するのがとても好きだ”）。私的自己意識の

適応的な側面である。回答は「非常によくあてはまる」

「あてはまる」「やや，あてはまる」「あまり，あては

まらない」「あてはまらない」「全くあてはまらない」

の 6 件法で答えてもらった。

　本来感　伊藤ら 29）の本来感尺度を使用した。7 項

目 1 因子構造である。本当の自分，自分らしくある感

覚を測定するための尺度である。「本来感」は自尊感

情の最も適応的な側面であり，自分自身の意思や気持

ちにもとづいて，素直に生きていることを意味してい

る（例，“いつも自分らしくいられる”“人前でもあり

のままの自分が出せる”）。アイデンティティの基本構

造の 1 つとして位置づけられている。回答は「非常に

よくあてはまる」「あてはまる」「やや，あてはまる」「あ

まり，あてはまらない」「あてはまらない」「全くあて

はまらない」の 6 件法で答えてもらった。

　内面の言語化　酒井 25）の感情プロセス認識尺度（第
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2 版）を用いた。7 項目 1 因子構造である。フォーカ

シングの象徴化過程，とくに自身の内面を言語化して

表出することに特化した尺度である。本研究では質問

文の内容から判断して，原著者とは異なるが，より質

問内容に近い「内面の言語化」という名称を用いるこ

とにした。感じていることを言葉で言い表すことによ

り，不安や緊張が緩和され，問題についての洞察を日

常的に得ている体験の度合いを問うものである（例，

“自分の気持ちを言葉にしてみると，感じがはっきり

してくる”“もやもやしていることを言ってみること

で，どうしたいかがわかる”）。回答は「非常によくあ

てはまる」「あてはまる」「やや，あてはまる」「あまり，

あてはまらない」「あてはまらない」「全くあてはまら

ない」の 6 件法で答えてもらった。

手続き

　授業開始前に，質問紙冊子を配布し，調査内容と趣

旨を口頭で説明した。とくに個人情報の保護と個人を

特定することが目的でないことを強調した。冊子表紙

の説明文をよく読んで，協力の意思のある者だけが，

1 週間後に提出するように要請した。回収率は 84％で

あった。

　倫理的配慮　口頭で調査の趣旨を説明し，また調査

内容や目的，分析の仕方について例を挙げて理解しや

すいように文章で説明した。1 週間の期間をおいて，

調査に協力するかどうかの意思決定をする時間的余裕

を与えた。また，調査項目に回答している途中でもし

不快になった場合には，その時点で回答を即座にやめ

るよう口頭で伝えた。なお，使用した尺度は既成のも

ので，質問内容については倫理上の問題はないと一般

に認められているものばかりである。

結　果

尺度項目の分析

　本研究で用いた質問紙尺度の項目分析を行ったとこ

ろ，各尺度において天井効果も床効果も認められな

かった（表 1 参照）。尺度内項目の内的整合性（Cronbach 
のα係数）も許容できる範囲の値が得られた。唯一注

目される点としては，DFMS 尺度の下位要素である「自

己感覚表現」要素の評定値が，他に比べてばらつきが

表１　分析変数の記述統計量
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人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　19 (1) 　1 － 21　2019



目立つという点である。

DFMS 尺度の構造的特徴

　尺度内相関分析　Pearson の積率相関係数を用いて，

DFMS 合計及びその構成要素間の相関係数を求めた

（表 2 参照）。DFMS 合計に対する各要素の相関係数は

いずれも中程度ならびに強い正の関連性を示した。下

位要素間相関をみてみると，「表現」要素以外の下位

要素はいずれも有意な正の相関を互いに示していた。

「表現」要素は「受容」と「行動」要素に対して無相

関で，「距離」要素に対してもかなり無相関に近い弱

い関連性しか示さなかった。しかし「表現」要素は

DFMS 合計と中程度の正の相関を示しており，DFMS
尺度を構成する要素の 1 つとして十分寄与していると

考えられる。

　この点をさらに確かめるために，DFMS 合計を基準

変数，5 つの下位要素を説明変数とする重回帰分析を

行った。説明変数間の相関が高いので，多重共線性の

懸念があったが，分析の結果，トレランス（許容度）

がいずれも 0.1 以上の数値を示し，多重共線性について

は問題がないと判断できた。自由度調整済の決定係数

は 0.98 であった。各下位要素の標準偏回帰係数（β係数）

は表 2 のとおりで，いずれの数値も統計的に有意であっ

た。他の要素と比較しても「表現」要素のβ係数はほ

ぼ同等の数値を示しており，十分に DFMS 尺度の構成

要素として寄与していると考えることができた。

　下位要素の類似性　DFMS 尺度は 5 つの下位要素に

よって構成されている。これらの下位要素はそれぞれ

完全に独立しているわけではない。相互に連関をもっ

ている。その連関の度合い（類似性）を確認するため

に，変数階層クラスター分析を行った。各下位要素の

評定値を標準得点化して，そのデータをもとに変数間

のユークリッド距離を計算した。そしてその距離にも

とづいて Ward 法を用いて各クラスターの結合過程を

表すデンドログラム（樹形図）を作成した。その結果

が図 1 である。「表現」要素が他の 4 要素に対してま

とまりが悪いことが分かる。また，「注意」と「距離」

そして「受容」と「行動」との間に強い連関関係があ

ることが分かる。つまり心理的に，「注意」要素と「距

離」要素は 1 つのまとまりをもっており，同様に「受

容」要素と「行動」要素も 1 つのまとまりを構成して

いるといえる。そしてさらに，この 4 要素は全体的に

かなり連動した形で 1 つのまとまりをもって心理的に

実在していることも分かった。

DFMS 評定値による調査協力者の分類（群分け）

　評定値による分類　DFMS 尺度の評定は 6 件法で行

われた。そしてコーディングは，「非常によくあては

表２　DFMS 尺度における下位要素間相関

図１　DFMS 要素の類似性
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まる」を 6 点，「あてはまる」を 5 点，「ややあてはまる」

を 4 点とした。他方，「全くあてはまらない」を 1 点，

「あてはまらない」を 2 点，「あまりあてはまらない」

を 3 点とした。つまり，4 点以上はその項目内容に対

して比較的肯定的な反応であり，3 点以下は否定的な

反応であると考えることができる。そこで，DFMS 合

計の評定平均値が 3 点以下の者を「DFMS（低）」群，

4 点以上の者を「DFMS（高）」群，残りの 3 点から 4
点の間の者を「DFMS（中）」群として分類した。結

果は，DFMS（低）群は 21 名，（中）群は 138 名，（高）

群は 51 名であった。

　各群の，DFMS 合計および各下位要素の評定平均値

は表 3 のとおりである。表 3 には，一元配置分散分析

と多重比較によって分析した，群差の結果も記載し

ておいた。この結果を見ると，DFMS（低）群は他の

群よりも，いずれの評定平均値も低く，しかも 3.0 も

しくはそれ以下の数値を示している。すなわち DFMS
（低）群は日常的に，フォーカシング的態度とは縁遠

い生活をしている人たちであるといえる。これと対照

的なのが DFMS（高）群である。いずれの評定平均値

も他の群よりも高く，「表現」要素を除けば，4.0 以上

の数値を示している。この人たちにとっては，フォー

カシング的態度は日常的に慣れ親しんだ姿勢であるこ

とが知れる。ここで注目したいのが，（高）群におい

てのみ，「表現」要素の評定平均値が 3.0 を超えてい

る点である。この群は他の群に比べて，自身の内面を

イメージや文章として表現する習慣をもつ者が少なか

らずいるということを示している。

　クラスターによる分類　次に，クラスター分析を用

いて協力者（ケース）を分類することにした。この場

合，分類する個体数が多いので，非階層のクラスター

分析である K-means（平均）法を用いた。あらかじめ

階層クラスター分析を行って，大まかにいくつのクラ

スターが成立しうるか確かめた。その結果，5 つのク

ラスター数が適当であることが分かったので，分類す

るクラスター数を 5 に定め，最大反復回数を 10 回に

設定して行った。分類基点の初期設定は，距離をソー

トして，等間隔の観測値を選択するようにした。その

結果，表 4 に示すような 5 つのクラスターが抽出でき

た。第 1 クラスター（以後，CL1 と称す）は 37 名，

第 2 クラスター（以後，CL2）は 42 名，第 3 クラスター

（以後，CL3）は 26 名，第 4 クラスター（以後，CL4）

は 29 名，第 5 クラスター（以後，CL5）は 76 名に分

類することができた。

　表 4 には，各クラスターにおける DFMS 合計およ

び下位要素の評定平均値ならびにクラスター群間の平

均値差に関する一元配置分散分析と多重比較の結果を

整理して記載しておいた。CL3 は他のクラスターに比

べて，最も評定平均値が低いグループである。CL1 と

CL4 は「表現」要素を除いた他のすべての要素におい

て，他のクラスターよりも評定平均値が高いグループ

である。注目すべきは，この CL1 と CL4 は唯一，「表現」

表３　DFMS 評定値群の下位要素得点の平均値差（一元配置分散分析，多重比較 1））

表４　DFMS 合計及び下位要素における各クラスターの平均値差
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要素でのみ違いがみられたグループである点である。

つまり，CL1 と CL4 を比較すれば，「表現」要素独自

の効果を検討することができるということである。ち

なみに CL1 は「表現」要素が高いグループである（評

定平均値 4.03）。CL4 は低いグループである（評定平

均値 1.67）。

　また，CL2 と CL5 の間にも特徴的な違いがある。

CL2 は CL1 同様，「表現」要素において CL5 よりも

評定平均値が高い（評定平均値 3.20）。CL5 の評定平

均値は 1.69 である。この両グループは「注意」要素

においては同等であるが，「距離」と「受容」と「行動」

要素においては，いずれも CL5 が有意に高い値を示

している。しかし「表現」要素でのみその関係が逆転

しているのである。つまり，CL2 と CL5 を比較すれば，

「距離」「受容」「行動」要素が低い者が「表現」行為

を日常的に行っている場合のその影響を確かめること

ができるのである。

　先の評定値による分類とクラスターによる分類を掛

け合わせてクロス集計したものが表 5 である。明らか

に，CL3 は DFMS（低）群に対応しており，CL2 と

CL5 は DFMS（中）群に属するグループであることが

分かる。そして DFMS（高）群は CL1 と CL4 に分か

れている。その違いは「表現」要素の強弱にある。今

後の分析においては，「表現」要素の影響を確かめる

ために，DFMS（高）群における CL1 と CL4，DFMS（中）

群における CL2 と CL5 を併行して比較してみること

とする。

DFMS 尺度と他の関連変数との関係性

　マインドフルネス尺度（SMQ 尺度）との関連性　

SMQ 尺度に対する評定値を最尤法による因子分析を

行った結果，1 因子構造が妥当であることが分かった。

これは Chadwick ら 30）の原著と同じ結果である。日本

語版 31）では 2 因子構造としているが，彼らの「思考

追跡」因子の項目がいずれも本研究では負の負荷量を

表５　DFMS 評定値群とクラスター群のクロス表（人数比）

表６　尺度間相関分析及び DFMS 群間差の検定結果
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示していた。正の負荷量を示したのは彼らの言う「思

考についての冷静なかかわり方」因子（以後，「冷静

なかかわり方」因子と称す）に関わる項目であった。

そこで本研究では，負の負荷量を示した項目を逆転項

目として扱い，他の項目と合算した値を項目数で割っ

た平均値を「マインドフルネス状態（以後，「MF 状態」

と称す）」得点とした（表 1 参照）。また，日本語版の

2 因子構造も尊重して，別立てで「思考追跡」得点と「冷

静なかかわり方」得点としてその平均値を計算した（表

1 参照）。Pearson の積率相関係数による尺度内相関分

析の結果は表 6 のとおりである。「思考追跡」は「MF
状態」および「冷静なかかわり方」といずれも中程度

もしくは強い負の相関を示している。一方，「MF 状態」

と「冷静なかかわり方」のあいだには強い正の関連性

が示された。

　DFMS 尺度との関連性で言えば，DFMS 合計は「MF
状態」と「冷静なかかわり方」に対して中程度の正の

相関を示していた。しかし「思考追跡」とは弱い負の

相関を示した。そして DFMS 下位要素のうち注意と

表現要素に対しては SMQ 尺度のどの因子もほとんど

関連性を示さなかった。それ以外の下位要素に対して

は中程度の相関を示した。「MF 状態」と「冷静なか

かわり方」因子の場合には正の相関，「思考追跡」因

子に対してはいずれの要素も負の相関を示した。中で

も距離要素は他の要素と比べて，「MF 状態」および「冷

静なかかわり方」に対してより強い正の関連性を示し

た。相関係数の差の検定（対応のある t 検定）結果も

それを支持している（「MF 状態」に関して，距離（r 
= 0.50）vs. 受容（r  = 0.35）t = 2.43,  p < 0.05，距離（r 
= 0.50）vs. 行動（r = 0.36）t = 2.27, p < 0.05 いずれも 
dfs = 207；「冷静なかかわり方」に関しては，距離（r 
= 0.52）vs. 受容（r = 0.31）t = 3.24, p < 0.01，距離（r 
= 0.52）vs. 行動（r = 0.34） t = 2.88,  p < 0.01，いずれも

dfs = 207）。「思考追跡」に関しては有意な差が認めら

れなかった。

　SMQ 尺度における DFMS 評定値群の平均値差の検

定結果によれば（表 6 参照），「MF 状態」および「冷

静なかかわり方」因子において，いずれも DFMS（高）

（Ms = 3.45, 3.60）＞（中）（Ms = 3.15, 3.18）＞（低）（Ms 
= 2.31, 2.29）の順に平均得点が有意に高かった。「思

考追跡」因子においては，DFMS（低）（M = 4.68）＞

（中）（M = 3.86）＝（高）（M = 3.67）の順に平均得点

が有意に高かった。DFMS（低）群は他の 2 群に比べて，

明らかに日常的に「MF 状態」の体験が乏しく，自身

の思考に対しても「冷静なかかわり方」ができていな

い人たちであることが分かる。そして，自身に湧き起

こった考えや思考を振り払うことができずに，不当に

長い間それにとらわれてしまう傾向を日頃体験してい

る人たちであると考えることができた。

　次に，DFMS（高）群におけるクラスター CL1 と

CL4 および DFMS（中）群におけるクラスター CL2
と CL5 の間の平均値差をそれぞれ検定してみた。結

果，DFMS（高）群においては「MF 状態」で有意差

がみられた（t = 2.04, p < 0.01, df =48）。表現要素得点

の高い CL4 のほうが「MF 状態」が強いことが分かっ

た（CL4, M = 3.77; CL1, M = 3.31）。一方，DFMS（中）

群においてはすべての因子において CL2 と CL5 の間

に有意差がみられた。すなわち，表現要素の強い CL2
のほうが CL5 に比べて，「MF 状態」（t = 2.83, p < 0.01, 
df = 114: CL2, M = 2.95; CL5, M = 3.34）も「冷静なか

か わ り 方 」（t = 2.58, p <0.05, df =114: CL2, M = 3.01; 
CL5, M = 3.38）もいずれも弱く，逆に「思考追跡」の

傾向が強いことが分かった（t = 2.54, p < 0.05, df = 114: 
CL2, M = 4.10; CL5, M = 3.69）。群分けの項で確認した

ように， DFMS（高）群は日常的フォーカシング態度

を構成するすべての要素を日頃から十分に体験してい

る者たちである。対して DFMS（中）群のほうは，こ

れらの要素に関しては DFMS（高）群に比べて，体験

としては未だ十分に体験できていない者たちである。

この点を考慮すれば，以上の結果は，距離や受容や行

動といった他のフォーカシング要素の体験の度合いに

よって，表現要素のマインドフルネスに与える影響の

仕方が異なってくることを示しているといえる。

　認知的統制尺度との関連性　因子分析（最尤法，正

規化バイコーティマックス回転）の結果，原著どおり

2 因子構造となった。それぞれの因子は「破局的思考

の緩和」と「論理的分析」に関わる項目で構成されて

いた。因子間相関は 0.20 で，比較的弱い関係性を示

した。それぞれの因子ごとに評定平均値を算出して，

分析データとした（表 1 参照）。

　マインドフルネス尺度（SMQ 尺度）との Pearson の

積率相関係数による相関分析の結果（表 6）をみてみ

ると，「破局的思考の緩和」は MF 状態および冷静な

かかわり方の因子に対していずれも中程度もしくは強

い正の関連性を，思考追跡に対しては中程度の負の関

連性を示した。「論理的分析」のほうは SMQ 尺度の 3
つの因子すべてに対して無相関であった。

　ところが DFMS 尺度の場合には，この「論理的分

析」は DFMS 合計をはじめとして，下位要素すべて

と正の関連性を示した。マインドフルネス尺度と日常

的フォーカシング態度尺度の違いの一端が現れたもの

と考えることができる。中でも DFMS の注意要素は

他の要素と比べて，「論理的分析」と強い正の関連性を，

そして「破局的思考の緩和」は距離要素とより強い正

の関連性を示した。相関係数の差の検定結果もこれを

支持している。すなわち，「論理的分析」の場合，注

意要素の相関係数（r = 0.52）は他の要素のそれ（rs = 
0.14~0.28）よりも有意に高かった（ts = 3.36~5.09, ps < 
0.001, dfs =207）。また「破局的思考の緩和」の場合には，
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距離要素の相関係数（r = 0.62）が他の要素のそれ（rs 
= 0.15~0.38）よりも有意に高かった（ts = 4.13~6.42, ps 
< 0.001, dfs = 207）。DFMS 評定値群の，「論理的分析」

ならびに「破局的思考の緩和」における平均値差はい

ずれも有意となり（表 6 参照），DFMS（高）（Ms = 4.13, 
3.82）＞（中）（Ms = 3.70, 3.33）＞（低）（Ms = 3.23, 
2.33）の関係にあった。クラスター間の比較において

は，DFMS（高）群の場合にはいずれの因子において

も有意差が認められなかった。しかし DFMS（中）群

の場合，「破局的思考の緩和」において CL2（M = 3.09）

と CL5（M = 3.55）の間に有意差がみられた（t = 3.90, 
p <0.001, df = 114）。DFMS（中）群において表現要素

の強い者ほど「破局的思考の緩和」がうまくいってい

ないことが分かった。

　反すう＆省察尺度（RRQ 尺度）との関連性　因子分

析（最尤法，正規化バイコーティマックス回転）の結果，

原著どおり 2 因子が抽出された。「反すう」因子と「省

察」因子である。下位尺度間相関は原著同様，r = 0.27 （p 
< 0.01）であった。Pearson の積率相関係数の結果によ

れば（表 6 参照），「反すう」因子がマインドフルネス

尺度（SMQ 尺度）すべての因子と中程度の相関関係

を示した。MF 状態と冷静なかかわり方に対しては負

の相関，思考追跡については正の相関であった。「省察」

因子は SMQ 尺度と何ら関連性を示さなかった。

　ところがこの「省察」因子は DFMS 尺度の合計と

注意要素と中程度の正の相関を，さらには表現と受容

要素に対しては弱い正の相関を示した。しかし距離と

行動要素に対してはほぼ無相関であった。この点もマ

インドフルネスと日常的フォーカシング態度の違いが

現れたものと考えられる。中でも注意要素との相関係

数（r = 0.43）は他の要素のそれ（rs = 0.14~0.25）と

比べても，有意に高い正の関連性を示していることが

分かった（ts = 2.41~3.69, ps < 0.05, dfs =207）。一方「反

すう」因子の DFMS 尺度との関連性は，総じて SMQ
尺度に比べて比較的弱い関連性しか見いだされなかっ

た。SMQ 尺度の MF 状態との相関係数が － 0.69 で

あったのに対して，DFMS 合計との相関は － 0.24 し
かなく，有意に低い値しか示さなかった（t = 7.67, p < 
0.001, df = 207）。しかし距離と受容と行動要素に対し

ては中程度の負の相関を示していた。注意と表現要素

に対しては弱い正の相関もしくは無相関であった。相

関係数の差の検定結果によれば，「反すう」において，

注意要素と他の要素とのあいだに有意差が確認できた

（ts = 6.48~7.45, p < 0.001, dfs = 207）。また，関与する

DFMS 要素という面から考えると，「反すう」因子と

「省察」因子とでは対照をなしていることも分かった。

「省察」には注意と表現要素が，「反すう」には距離と

受容と行動要素がより強く関連しているといえた。

　DFMS 評定値群とクラスター群における尺度平均値

の違いを，分散分析を用いて分析した結果（表 6），「反

すう」においては他の 2 群に比べて（Ms = 3.96, 3.89），

DFMS（低）群が有意に高い値を示した（M = 4.73）。

「省察」に関しては DFMS（高）群が他の 2 群に比べ

て（Ms = 3.03, 3.36）有意に高い値を示した（M = 4.01）。

そして DFMS（中）群における CL2 と CL5 の比較に

おいて，表現要素の強い CL2 が CL5 に比べて，「反

すう」（CL2, M = 4.33; CL5, M = 3.70: t = 3.86, p < 0.001, 
df = 114）も「省察」（CL2, M = 3.62; CL5, M = 3.31, p < 
0.05, df = 114）も有意に高い値を示した。DFMS（中）

群において表現要素が強くなると，「反すう」も「省察」

も両方高まる傾向があることが分かった。

　脱中心化（J-EQ 尺度）との関連性　因子分析（最

尤法）を行ったところ，原著どおり 1 因子構造が妥当

であることが分かった。この因子を原著にならい「脱

中心化」傾向とした。Pearson の積率相関係数による

相関分析の結果を見てみると（表 6），SMQ 尺度およ

び DFMS 尺度ともに，全般的にほぼ同様の中程度の

相関関係を示していた。MF 状態および冷静なかかわ

り方に関しては有意な正の相関が，思考追跡に関して

は有意な弱い負の相関が見いだされた。DFMS 尺度に

おいては，弱い正の相関を示した注意要素と無相関と

なった表現要素を除けば，DFMS 合計をはじめとして

いずれの要素に対しても中程度の正の相関を示した。

そして注意（r = 0.28）や表現要素よりも，距離（r = 
0.46）と受容（r = 0.44）と行動要素（r = 0.40）のほ

うが，この「脱中心化」傾向により関連のある要素で

あるといえた（注意 vs. 距離 t = 2.42, p < 0.05; 注意 vs. 
受容 t = 2.23, p < 0.05, dfs = 207）。

　「脱中心化」の尺度平均値に関する DFMS 評定値群

の群間差についての分散分析の結果は（表 6 参照），

DFMS（高）（M = 3.73）＞（中）（M = 3.21）＞（低）

（M = 2.74）の並びで平均値差に有意な違いがあった。

日常的フォーカシング態度が強まるにつれて，脱中心

化の傾向もそれに応じて高まるといえた。またクラス

ター間の違いは DFMS（中）群の CL2（M = 3.07）と

CL5（M = 3.32）の間にみられた（t = 2.56, p < 0.05, df 
= 114）。DFMS（中）群で表現要素が強い者ほど，「脱

中心化」の傾向が弱くなることが分かった。

　本来感尺度との関連性　因子分析（最尤法）の結

果，原著どおり，1 因子のみが抽出された。項目すべ

てを合算して項目数で割った平均値を「本来感」得点

として分析した。Pearson の積率相関係数による相関

分析の結果によれば，SMQ 尺度においてはすべての

下位因子と中程度の相関を示した。MF 状態と冷静な

かかわり方とは正の関連性を，思考追跡とは負の関連

性を示した。また DFMS 尺度においても，表現要素

を除く，他のすべての要素および合計との間に正の相
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関が得られた。とくに受容（r = 0.62）と行動要素（r 
= 0.67）に対する相関係数が他の要素に対するそれに

比べて（rs = 0.20, 0.35），有意に高い値を示していた（受

容 vs. 注意 t = 6.68, p < 0.001; 受容 vs. 距離 t = 4.57, p < 
0.001; 行動 vs. 注意 t = 7.24, p < 0.001; 行動 vs. 距離，t 
= 5.58, p < 0.001 いずれも dfs = 207）。

　DFMS 評定値群のあいだに有意な群間差がみられ

（表 6 参照），DFMS（高）（M = 4.01）＞（中）（M = 3.50）

＞（低）（M = 2.74）の順に「本来感」得点が有意に高かっ

た。すなわち，日常的フォーカシング態度が高い者ほ

ど，本来の自分らしさが発揮できているという感覚を

日頃から感じながら生活していることが分かった。ク

ラスター間にも有意差がみられ（t = 3.30, p < 0.01, df = 
114），DFMS（中）群において表現要素の強い CL2（M 
= 3.25）のほうが CL5（M = 3.63）よりも，本来感の

感覚が弱いことが分かった。

　内面の言語化（感情プロセス認識尺度）との関連

性　因子分析（最尤法）の結果，原著どおり，1 因子

のみが抽出された。項目すべてを合算して項目数で

割った平均値を「内面の言語化」得点として分析し

た。SMQ 尺度との関連性を Pearson の積率相関係数

をもとに見てみたところ（表 6 参照），冷静なかかわ

り方とのあいだに弱い正の相関がみられた以外，他の

因子とは無相関であった。これに対して，DFMS 尺度

では，合計も含めたすべての要素とのあいだに正の相

関がみられた。これより，「内面の言語化」はマイン

ドフルネスよりは日常的フォーカシング態度とより密

接な関連性があることが分かった。また DFMS 評定

値群のあいだにも評定平均値において有意差が認めら

れた（表 6 参照）。DFMS（高）（M = 4.57）＞（中）（M 
= 3.94）＞（低）（M = 3.49）の順に「内面の言語化」

得点が有意に高かった。クラスター間には有意差がみ

られなかった。日常的フォーカシング態度が高い者ほ

ど，日頃から自身の内面を言語化しようとする姿勢を

強くもっていることが分かった。

DFMS 尺度と SMQ 尺度のさらなる比較

　最後に，DFMS 尺度と SMQ 尺度の相違点を明らか

にするために，別の角度から分析してみる。以下の分

析では，多変量解析およびカテゴリカル・データ解析

の手法を用いる。具体的には，階層クラスター分析と

コレスポンデンス（対応）分析と対数線型モデル分析

である。

　階層クラスター分析　まずは SMQ 尺度と DFMS 尺

度を構成するそれぞれの因子および要素の類似構造

を，これまで扱ってきた関連変数（尺度）との関係性

からその構造を明らかにしてみたい。そのためにそれ

ぞれの変数に関わる評定平均値を標準得点化して，そ

れをもとにユークリッド距離を算出し，Ward 法にも

とづいて各変数の結合過程を図示化した。

　最初に SMQ 下位尺度と関連変数（尺度）について

変数階層クラスター分析を行った。結果は図 2 のとお

りであった。「冷静なかかわり方」と「思考追跡」に

注目すると，関わりのある変数が異なっていることが

分かる。「冷静なかかわり方」には破局的思考の緩和

がとくに関連しており，それが脱中心化や本来感と

つながっていることが分かる。一方，「思考追跡」と

関連があったのは反すうのみであった。内面の言語化

と省察と論理的分析は SMQ 尺度を構成する下位尺度

とはほとんど関係していない。せいぜい「冷静なかか

わり方」とかろうじて関連があるだけで，「思考追跡」

や反すうとはまったく関連していないことが分かる。

　次に DFMS 下位要素の構造的特徴を関連変数との

図２　SMQ 下位尺度と関連変数との類似性
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関係から同様に探ってみた。図 3 がその結果である。

DFMS 下位要素に注目して見てみる。そうすると，論

理的分析と内面の言語化のあいだに強いつながりがあ

り，それらととくに密接に関連しているのが「注意」

要素であることが分かる。省察と脱中心化のあいだに

もつながりがあり，「注意」要素はこれらとも関連性

をもっている。さらに「表現」要素も含めて，全体的

に反すうに絡む 1 つのクラスターを形成している。こ

のクラスターとは別のクラスターは「距離」と「受容」

と「行動」要素に関連するクラスターである。破局的

思考の緩和と本来感につながっているクラスターであ

ると考えることができる。

　最後に「DFMS 合計」と「MF 状態」を変数として

組み込んで，他の関連変数とのクラスター関係から，

日常的フォーカシング態度とマインドフルネスの違い

を知る手がかりを得ようと考えた。結果は図 4 である。

「DFMS 合計」は内面の言語化と密接な関連性を示し，

脱中心化そして省察と論理的分析を包含しつつ，本来

感と関連する大きなクラスターを形成している。これ

に対して「MF 状態」は唯一，破局的思考の緩和とだ

けクラスターを形成するという結果となっている。反

すうは両尺度に対して差別的な関わりを示さなかった。

　コレスポンデンス（対応）分析と対数線型モデル分

析　コレスポンデンス分析とはクロス表に集計された

データの関連性（比率のパターン）を視覚化して把握

するための手法である。比率のパターン（プロファイ

ル）は重み付きのユークリッド距離が計算できるよう

に変換され，主成分分析と同じ方法で集約される。本

研究では，「DFMS 評定値群」を表側項目（行プロファ

イル）とし，「MF 状態群」を表頭項目（列プロファ

イル）とするクロス表を作成した。これをもとに次元

（成分）抽出を行ったところ，2 次元で全変動の 100％

が説明できたので，2 次元解で作図を行った。その結

図３　DFMS 下位要素と関連変数との類似性

図４　DFMS 合計及び MF 状態と関連変数との類似性
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果が図 5 である。なお，「MF 状態群」とは，MF 状態

変数の評定平均値が 4.0 以上の者を MF 状態（高）群

（39 名），3.0 以下の者を MF 状態（低）群（99 名）と

し，その中間の数値を示した者を MF 状態（中）群（72
名）とした。

　次元 1 で全変動の 91.78％が説明され，次元 2 で残

りの 8.22％が説明されている。次元 1 は原点（0.0）

を中心に，DFMS（高）群および MF 状態（高）群と

DFMS（低）群および MF 状態（低）群を差別化して

いる次元であるといえる。次元 2 は DFMS（中）群お

よび MF 状態（中）群と他の群を差別化する次元であ

る。変動説明率から今回問題にすべきなのは次元 1 の

座標の距離であると判断した。つまり，X 軸での，0.0
を基点に右側と左側に位置する変数の距離を問題にす

る。MF 状態（高）群と DFMS（高）群は非常に近い

距離に位置している。これに対して MF 状態（低）群

と DFMS（低）群には少し距離がある。MF 状態（中）

群と DFMS（中）群は原点近くでまとまっている。こ

のことから言えることは，フォーカシング的態度が高

い者はマインフルネス状態も高いといえるが，フォー

カシング的態度が低い者は必ずしもマインドフルネス

状態も低い者たちであるとはいえないということであ

る。つまり両者の対応関係は一意的でなく，崩れてい

るといえる。

　「内面の言語化」変数においても MF 状態変数と同

様の方法で 3 群に分けた。その結果，内面言語化（高）

群は115名，内面言語化（中）群は84名，内面言語化（低）

群は 11 名となった。この「内面言語化」群を表頭（列

プロファイル）に追加する形で分析を行った。つまり

先の座標空間をそのままにして，その座標空間の中で

「内面言語化群」がどのような位置取りをするのかを

確かめてみた（図 5 参照）。結果，自身の内面を言語

化する傾向が高い者はフォーカシング態度もマインド

フルネス状態も高いといえる。しかし，内面言語化（低）

群は X 軸の距離からして，DFMS（低）群とはより近

い位置にあるが， MF 状態（低）群とはかなり遠い位

置にある。すなわち，マインドフルネス状態が低いか

らといって必ずしも内面の言語化が弱いとはいえない

ということである。しかし内面の言語化の弱さは日常

的フォーカシング態度の弱さにつながっていることが

改めて確認できた。

　「内面の言語化」変数がマインドフルネス状態と日

常的フォーカシング態度に及ぼす影響が異なっている

ことをさらに統計的に確かめるために，対数線型モデ

ル分析を行った。対数線型モデル分析とは，多重クロ

ス表の頻度データを対数変換して，その値をもとに表

頭と表側の変数の関係性を線形モデル（対数線形方程

式）として導出するというものである。そしてこのモ

デルから期待（予測）される計算されたクロス表と観

測されたクロス表の適合度を検定する。適合度がよけ

ればモデルから期待されたクロス表に表現された関係

性からデータの特徴（主効果，交互作用）を査定する

ことができる。

　「内面の言語化」群（表頭）と「MF 状態」群（表

頭）と「DFMS 評定値」群（表側）による多重クロス

表を作成し，分析を行った。結果，表頭および表側の

それぞれの変数の主効果はすべて有意で，表頭と表側

の関係性を示す交互作用のうち，DFMS 群と MF 状態

群（偏連関χ2 = 18.68, 周辺連関χ2 = 16.43, ps < 0.001, 
dfs = 4），そして DFMS 群と内面の言語化群（偏連関

χ2 = 26.10, 周辺連関χ2 = 23.85, ps < 0.001, dfs = 4）と

のあいだの 2 次の交互作用が有意となるモデルが最も

図５　DFMS，MF 状態及び内面の言語化との対応関係
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観測データとの適合度がよかった（尤度比χ2 = 7.45, 
p = 0.83, df = 12; Pearson のχ2 = 7.86, p = 0.79, df =12）。

このモデルでは MF 状態群と内面の言語化群とのあ

いだの関係性は有意とはいえなかった（偏連関χ2 = 
6.06, 周辺連関χ2 = 3.81, ns., dfs = 4）。このことから，

内面の言語化はマインドフルネス状態と比較した場

合，フォーカシング的態度とより強い関連性をもって

いる変数であることが明らかとなった。表 7 はモデル

から計算（期待）された度数表である。これを見ると，

MF 状態は DFMS（中）群と，そして内面の言語化は

DFMS（中）群と（高）群に対して強い関連性をもっ

ていることが分かる。

考　察

　本研究の目的は 2 つであった。1 つはフォーカシン

グにおける内的プロセスモデルを検証し，それを構成

する要素の機能的特徴を明らかにすることである。も

う一つはフォーカシングとマインドフルネスの共通点

と相違点を明確にすることである。以後，本研究結果

に照らし合わせながら，この順に考察を進めて行く。

フォーカシングにおける内的プロセス

　「表現」要素の効用　中谷ら 24）は日常的フォーカシ

ング態度尺度（DFMS）を新たに開発する際に，フォー

カシングの教示体系を手がかりに内的プロセスモデル

を構想した。「自己感覚注意」を始点に，「自己感覚距

離」と「自己感覚受容」を経て「自己感覚表現」およ

び「自己感覚行動」へと至る一連のプロセスを想定し

た。そしてこのプロセスが精神的健康と心理的適応を

高める道筋であると考えた。中谷ら 24）はこの仮説モ

デルを共分散構造分析によって確認している。「表現」

要素が「注意」要素と直接結びついた点を除けば，仮

説モデルは概ねデータとの適合度は良好だった。

　この「表現」要素は，今回の尺度内の相関分析の結

果においても，他の要素とのまとまり具合が一様では

なかった（表 2 参照）。とは言え，DFMS 合計とは中

程度の相関を示し，重回帰分析の結果では DFMS 合

計に対して他の要素とほぼ同等の独自貢献を示してい

た。このことから「表現」要素は DFMS 尺度の構成

要素として十分に妥当性のある要素であると判断する

ことができた。ただ他の要素と異なるのは，もともと

の評定値の分散が大きく，個人差が大きかったという

点だけである。

　本研究では，調査対象者を群分け（評定値群とクラ

スター群）して，群比較することでこの個人差をもう

少し詳しく分析してみた。結果，フォーカシングを日

常的に高いレベルで体験している者は他の者に比べ

て，日頃から自身の内面をイメージや文字で表現する

という行為をよく行っていることが分かった。そして

その行為によって，心理的にもマインドフルネス状態

を高める方向で，良い影響を受けていた。内向きの象

徴化である「表現」要素は確かに，一部の人にとって

はその効用があるといえた。

　しかし「表現」要素の効用は，フォーカシングにお

ける他の要素の習熟度によって大いに異なっている

ことも分かった。「距離」「受容」「行動」要素に関わ

るフォーカシング的態度が未だ不十分な者にとっての

「表現」行為は，精神的に不適応的な側面を強める結

果となっていた。自身のネガティブな内面的感覚や感

情・思考を文字やイメージで表現することは，さらに

その否定的な面にとらわれやすくし，自分と切り離し

て冷静にやり過ごすことも停止させることもできない

ままに，ひたすらそのことに関心を持ちつづけ，分析

し考え込んでしまうという傾向を高めてしまうという

ことも分かった。そして私的自己意識だけが高まり，

周囲に対する関心も相対的に薄くなり，本当の自分ら

しさに混乱をきたす可能性があることも本研究結果か

ら推察できた。

　内向きの象徴化である「表現」要素を適応的に機能

させるためには，内的プロセスモデルで言うところの，

距離→受容→行動のプロセスに関わる部分を強化する

必要があることが本研究によって改めて明らかになっ

た。このことはすでに東山 23）によって指摘されてい

たところであるが，本研究によってそれが実証された

といえる。

　内的プロセスを構成する要素の機能的特徴　本研究

では階層クラスター分析を用いて，DFMS 要素間の類

似性を分析した（図 1 参照）。結果は中谷ら 24）の共分

表７　対数線形モデルから期待された度数表
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散構造分析による結果を裏づけるものとなっている。

「注意」と「距離」そして「受容」と「行動」が相互

に近い関係にあった。自身の内面に注意が向くと（気

づくと），それに呼応してそれに「間を置く」（距離を

とる）という心的行為が続くと考えられる。そしてそ

れを「受け入れる」という心的状態が醸し出されれば，

それに呼応してそのことを周囲に素直に言葉で表明し

ようとする言動が現れる。このことが結果的に，周囲

とのやり取りを通じてさらに自身の内面を確証するこ

ととなる。この流れの存在が図 1 のデンドログラムの

クラスター構造として表れていると考えられる。

　先に「表現」要素の心理的効用について述べた。

フォーカシングの他の要素もそれぞれ独自の心理的効

用をもっていることが今回の調査で分かった（表 6，

図 3 参照）。「注意」要素は論理的分析や省察と強い関

連性を示していた。そしてこれに内面の言語化が絡ん

でいた。つまり，自身の内面的な感覚や感情・思考に

気づきがあって注意が向くと，我々は自然に“それは

何なのか”とか“何故なのか”と概念的に理解しようと，

知的好奇心を働かせやすいということを示している。

そしてその行為そのものが内面的事象を自分から切り

離して眺める脱中心化状態をもたらす。場合によって

はそれをイメージや文字で表現しようとするかも知れ

ない。適応的に展開した場合には以上のようになるが，

自身のネガティブな側面に注意を向けすぎたり，脱中

心化できなかったりした場合には，反すうといった不

適応的な側面が出てきやすいことも同時に示唆されて

いる。

　他方，「距離」「受容」「行動」は「注意」とは異な

る独自の心理的効用をもっていることが結果に表れて

いる（表 6，図 3 参照）。「距離」要素はマインドフル

ネスと深く関わり，とくにネガティブな思考に対して

冷静にかかわるといった側面に貢献している。すなわ

ち，精神的逆境に追い込まれて“もうだめだ”とか悪

い結果が頭に浮かびそうになっても，破局的にならず

に心の平静さを取り戻す効果的な対処法として，「距

離」要素は機能していることが分かった。「受容」と「行

動」要素は相関分析の結果では，反すうや脱中心化と

の関連性が示されていたが，他の変数を導入した多変

量解析（階層クラスター分析）の結果では，むしろ本

来感とのあいだにより強い関連性をもっていることが

明らかになった。これは内的プロセスモデルで想定し

た関連性でもある。東山 23）は「受容」と「行動」要

素が心理社会的同一性とのあいだに強い正の関連性が

あることを見いだしている。本研究はその結果を補足

もしくは裏づける結果であると考えられる。

　自身の内的感覚や感情・思考に対して距離を置いて

向き合い，素直にそれを認め，共感的に受容する態度

は，会話のなかでそれを素直に表明することにつなが

り，周囲の反応から自身の内面に対する新たな認識や

確証へと発展する。これが本来の自分らしさとか社会

的に認められた自分を感じ取ることにつながるものと

考えられる。この過程に「距離」と「受容」と「行動」

要素が深く関わっているということになる。

　内面の言語化　当初，「内面の言語化」は「行動」や「表

現」要素との関連性を想定していた。自身の内面的な

気持ちを言葉にすることによって，その感じがはっき

りしてきたり自分の望んでいることが分かったりす

る。そのことで心が晴れて気分が良くなるという側面

はフォーカシングで言うところの「象徴化過程」であ

る。内的プロセスモデルでは「行動」と「表現」要素

がその象徴化過程を担っていると想定していた。

　しかし相関分析の結果では（表 6 参照），「行動」と「表

現」要素のみならず，すべての下位要素とほぼ同等の

正の相関を示した。「表現」要素はこれまで他の変数

とは低い相関関係しか示していなかったが，この「内

面の言語化」と省察に対してだけは比較的高い正の相

関を示した。多変量解析（階層クラスター分析）の結

果では（図 3 参照）予想外に，「内面の言語化」は「注意」

要素と論理的分析とのあいだにより強い関連性を示し

た。おそらく「言葉による象徴化」過程は内的プロセ

スを構成する特定の要素だけと関連性をもつというよ

りは，プロセス全般にかかわる過程であるといえる。

　つまり，フォーカシングにおいては，自身の内的感

覚や感情・思考に気づき注意を払った途端に，即座に

省察と論理的分析が始まり，言葉による言語化が始ま

る。このプロセスは中谷ら 24）が見いだした「注意」→「行

動」そして「注意」→「表現」への直接パスの存在に

通じているのではないかと考える。その後，距離を置

き，受容しつつ行動として表出するプロセスにおいて

も，ひき続き「言葉による象徴化」過程が随時，くり

返し再編集する形で継続する。近田 37）によれば，自

身の内的感覚に気づきそれに注意を向けることが象徴

化の第一歩であるという。そしてその後，試行的にく

り返し象徴化を行うことで体験過程が深まり，洞察に

至ると述べている。このようなフォーカシングの象徴

化過程の特徴が本研究結果にも反映しているものと考

えられる。

　以上の考察から，「表現」と「行動」要素に関して

内的プロセスモデルの捉え方を少し変更する必要があ

ることが分かる。これまで両要素を，象徴化過程その

ものを指標するものとして考えてきた。しかし質問項

目を再度検討してみたところ，この両要素の質問文は

象徴化に関わる「行為」を尋ねていることに気づいた。

今後これらの要素は「象徴化行為」として定義しなお

す必要があろう。

フォーカシングとマインドフルネスの違い

　すでに述べてきたように，フォーカシングとマイン
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ドフルネスには共通点がある。それは自身の今ここの

内的感覚や感情・思考に注意を向けつつ，それに距離

を置き，受容的に関心を向けるという，いわゆるセル

フモニタリングに関わる心的行為に関しては共通性が

あるといえた。Sugiura28）の言によれば，「否定的な思

考から距離をおくスキル」と「受容性」である。本研

究においても，「距離」と「受容」要素が SMQ 尺度（マ

インドフルネス）の MF 状態と冷静なかかわり方，そ

して思考追跡に対して中程度の関連性を示していた。

東山 23）においても，つらい考えやイメージが浮かん

でも，それに反応したり占領されたりすることなく，

一呼吸おいて，一歩下がって見つめることができると

いう FFMQ の「反応しないこと」因子とのあいだに「距

離」要素が中程度の高い正の関連性を示していた。そ

してこの要因がフォーカシングにおいてもマインドフ

ルネスにおいても精神的健康を増進する要因となって

いることも共通点として見いだしていた。

　しかし「受容」後のプロセスが異なる。マインドフ

ルネスでは，そのように内面に湧き起こってきた思い

や感情は一時的なもので，現実ではない。そのうちに

頭から消え去るものとして，分析も判断も評価もせず

にあるがままに受け流すことが最良の対応であるとさ

れる。これに対してフォーカシングでは，その内面的

な事象に何らかの，自覚できていない意味があると捉

える。そして親和的に自問自答して適切な言葉を探し

ながら，その意味を省察し洞察しようとする。ときに

は本人が望むのであれば，分析的に評価する態度で臨

むことも許されている。

　「価値や判断を加えることなく」あるがままに自身

の内面的事象を見つめ続けるマインドフルネスと，そ

こから意味を洞察しようとくり返し言葉にしてみて，

その感触を確かめながら省察・分析を進めるフォーカ

シングの違いは東山 23）の結果にも表れている。FFMQ
の「判断しないこと」因子は DFMS 合計はもとより，

どの要素とも有意な関連性を示さなかった。「判断し

ないこと」因子とは，自分の考えや感情に対して不適

切だとか，良いとか悪いとか，評価したり判断したり

しないというものである。

　以上の相違点を実証的に明らかにしようとした研究

は，本研究も含めて数少ない。本研究結果の図 4 と表

6 に両者の相違点が浮き彫りにされている。図 4 の特

徴として下記の 3 点を挙げることができる。すなわち

（1）フォーカシング（DFMS 合計）と最も近い関係に

ある変数は「内面の言語化」である。そして「脱中心

化」と「本来感」が加わり 1 つのクラスターを形成し

ている。（2）これに対してマインドフルネスがらみの

「MF 状態」は唯一，「破局的思考の緩和」とのみ関連

を示しただけである。（3）そして分析・判断・評価に

関わる変数である「省察」と「論理的分析」は，マイ

ンドフルネス（MF 状態）よりもフォーカシング（DFMS

合計）関連のクラスターのほうに包摂されている。こ

の結果は表 6 の相関分析の結果とも一致している。

フォーカシング（DFMS 尺度）と有意な関連性を示す

が，マインドフルネス（SMQ 尺度）とはほとんど関

連性を示さなかった変数と言えば，「論理的分析」「内

面の言語化」「省察」であった。

　「内面の言語化」に関しては，コレスポンデンス分

析と対数線型モデル分析においても，マインドフルネ

スよりもフォーカシングとのあいだにより密接な関連

性があることが示されている。図 5 に明示されている

ように，「内面の言語化」の高低は DFMS（フォーカ

シング）の高低とよく対応していたが，MF 状態（マ

インドフルネス）の高低とは一意的に対応していな

かった。そして対数線型モデル分析の結果において

も，「内面の言語化」は DFMS（フォーカシング）と

有意な関連性を示したが，SMQ（マインドフルネス）

とは関連性を示さなかった。これらの結果から次のよ

うなことが推察できる。マインドフルネス状態はた

とえ自身の内面を言語化するという姿勢に乏しい者で

あっても日常的に体験している可能性がある。しかし

フォーカシング体験の場合にはこの内面の言語化が必

須であるために，彼らは日常的にフォーカシング体験

を経験することは難しく，ほとんどの者はフォーカシ

ングとは無縁の生活をしているのではないかと考えら

れる。というのも相関分析の結果によれば，「内面の

言語化」の姿勢が弱い者はフォーカシングの他の要素

においても一律に体験が不全な状態にあることが示さ

れているからである。

　まとめると，マインドフルネスと異なるフォーカシ

ングの特徴は，省察・分析を通じて，自身の内面的な

事象を言語化しようとする象徴化過程にあるといえ

る。本研究ではこのことをマインドフルネスと直接比

較することで実証できたのではないかと考える。

結語

　フォーカシングとマインドフルネス療法のあいだに

は確かに共通点がある。それは，自身のネガティブな

内的感覚や感情・思考に対して注意を向けつつ，距離

をおいて受容的に接するという態度である。しかし両

者は概念的にも理論的にも異なるものである。その相

違点を本研究では実証的に明らかにすることを目指し

た。但し，それは技法上の違いを明らかにしようとし

たのではなく，日常的に我々が行っていると思われる

態度，すなわち自身の内面に対する向き合い方の態度

の違いとして明らかにしようとしたものである。

　我々は思春期以降，自分の内面に関心を持ちつづけ，

ときには混乱し，ときには高揚し，ときには落ち込み，

向き合ってきた。ところが近年，精神的不調を訴える

青年のなかに自己の内面に無頓着で無関心な人物の存
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在が報告されることが多くなった。彼らに共通してい

るのは自己のみならず，他者や周囲に対しても無関心

であり，ともすれば自身の感情を自覚したり認知した

り表現したりすることが不得手で，空想力・想像力に

欠ける傾向（アレキシサイミア傾向）が見られること

である。

　本研究においても，マインドフルネス状態が評定値

3.0 以下と低い者が 99 名（全体の 47.1％），またフォー

カシング体験がほとんどない評定値 3.0 以下の者が 21
名（全体の 10％）記録されている。さらに両方とも

体験がまったくない者が 18 名（全体の 8.6％）存在す

る。この 18 名が上述した人物たちであると考えられ

る。残りの 91.4％の者たちは自己の内面に関心をもち，

何らかの形でそれに向き合おうとしているといえる。

　本研究では，自己の内面への向き合い方として

フォーカシングとマインドフルネスの 2 通りのやり

方・態度を取り上げて調査した。向き合い方・態度と

してどちらが優れているかという問題ではない。どち

らの態度も心理的効用は一般的に認められている。ま

た日頃，どちらの態度を主に使用しているかは，それ

ぞれの特性やその時の精神状況，そして心理発達の程

度によって個人差があると考えられる。

　本研究結果から推測すれば，次のような状況が想像

できる。すなわち，自己の内面にネガティブな感覚

や感情・思考が湧き起こったら（気づいたら），まず

フォーカシング的態度でそれに臨むのではないかと考

えられる。そして即座にそれを省察し分析しようとす

る。場合によっては人に相談という形で，言葉や行動

でそれを表出しようとする者もいるだろうし，絵や日

記といった文章にしようとする者もいるだろう。しか

しこの段階では未だその内面は本人にとってあいまい

な状態のままである。ここで大事になるのが，この内

面的事象から距離をおいて脱中心化できるかどうかで

ある。いわゆるマインドフルネスの態度をもてるかど

うかである。フォーカシングの態度で言えば，「距離」

と「受容」の要素を強めることができるかどうかとい

う点にかかっている。失敗すると反すうや破局的な思

考にとらわれて精神的に不健康な状態に陥る可能性が

ある。この難関を乗り越えないと，フォーカシングの

ねらいである，適切な自己理解とさらなる人格成長を

もたらす象徴化のくり返しによる適応的な洞察が得ら

れない。

　本研究結果においても，フォーカシング的態度を示

していながらマインドフルネスの状態をもてずにいる

人物が全体で 81 名いた。これは全体の約 39％に上る。

これらの人たちの精神的健康を守り，さらなる人格的

成長を推し進めるためにも，マインドフルネス瞑想や

フォーカシングの clearing a space（間を置く）訓練が

必要となる。それなくしてフォーカシングで言うとこ

ろの象徴化過程を自発的に進めさせることは危険を伴

うことになる。

　個人によっては象徴化過程を停止させるために，判

断も評価もせずに受け流すというマインドフルネス療

法のほうが良い場合もあろう。また個人によっては，

社会的活動や交流そして自己理解の質を高めて，より

適応感をもったさらなる人格的な成長を求めたいと考

える者もいるはずである。そういう人たちのためには，

象徴化過程にもとづくフォーカシング・アプローチの

ほうが適しているといえよう。なおこれに関連して東

山 23）は，うつ傾向の緩和にはマインドフルネス的態

度のほうが，社会的活動障害の症状を緩和するうえで

はむしろフォーカシング的態度のほうが効果的に働い

ているという事実を見いだしている。

　以上述べたように，マインドフルネスとフォーカシ

ングはその相違点を考慮に入れて，個人に応じて適宜，

相補的に適用するのが最も望ましいと考える。
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Abstract

The purpose of this study is to empirically elucidate the similarities and differences between focusing and mindfulness in 
everyday life. 210 female college students responded to a questionnaire about daily focusing manner, mindfulness, cognitive 
control of thought, rumination, refl ection, decentering, authenticity, and cognitive processes of emotion. Statistical analyses 
(i.e., correlational analysis, analysis of variance, hierarchical cluster analysis, correspondence analysis, loglinear model 
analysis) revealed remarkable similarities and differences between focusing and mindfulness. It proved that while a feature 
of mindfulness, in common with focusing, is psychologically to keep a distance from negative emotions/ thoughts and 
fi nally accept them as they are, a feature of focusing is to make a further search into the meaning of them through logically 
refl ecting on and making expression of them in words, instead of evading them as mindfulness does.
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