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Abstract
The focus of this study is mindfulness intervention for children who are in need of
social care such as traumatized children. Mindfulness is a particular way of paying
attention to whatever one’s experience is in the present moment, without judgment.
Yoga and mindfulness have the attentional stance in common, namely, moment-tomoment non-judgmental awareness of one’s experience such as somatic sensation. The
current study sought to report the results of yoga practice for children in the child
guidance center. A questionnaire survey was conducted on yoga practice among 33
children, and the data were analyzed by the KJ method. The main results are as
follows: 1) the yoga practice that emphasized non-judgmental awareness was feasible
with children in the child guidance center: 2) this yoga was beneficial to the alleviation
of children’s physical and mental strain: 3) children wanted to do this yoga outside of
regular practice times, and some children voluntarily practiced this yoga in their life.
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トラウマを抱えた児童を対象としたヨーガの意義
マインドフルネスにおける「受容的な気づき」を重視したヨーガ実践
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概

要

本研究では，トラウマを抱える児童が多く在籍する児童相談所における支援として，マ
インドフルネスにおいて重視されている心的態度，すなわち，身体感覚などのあらゆる経
験に対する「受容的な気づき」を促す技法に着目した。そして，そうした技法の一つとし
てヨーガを取り上げ，当該施設を利用する児童に適用した際の結果を検討した。具体的に
は，ヨーガに参加した 33 名の児童にアンケート調査を行い，その内容を KJ 法に基づくカ
テゴリー化により分類・検討した。その結果，以下のことが示された。すなわち，
「受容的
な気づき」を重視したヨーガは，①トラウマ症状をはじめとする不適応感を抱える児童に
も適用しやすい技法の一つであることが示唆された。また，②ヨーガを通して，心身の緊
張が緩和されたことを示す報告が得られた。さらに，③日常生活においてもヨーガを活用
したいと願う児童や，実際に生活の中でヨーガを実施している児童もいたことが示された。
キーワード：受容的態度，気づき，ヨーガ，トラウマに対するアプローチ，児童
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本邦において，児童相談所が受ける虐待相談の件数は，

不快な感覚が沸き起こったとしても，それに気づきを向

増加の一途をたどっている。虐待をはじめとする幼少時

け，「今ここで経験している感覚の一つ」として受け入

のトラウマ体験は，不健康状態の慢性化（Felitti & Anda,

れることが可能となる（Schoorl, Van Mil-Klinkenberg,

2010; Felitti et al., 1998）や死亡率の増加（Brown et
al., 2009）など，児童の発達に様々な影響を及ぼすこと

& Van Der Does, 2015）。その結果，過去に経験したよ

が指摘されており，トラウマを抱えた児童への介入は重

的な思考に巻き込まれることが抑止され，心身の適応感

要かつ急務であるといえる。

が維持・促進されるのである。

うな不安や恐怖といった不快感情や，自他に対する破局

長期間にわたり慢性的にトラウマを受けた場合，児童

子どものトラウマ治療においても，マインドフルネ

らは，世界を危険な場所であると捉えるようになる（國

ス・トレーニングは注目され始めている（cf. Judith,

吉，2011）。この，
「今ここ」での生活に対する安心感の
で」起こったかのように感じられるという，トラウマ記

Anthony, & Esther, 2006 白川・菱川・冨永監訳 2014）。
たとえば，Jee et al.（2015）は，虐待などを理由に出
生家族と分離し，生活をしている青少年（14–21 歳）を

憶の再燃が関係していると指摘がなされている。

対象に，マインドフルネス・トレーニングの効果検討を

喪失は，過去のトラウマ体験が，あたかも「今，目の前

たとえば，過去のトラウマ記憶の再燃に関して，Og-

行った。インタビュー調査を行った結果，マインドフル

den, Minton, & Pain（2006 太田監訳 2012）は，
「身体

ネス・トレーニングを通して，自分自身に対して気づき

感覚」という観点から次のように説明している。まず，

を向けるようになったと報告する者もいたことが示され

なんらかの出来事によりトラウマに関連した記憶が再燃

た。また，本トレーニングを行うことにより，
「ストレス

すると，それが引き金となり，筋肉の緊張をはじめとす

対処法を習得することができた」と実感した参加者もい

る身体的反応が起こる。こうした身体的反応は，個人の

たことが明らかとなった。これらの報告から，マインド

感情的・認知的処理にも影響を及すようになる。その結

フルネス・トレーニングは，子どものトラウマ治療とし

果，トラウマは過去のものであるにも関わらず，今現在

ても適用可能であり，その効果を発揮することが期待で

も切迫した危険の中にいるかのような感情的・認知的反

きるといえる。

応（不安や恐怖といった不快感情の増大や，また災難が

このマインドフルネス・トレーニングの中でも，「今

起こるに違いない」といった破局的な思考の想起など）

ここ」における身体感覚に気づきを向ける態度を特に重

がみられるという。

視した技法として，ヨーガがある。ヨーガは，アーサナ

こうした指摘を受け，近年，五感や身体感覚などを用

と呼ばれるポーズや呼吸エクササイズを通して，身体感

いたトラウマ治療が注目され始めている（Ogden et al.,

覚をはじめとする「今ここ」における経験に対する反応

2006 太田監訳 2012）。五感や身体感覚を用いた介入で

パターンを，判断することなく受容的な態度で観察する

は，
「今ここ」において自らの身体が感じていることへの

技法を指す。このように，ヨーガでは，先述したマイン

気づきが促される。安心・安全な環境下において上記の

ドフルネスと同様に，自らの身体感覚を含むあらゆる経

ような働きかけを行うことで，「現在（今ここ）」は「ト

験に対して批判や判断をしない受容的な気づきを向ける

ラウマを受けた過去」とは異なり，快適で安心できる場

態度が重視される1 。

であるということを，身体を通して実感させることが可

動きを伴うヨーガは，身体感覚や呼吸といった今ここ

能となるのである。

における経験に対し気づきを向けやすく，さらにそれら

上述のような介入の一つとして，マインドフルネスを

を受け入れるといった心的態度の育成に適していること

基盤としたマインドフルネス・トレーニングがある。マ

が指摘されている（Kabat-Zinn, 1990）
。同様の指摘は，

インドフルネス・トレーニングとは，
「内的・外的な刺激

トラウマを受けた個人を対象とした場合にもなされてお

の流れを判断せずに観察する態度（Bear, 2003）
」を涵養

り（Dick, Niles, Street, DiMartino, & Mitchell, 2014）
，

する技法である。この定義にある通り，マインドフルネ
1

ス・トレーニングでは，身体感覚をはじめとする今ここ

ヨーガとマインドフルネスの間には，多くの共通点があること
が指摘されている。たとえば Gordon（2013）は，
「自身の内的

における経験に対して，批判したり否定したりせず，十分

経験に，意図的に注意を向ける点」および「注意を向ける際に，

に心を開く態度，すなわち受容的な気づき（以下，受容的

判断をしない（Non-judgment）態度を重視する点」を両者の

な気づき）を向けることが重視されている（Cardaciotto,

共通点として挙げている。
一方で，マインドフルネスにおいて，気づきを向ける対象は，

2005; Shapiro, Astin, Bishop, & Cordova, 2005）。

「今ここ」における内的・外的経験とされているが，ヨーガにお

マインドフルネス・トレーニングにおいて受容的な気
づきを育成することで，たとえ身体が過覚醒状態になり，
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いて，その対象は，自身の身体感覚や呼吸が中心となっている
点が特徴的である。
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実際に，トラウマ治療におけるヨーガの有効性が指摘さ

うな，児童らの主体性を重視する働きかけは，ヨーガに

れている（van der Kolk et al., 2014）2 。

対する抵抗感・拒否感を緩和し，モチベーションの維持・

一方で，児童に対して上述したような働きかけを導入

向上をもたらすものと期待される。

する際，次の点に配慮する必要がある。まず一点目は，

以上より，児童を対象としたトラウマ治療において

ことばによる介入の難しさである。児童，特に被虐待児

も，マインドフルネスにおける受容的な気づきを重視

童は言語発達が未熟であることが指摘されている（亀岡，

したヨーガは適しており，さらに児童らの心身の適応改

1997；黒崎・田中・江原・清水，2013）。それ故，介入の

善に有効であると考えられる。そこで本研究では，「今

際は，言語理解力に配慮した働きかけが求められる。

ここ」における身体感覚への受容的な気づきを重視する

二点目は，集中できる時間の短さである。成人に比べ

ヨーガを，トラウマを抱える児童が多く在籍する児童相

て，児童は集中できる時間が短く，一つのことを長時間

談所において実施し，その結果を検討する。具体的には，

継続して実施することは困難である。とりわけ虐待を受

児童らを対象に，ヨーガに関するアンケートを実施し，

けた児童は，トラウマの影響による過覚醒状態により，

その内容を分析・検討することにより，本技法が児童ら

落ち着きがなく集中持続が困難である場合が少なくな

の身体的・心理的側面に及ぼす影響を検討する。先述の

い。こうした特徴にも配慮し，プログラム内容を検討・

通り，主に成人を対象としたトラウマ治療において，身

構成していく必要がある。

体感覚をはじめとする経験に対して，受容的な気づきを

三点目は，モチベーション維持・向上の難しさである。

向けることを重視した介入の有効性は指摘されている。

介入プログラムに対するモチベーションを維持・向上さ

一方で，児童のトラウマ治療において，マインドフルネ

せるためには，プログラムへの抵抗感・拒否感を少なく

スな心的態度に着目し，それを高める技法としてヨーガ

し，興味関心を促す必要がある。児童，特に虐待を受け

を実践している研究は希少である。本研究は，トラウマ

不安を強く抱く児童を対象とする際は，こうした新規の

を抱える児童が多く在籍ずる施設での支援に関して，児

活動へのモチベーションに対する配慮も求められよう。

童らの生の声を反映した新たな知見を提供するものであ

一方，ヨーガでは，先述した通り，実際に身体を動か

るといえる。

すことを通して，その時々の呼吸や身体感覚などに気づ

方

きを向ける。さらに，そこで行われるポーズには，「ね

法

このポーズ（マールジャーラアーサナ）」や「木のポー
ズ（ブリクシャアーサナ）
」など，児童でもイメージして

研究協力者

取り組みやすいものが多様にある。こうした動きを伴う
ポーズを利用することにより，被虐待児を含むより多く

A 県の児童相談所においてヨーガに参加した児童（小

の児童が，その内容を理解し，技法に取り組みやすくな

学 1 年生から中学 3 年生）のうち，プログラムを 3 回

るという利点がある。

以上経験したことがある者 33 名（男児：13 名，女児：

20 名）を対象とした4 。平均年齢は 11 ± 2.1 歳（男児：
10 ± 2.5 歳，女児：11 ± 1.8 歳）であった。

また，ヨーガは短時間でも心身の変化を実感しやす
い3 。ここから，ヨーガは，集中を持続することが困難な
児童でも比較的取り組みやすい技法であるといえる。

協力者に関して，報告された虐待の種類別にみると，

さらに，ヨーガでは，見本通りにポーズを取ることを

身体的虐待は 16 名，心理的虐待は 20 名，ネグレクトが

強要するのではなく，児童自らが心地よいと思う感覚を

10 名，性的虐待が 3 名であった。

探り，それを自発的に作り出すよう促していく。このよ

また，児童精神科医より，過覚醒やフラッシュバック
などのトラウマ症状があると診断を受けていた者は 13

2

名いた。その他の診断名としては，うつ病（4 名）
，不安

van der Kolk et al.（2014）は，PTSD（Posttraumatic stress
disorder，心的外傷後ストレス障害）の症状を呈している成人

障害（5 名）
，広汎性発達障害（3 名）
，注意欠陥多動性障

女性を対象にヨーガを実施した結果，心理教育を実施した群と

害（7 名）
，学習障害（1 名），知的障害（1 名）が挙げら

比較して，PTSD 症状が改善したことを明らかにした。これ

れた。

は，トラウマ治療におけるヨーガの有効性を示唆するものであ
3

るといえる。
貫井・錦織（2005）では，女性外来に通院する患者 22 名を対

4

本研究に参加した児童（33 名）のうち，28 名は 3 回目のヨー

象にヨーガを 1 時間実施し，技法の前後で「緊張—不安」，「う

ガ参加後にアンケートを実施した。残る 5 名は，3 回以上参加

つ—落ち込み」
，
「怒り—敵意」
，
「疲れ—混乱」が減少したこと

した後にアンケートを実施した（4 回から 7 回）
。アンケート実

を示した。これらの結果は，ヨガの短期的な改善効果を示して

施時点でのヨーガ経験回数の平均値は 3.33 回であった。また，

いるといえよう。

中央値は 3 回，最小値は 3 回，最大値は 7 回であった。
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さらに，問題行動としては，暴言・暴力（20 名），盗

ら，好きな場所にマットを敷いてそこで休んでいてもい

み（7 名），自傷行為（6 名），性的行動（2 名），不登校

いよ。もし参加したいと思ったら，いつでも入っておい

5

（13 名）などが挙げられた 。

でね」といった声掛けを行い，児童が安心してワークの
様子を見学したり，途中参加したりできるよう配慮した。

ヨーガプログラム
実施時間・頻度

プログラムは 2 週間に 1 回の頻度で行

場所・準備物

われ，1 回の実施時間は約 30 分であった。

ヨーガ実施場所は，児童らが日々の生活

の中で利用しているプレイルームであった。そこにヨガ
マットを敷き，さらにアロマディフューザーを準備し，

グループ構成

1 回のプログラムに参加する児童数が多

環境を整えた。

い場合は，2 つのグループに分けて実施した。1 グルー
プは 10 名程度で構成した。グループ分けの際は，児童

プログラムの流れ

プログラムは，毎回ほぼ同じ内容に

の特性などに留意し，グループの凝集性が高くなるよう

なるよう構成をした。まず，児童自らがマットを敷き，

にした。

クロスで拭くなどの環境づくりをするよう促した。次

グループには，ヨーガを指導する講師が 1 名（第一著

に，マットに座って挨拶をし，身体をほぐす準備運動な

6

者 ），児童らと共にヨーガに参加する職員が 2 〜 3 名つ

どを通して心身の状態を整えた。その後，実際にポーズ

いた。参加する職員は，児童らと生活をともにしている

をとりながら，身体を動かしていった。具体的には，立

心理司や福祉司などであった。

位のポーズからマットに四つ這いになって行うポーズ，

なお，ワークへの参加に対して強い不安を示したり拒

そして，マットに座って行うポーズという流れで行った

否をしたりする児童には，無理に参加を強要せず，次の

（ポーズの例を Table 1 に示す）。なお，参加児童の年齢

ような声掛けを行った。すなわち，「やりたくなかった

や集中力の程度などを考慮し，準備運動の内容や取り組

5

むポーズ数は適宜変更した。ポーズの最後には，部屋を

虐待の種類，診断症状，問題行動は，それぞれ複数にまたがっ
てみられるケースもあった（たとえば，身体的虐待と心理的虐

暗くしてマットに横たわり，心身や呼吸の状態を観察す

待をどちらも受けているケースなど）
。そのため，それぞれの合

る時間を設けた。その後，再度マットの上で姿勢を整え，

計人数は，実際の協力者数である 33 名よりも多くなっている。
6 第一著者は，合計 40 時間以上のマインドフルネス研修を修了

挨拶をして終了とした。準備時と同じように，マットを
清拭するなどの後片付けも，児童自らが行うよう声掛け

し，さらに，キッズヨーガおよびハタ・ヨーガのインストラク

を行った。

ター養成講座を修了したヨーガ講師であった。なお，第一著者
は，児童らに対してヨーガを指導するだけでなく，自由時間を

なお，ポーズの際は，マインドフルネスにおいて重視

共に過ごしたり，施設内の行事に参加したりするなどして，児

されている心的態度を促す声掛け，すなわち，身体感覚

童らと交流を図っていた。こうした配慮は，他の研究において

をはじめとする経験に対し「受容的な気づき」を向ける

もなされており（Bluth et al., 2016），技法への参加を促すう

よう促す声掛け（例：
「あげていた腕をおろした時，どん

えでも重要であるといえる。

Table 1

ポーズの例
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な感じがするかな」等）を行った。また，児童自らが心

なお，分析結果には，分析実施者である第一著者の過

地よいと思える感覚を探るよう促す声掛け（例：
「腕をあ

去の経験やマインドフルネスおよびヨーガに対する捉え

げた時に痛いと感じたら，痛くないところまでおろして

方等が反映される可能性がある。そのバイアスを補うた

みよう」等）も行った。

め，上記の分析は，第三者（心理学を専門とする大学講
師 1 名および大学院生 3 名）に協力を求め，実施した。

アンケート内容・実施方法

特に，少数のデータをカテゴリー化する際には，分析協

協力者となる児童に「ヨーガに関するアンケート」を

力者の意見を尊重し，研究者の恣意性が排除されるよう
留意した7 。

実施した。アンケート調査は，2013 年 4 月から 2014 年

9 月の間に行われた。アンケートを実施する際は，心理

結果と考察

司の協力のもと，アンケート用紙を個別に配布し，記入
するよう依頼した。その際，言語理解力の高低に関わら
ず，参加したすべての児童らがヨーガに対する感想を

以下に，
「ヨーガに関するアンケート」から得られた記

自由に記述できるよう配慮した。具体的には，心理司の

録内容を報告する。なお，文章化する際，大カテゴリー

介入は，必要に応じてアンケートの設問内容を説明した

は【】で囲んだ。また，中カテゴリーは《》で示し，それ

り，児童らの発言を代筆したりするに留め，記述内容に

らを構成する各カテゴリーは〈〉で示した。さらに，各

関する助言等は行わなかった。また，アンケート記入の

カテゴリーの具体例は「」で示した。

場に，ヨーガを指導する講師は在籍しなかった。

1. プログラム初参加時の様子

実施したアンケートの質問内容は，下記の通りであっ
た。すなわち，1. ヨーガ初参加時に関する質問（「はじ

1.1

めてヨーガをする時，どう思った？」，「実際にやってみ

時，どう思った？」という質問に対する回答は，Table

て，どう思った？」），2. ヨーガ実施前後における心身

2 の通りであった。本質問に対する記録は，
【プログラム

の変化に関する質問（「ヨーガ後，からだはどう変わっ

に対する印象】という大カテゴリーにまとめられた。さ

た？」，
「ヨーガ後，こころはどう変わった？」），そし

らに詳しくみると，プログラム初参加時，ヨーガを〈楽

ヨーガ初参加時の感想

「はじめてヨーガをする

て 3. 日常生活におけるヨーガの取り組みに関する質問

しみ〉に思うといった《ポジティブな印象》を持つ児童

（「日常生活の中でヨーガのポーズをとってみることはあ

がいた（5 名）
。しかしその一方で，
〈不安〉や〈緊張〉を

る？」，
「どんなときにヨーガをしたい？」），の六つの質

はじめとする《ネガティブな印象》や（13 名）
，
「ヨガっ

問により構成されていた。

てなんだろう」といった《疑問》を持つ児童がいた（4

上記の質問のうち，1. および 2. に対する回答は，次

名）ことが明らかとなった。

の通り分析を行った。まず，児童から回収したアンケー
ト用紙の内容を KJ 法（川喜田，1967，1970）による手

1.2

法を参考に分類・整理した。具体的には，アンケート用

て，どう思った？」という質問に対する回答は，Table 3

紙の内容を抽出し，それぞれの内容が似ていると考えら

の通りであった。

れたものをまとめ，カテゴリー化を行った。たとえば，

ヨーガ初参加後の感想

また，「実際にやってみ

本質問に対する記録は，【プログラムに対する評価】，

「スッキリした」や「気分そうかい」といった記録を中心

【プログラム後の心身の状態】
，そして【ヨーガの達成感】

に構成されたまとまりには，「爽快感」といったカテゴ

という大カテゴリーにまとめられた。まず，【プログラ

リー名を付けた。次に，カテゴリー間で関連があると考

ムに対する評価】では，
〈楽しさ〉といった《ポジティブ

えられるものはカテゴリー化を繰り返した。その際，度

な評価》がみられた（10 名）
。この中には，
「またやりた

数がわずかなものも，ヨーガによる影響を検討する上で

いと思った」というような，
〈意欲〉を示す記録も含まれ

重要と判断された場合は，一つのカテゴリーとして生成

ていた。一方で，
「つかれる」のような《ネガティブな評

した。少数意見にも焦点を当て，分析をすることで，ト

価》も見られたが（3 名），先述の《ポジティブな評価》

ラウマを抱える児童らの生の声を反映した，詳細な意見

に関する記録に比べ，数は少なかった。

も検討することが可能となる。こうして得られたカテゴ
リーをまとめて，Table 2 から Table 5 を作成した。

7

また，アンケート内の質問のうち，3 に対する回答は，

複数の研究者で行うグループ KJ 法では，複数人で互いに協議
しながら分析を行うことが重要とされている（田中，2010）
。本
研究でも，上記の指摘に則り，心理学を専門とする研究者らと

その内容を集計・整理し，これらをまとめて，Table 6 か

協議しながら分析を行い，第一著者の恣意性を可能な限り減じ

ら Table 7 を作成した。

るよう心がけた。
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Table 2

「はじめてヨーガをする時，どう思った？」に対する回答（n = 33）

ティブな評価は減少し，
〈楽しさ〉を報告する記録が多く

また，【プログラム後の心身の状態】では，〈気持ちよ

見られたことが明らかとなった。

さ〉をはじめとする《快感覚》を報告する記録が見られ

本研究の協力者となった児童らの中には，不安障害と

た（11 名）。さらに，【ヨーガの達成感】では，「スムー
ズにいった」，
「ゆっくりだから自分のペースでできた」

診断されている者が 5 名いた。また，トラウマ症状や抑

などの《達成感》に関する記録が見られた（2 名）。

うつ症状を含めると，半数以上の児童らが精神的不適応
感を抱いていた。上記のような症状を呈する児童らは，

1.3

新規場面や新規の活動に対して，不安感をはじめとする

ヨーガ初参加時の様子（まとめ） 以上，Table 2

および Table 3 の結果より，初めはヨーガに対して〈不

ネガティブな感情を抱きやすいと考えられる。一方で，

安〉や〈緊張〉，
〈疑問〉を抱いていることを報告する記

実際にヨーガを体験すると，その初回体験直後にさえ

録が多かったが，実際に体験してみると，そうしたネガ

も，技法に対するポジティブな感想が得られていたこと

Table 3

「実際にやってみて，どう思った？」に対する回答（n = 33）
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から，ヨーガは，初めての活動に対して不安を抱きやす

ある（Britton et al., 2014）
。一方，本研究では，約 30 分

い児童を対象とする場合にも適用しやすい技法の一つと

のヨーガを 1 回行うことによってでも，気持ち良さをは

いえる。

じめとする快感覚を児童らが実感していることが示され
た。本研究では，ヨーガを実施する際，その時々の身体

本研究では，見本通りにポーズを取るよう強要するの
ではなく，児童の主体性を尊重して活動への参加を促し

感覚に受容的な気づきを向けるよう教示を行っていた。

た。具体的には，活動への参加を拒否する児童に対して，

こうした働きかけにより，ヨーガによる身体感覚の変化

「見学をしていてよいこと」，そして「やりたいと思った

に対する児童らの気づきがより促されたと考えられる。

らいつでも入ってきてよいこと」を予め伝えるなどの配

その結果，1 回のヨーガでも，その前後で身体感覚のポ

慮を行った。本研究と同様，活動への参加を強要しない

ジティブな変化を実感した児童がいたと推測される。
以上の結果より，ヨーガは，
「参加への強要をしない」
，

ことによって，参加者が介入に対して抱く拒否感を緩和
させようという試みは，他でもなされている（Bluth et

「身体感覚の変化に気づきを向ける教示をする」といっ

8

al., 2016）。こうした配慮により，児童にとって初めて

た工夫により，児童にとっても取り組みやすく，かつ変

のヨーガに対する，強い抵抗感・拒否感が緩和され，さ

化を実感しやすい介入の一つとなることが示唆された。

らに，楽しさや達成感をはじめとするヨーガに対するポ

2. ヨーガ後の心身の変化

ジティブな印象形成につながった可能性が考えられる。
また，実際にヨーガを体験してみた際の感想を見る

ヨーガ後の身体的変化 ヨーガ後，
「からだの感じ

2.1

と，
〈気持ちよさ〉のような《快感覚》に関する記録も見

が変わる」と報告した児童は 33 名中 24 名であり，「変

られた。ここから，ヨーガに参加した児童の中には，初

わらない」と報告した児童は 5 名，無回答は 4 名であっ

参加時から，心身の変化を味わっている者がいたことが

た。「からだの感じが変わる」と報告した 24 名の児童を

示された。

対象に「ヨーガ後，からだはどう変わった？」と質問を

児童を対象に，ヨーガのような身体感覚を用いた技法
を実施している研究では，ある一定期間（2 週間から 10

8

インドフルネス介入を実施し，その効果を検討している。そ

か月程度）の介入期間を設けている（Birdee et al., 2009;

こでは，技法を実施する際，活動への参加を強要せずに「招待

Galantino, Galbavy, & Quinn, 2008）。十分な介入期間

（invite）」することで，生徒らの介入に対するモチベーション

がない場合，介入の効果も得られないと主張する研究も
Table 4

Bluth et al.（2016）は，青年を対象にヨーガを取り入れたマ

を維持・向上を図っている。

「ヨーガ後，からだはどう変わった？」に対する回答（n = 24）
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すると，Table 4 の通り回答が得られた。

2.2

ヨーガ後の心的変化

ヨーガ後，「こころの感じ

本質問に対する記録は，【ポジティブな変化】をはじ

が変わる」と報告した児童は 33 名中 22 名であり，「変

めとする大カテゴリーにまとめられた。【ポジティブな

わらない」と報告した児童は 8 名，無回答は 3 名であっ

変化】に関しては，〈爽快感〉や〈気持ちよさ〉といっ

た。「こころの感じが変わる」と報告した 22 名の児童を

た《快感覚》に関する記録（10 名）
，そして，
〈軽さ〉や

対象に「ヨーガ後，こころはどう変わった？」と質問を
すると，Table 5 の通り回答が得られた。

〈やわらかさ〉
，
〈リラックス〉や〈あたたかさ〉といった
《弛緩》に関する記録（13 名）があげられた。一方，
「変

本質問に対する記録も，身体的変化に関する質問と同

わったり変わらなかったりがあります」といった【感覚

様に【ポジティブな変化】をはじめとする大カテゴリー

変化の有無】や，
【わからない】といった記録も得られた

にまとめられた。【ポジティブな変化】に関する下位カ

が，その数は 1 件から 2 件と僅かであった。

テゴリーを見ると，〈爽快感〉や〈穏やかさ〉といった

これらの結果は，多くの児童が，ヨーガを通して身体

《快感覚》に関する記録や（14 名），〈リラックス〉をは

面にポジティブな変化を味わっていたことを示唆してい

じめとする《弛緩》に関する記録（3 名）などがあげら

る。本研究と同様に，子ども（児童や青年）を対象とし

れた。また，本質問でも，身体的変化に関する質問と同

たヨーガに，身体的な適応感の改善効果があると指摘し

様に「変わった気もするし，変わってない気もする」と

ている研究がある。このうち，Galantino et al. （2008）

いった【感覚変化の有無】や，
【わからない】といった記

は，ヨーガにより身体的な適応感が改善することで，ス

録も得られたが，その数は各 2 件と僅かであった。

トレスフルな状態からの回復力（resilience）が増し，心

上記の結果は，児童らが，ヨーガを通して身体だけで

臓病をはじめとする様々な病気に罹るリスクが減少する

なく心的にもポジティブな変化を実感していたことを

と指摘している。ここから，ヨーガは，トラウマ症状を

示唆している。ヨーガによる心的変化としては，本研究

はじめとする不適応感を抱える児童らが，自らの身体的

で得られたような快感覚や弛緩の他にも，ストレスや

適応感を維持・促進させながら，より適応的・健康的に

不安そして無力感の減少などもあることが指摘されて

日々の生活を送ることを促す有効な技法の一つであると

いる（Malathi & Damodaran, 1999; Platania-Solazzo

いえる。

et al., 1992; Stueck & Gloeckner, 2005; West, Otte,

Table 5

「ヨーガ後，こころはどう変わった？」に対する回答（n = 22）
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Geher, Johnson, & Mohr, 2004）。今後，さらに長期

おける心的状態への気づきも促進させる働きがあること

的・継続的な実践を行うことで，トラウマ症状をはじめ

が示唆された。

とする不適応感を抱える児童に対するヨーガのさらなる

また本研究では，上記のような声掛けを行う際，自分

効果が見出されると期待される。

自身の「心地よさ」を探るよう促す工夫も行った。具体

また，本質問に対する記録からは，身体的変化に関す

的には，
「腕をあげた時に痛いと感じたら，痛くないとこ

る質問では見られなかったカテゴリーも生成された。具

ろまでおろしてみよう。どこまでおろせば，気持ち良く

体的には，今日も一日，笑顔でいられたらいいなといっ

腕を伸ばせるかな」といった声掛けを行った。こうした

た【期待】やけんか売られても，
『あっ，そう』って感じ

声掛けにより，児童が自ら心地よい状態を作り出し，そ

になるといった【心的態度の変化】に関する記録も得ら

の感覚を味わう機会がもたらされる。その結果，ヨーガ

れた。

を通して心身の《快感覚》や《弛緩》といった緊張のほ

ここから，ヨーガにより快感覚や弛緩といった心身に

ぐれをより感じる児童がいたと考えられる。

共通したポジティブな変化を実感していただけでなく，

これらの工夫を行いながらヨーガを実施したことによ

心的側面に特有の変化も実感していた児童もいたことが

り，児童らは心身の緊張をほぐし，より快適な感覚を味

示された。具体的には，日々の生活を快適に過ごしたい

わっていた。心身の緊張がほぐれることで，トラウマ症

と期待（願い）を抱いたり，ストレスフルな出来事に直

状をはじめとする不適応感を抱える児童らは，「今ここ」

面しても衝動的に反応せず受け流すようになったりした

での生活に対して安心感を抱きやすくなると考えられ

と報告する者も，僅かながらいたことが明らかとなった。

る。児童の中には，ヨーガを通して「その日一日を笑顔
で過ごしたい」といった感想を報告した者もいたが，こ

2.3 ヨーガ後の身体的・心的変化（まとめ） 以上，
Table 4 および Table 5 の結果より，児童がヨーガ前後

うした日常生活に対する期待の生起は，先述した「今こ

において心身の変化を実感していたことが示された。具

増大によりもたらされた可能性が考えられる。

こ」における心身の緊張の緩和と，それに伴う安心感の

体的には，爽快感などの快感覚や心身の弛緩を実感して

さらに本研究では，ヨーガ後の心的変化において，
「け

いる報告が得られた。こうした変化は，ヨーガにおける

んか売られても，
『あっ，そう』って感じになる」といっ

アーサナや呼吸エクササイズを通して，筋肉の緊張と弛

た記録も僅かながら得られた。これは，「けんかを売ら

緩が繰り返されたことによりもたらされたものであると

れる」という児童にとってストレスフルな出来事に際し

いえよう。

て，反射的・衝動的にやり返すのではなく，《受け流す》

虐待をはじめとするトラウマを抱えている場合，身体

といったそれまでとは異なる心的態度でその事態と関わ

感覚などの「今ここ」における経験を実感することが困

るようになった可能性を示している。

難な場合があることが指摘されている（Michal et al.,

ヨーガにより子どもの態度や行動（observable atti-

2007; van der Kolk, et al., 2014）。一方で，本研究にお

tude and behavior）が変化したという報告は，これまで

いて，児童らが上述したような心身の変化を実感してい

にもなされてきた。たとえば，青年期の子どもを対象に

た背景には，本研究で行ってきたヨーガを行う際の工夫

ヨーガを実施し，その効果を検討した Seiler & Renshaw

が関係していると考えられる。具体的には，以下の通り

（1978）は，介入の前後で，青年らの衝動性が減少する

である。まず，本研究では，児童にヨーガを適用する際，

などの効果を報告している。一方で，なぜこうした行動

マインドフルネスにおいて重視されている心的態度を促

変容がもたらされるのかに関しては，いまだ実証的な検

す声掛け，すなわち，『今ここ』における身体感覚に気

討が行われていない。今後，ヨーガが，先述の《受け流

づきを向けるよう促す声掛けを行った。たとえば，「あ

す》といった心的態度に及ぼす影響や，そうした心的態

げていた腕をおろした時，どんな感じがするかな」
，お顔

度の変化に伴う行動面の変化に関して，さらなる検討が

に手のひらをあててみよう。手のひらのあたたかさ，感

期待される。

じられるかな」といった声かけを行い，児童らが，その

なお，《受け流す》というカテゴリーに分類された記

時々の自らの身体の状態を意識するよう促した。こうし

録は 1 件とごく僅かであり，先の考察は，あくまでも可

た声掛けを通して，児童らが「今ここ」における身体の

能性にとどまる。今後，技法実施期間の長期化や協力者

状態やその変化に気づきを向けていた可能性が考えられ

数の増加といった修正を試み，より多くのデータを用い

る。さらに，ヨーガに参加した児童らは，身体だけでな

た検討が求められよう。

く心的にもポジティブな変化を実感していたことから，
身体感覚への気づきを重視する働きかけは，
「今ここ」に

23

相馬・駒村・越川：トラウマを抱えた児童に対するヨーガ
Table 7

3. 日常生活におけるヨーガの取り組み
日常生活でのヨーガ実施状況

3.1

「どんなときヨーガしたい？」に対する
回答（n = 33 ／複数回答可）

「日常生活の中で

ヨーガのポーズをとってみることはある？」という質問
に対する回答は，Table 6 の通りであった。まず，日常
生活の中でヨーガのポーズをとってみることが「ある」
と回答した児童は 11 名いた。これより，本研究でヨー
ガに参加した児童の 3 分の 1 が，主体的に日常生活の中
でもヨーガを実施していたことが示された。さらに，生
活の中でヨーガを実施する具体的場面としては，「お風
呂の後」，「寝る前」などがあげられた（各 1 名）
。
Table 6

「日常生活の中でヨーガのポーズを

とってみることはある？」に対する回答（n = 33）

3.3

日常生活におけるヨーガ実施（まとめ）

上述し

た通り，本研究におけるヨーガでは，児童自らが「今こ
こ」における心身の状態に気づきを向け，
「心地よい」感
覚を作りだす点が重視されていた。そして実際，児童ら
は心身の緊張のほぐれを実感していた。ヨーガを通して
感じるこうした心身の変化は，日常生活の中でもヨーガ
を行おうというモチベーションを高めることに繋がると
考えられる。実際に，お風呂の後や寝る前などの日常場
面において，ヨーガを主体的に行っている児童がいたと
いう報告は，このことを裏付けているといえよう。
また，日常

また，上記のような日常場面の他にも，疲れやイライ

生活の中で，
「どんなときにヨーガしたい？」という質問

ラ，ストレスなどを感じる際にヨーガを行いたいと希望

に対する回答は，Table 7 の通りであった9 。まず，「疲

する児童がいた。このことから，ヨーガが，トラウマ症

れている時」
，
「お風呂の中」が最も多く（各 4 名）
，次い

状をはじめとする不適応感を抱える児童らにとって，ス

で，
「イライラしている時」
，
「寝る前」などの回答も得ら

トレス対処法の一つとして活用可能であることが示唆さ

れた（各 3 名）。その他の回答としては，「落ち着かない

れた。特に，イライラといった心的不快感は，衝動的な

とき」，「ストレスがあるとき」，「だるいとき」，「スッキ

行動（他者への暴言・暴力や自傷行為など）へと発展し

リしたいとき」，「毎日やりたい」等があげられた（各 1

やすいが，そのようなときでも，ヨーガを通して自らの

名）。

心身に働きかけることで，不快感を緩和させることが可

日常生活におけるヨーガ実施の機会

3.2

能となる。こうした経験を繰り返し重ねることにより，
ストレスフルな事態に直面し不快感が生じても，衝動的
な行動をとることなく，より適応的な方法でそれらに対
9

本質問に対して，日常生活の中でヨーガをしたいときが「ない・

処することが可能となると期待される。

したくない」と答えた児童も 4 名いた。これらの児童が，ヨー

今日，ヨーガは教育現場でも取り入れられるように

ガ後，心身の変化をどのように感じていたのかを調べると，
「身
体は変わったり変わらなかったりするが，気持ちは変わらない」

なり，児童らの心身の適応を維持・促進する上で効果を

と回答する者が 1 名，
「心身共に変わらない」と回答するものが

発揮している（Birdee et al., 2009）。児童らにとって日

3 名いたことが明らかとなった。ここから，ヨーガを通して心

中の多くの時間を費やす学校でのスケジュールにヨーガ

身の変化を十分に感じられなかったことが，日常におけるヨー
ガ実施への思いに影響を与えていた可能性が考えられる。ここ

のような技法を取り入れることは，先に述べたストレス

から，上記のような回答をした児童でも，ヨーガを通して心身

対処力の育成においても有効であろう。本研究により，

のポジティブな変化を実感することで，日常におけるヨーガ実

ヨーガは，教育現場だけでなく，児童相談所といった福

施に対する思いが変化する可能性が示唆される。
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祉の現場においても活用可能であり，そこで生活をする

上記のように，本研究には課題も残されている。しか

児童らの適応感の向上，そしてストレス対処力の向上に

し，トラウマ症状をはじめとする不適応感を抱える児

貢献する技法の一つであることが示された。

童を対象にヨーガを実施し，その影響を検討した本研究
の意義は大きいといえる。これまで，成人を対象とした

4. まとめ

研究において，ヨーガには，心身の適応の改善をはじめ

本研究では，トラウマを抱える児童が多く在籍する児

とする様々な効果があることが実証されてきた（Razza,

童相談所における支援として，マインドフルネスにおい

Bergen-Cico, & Raymond, 2015）。一方で，児童をはじ

て重視されている心的態度，すなわち，身体感覚をはじ

めとする子どもへの介入およびその効果検討研究は，十

めとするあらゆる経験に対する「受容的な気づき」を促

分になされているとは言い難い（Birdee et al., 2009）。

す技法に着目した。そして，そうした技法の一つとして

さらに，児童のトラウマ治療においてヨーガを実践し

ヨーガを取り上げ，当該施設を利用する児童に適用した

ている研究は希少である。そのような中，本研究では，

際の変化を，アンケート調査により検討した。

ヨーガの適用可能性および心身の適応改善の可能性に関

本研究の結果をまとめると，以下の通りとなる。すな

して，トラウマ症状をはじめとする不適応感を抱える児

わち，①ヨーガは，トラウマ症状をはじめとする不適応

童らの生の声を提示した。本研究により，トラウマ症状

感を抱える児童にも適用しやすい技法の一つであること

などの様々な困難を呈しやすい児童らが，
「今ここ」での

が示唆された。また，②ヨーガを通して，心身の緊張が

生活に安心感を得て，より快適に過ごすことを助ける技

緩和されたことを示す報告が得られた。そして，③日常

法として，身体感覚への受容的な気づきを促すヨーガの

場面においてもヨーガを活用したいと願う児童や，実際

有用性を示すことができたといえる。

に生活の中でヨーガを実施している児童もいたことも示
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