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Abstract

This qualitative study examined effective and suffering experiences of 79 girls who

practiced mindfulness meditation, 15 minutes a day for 9 months on average in the

juvenile training school. The result indicated that 84% of practitioners reported 732

points of effective experiences, then they were classified into 6 categories; 1. Body,

2. Emotion, 3. Memory, 4. Coping with Reality, 5. View of meditation, 6. Humanity.

77% of them reported 280 points of suffering experiences, these were classified into 6

categories; 1. Body, 2. Emotion, 3. Memory, 4. Coping with Reality, 5. Technique of

meditation, 6. Distrust of transformation. Some challenges for the future emerged as

stated below. In consideration of the relationship between their suffering and effects,

we need to examine the process of their experiences more closely, we need to clarify

the relationship between the original personality and experiences of each girl，and also

we need to evaluate the effectiveness for prevention of recurrence of delinquency.

Keywords: mindfulness, correctional education, juvenile training school, meditation,

risk of meditation　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　
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概　要

本研究では，女子少年院において 79名の少年に対して平均約 9ヶ月間，毎日 15分間の

マインドフルネス瞑想に基づくプログラムを実施し，少年たちがいかなる効果および苦痛

を体験するかについて質的調査をした。結果，約 84%の者が合計 732項目の効果を報告

し，「1. 身体」「2. 感情」「3. 記憶」「4. 現実対処」「5. 瞑想観」「6. 人間性」の 6カテゴ

リーに分類された。また約 77% の者が合計 280 項目の苦痛を報告し，「1. 身体」「2. 感

情」「3. 記憶」「4. 現実対処」「5. 瞑想技法」「6. 変化への不信」の 6カテゴリーに分類さ

れた。今後の課題として，体験内容のプロセスについて，苦痛と効果との関連を視野に入

れてより詳細に検討することや，各少年の元々の人格の状態と体験内容との関連，再非行

防止への有効性の検証などについて明らかにしてゆくことなどが浮かびあがった。

キーワード：マインドフルネス，矯正教育，少年院，瞑想，瞑想のリスク

連絡先：吉村 仁（E-mail: bemindfuljin@gmail.com）
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問　題

マインドフルネス瞑想はその技法を，25世紀に亘って

伝承されてきたヴィパッサナー瞑想法に依拠する。元来

この技法は，心を清らかにして他者への慈しみの心を育

み，人を“内側から徹底的に柔らかく”して自己の性格を

改善し，解脱へ導くとされる実践法（Gunaratana, 2011

出村訳 2012）であり，さらに Kabat-Zinn により宗教

性を排し，簡便かつ汎用性の高いプログラムとして整え

られ，医療，産業，教育などの分野で効果を上げてきた

（Hayes, Follette, & Linehan, 2004 春木監修 武藤・伊

藤・杉浦監訳 2005）。このような経緯の中で矯正施設で

も活用され，1975年インドのジャイプル中央刑務所にお

ける 10日間コースに端を発して 1990年代にかけて普及

が進んだ（Vipassana Research Institute, 2002）。効果

の実証研究も進められており，例えば Kishore, Verma,

& Dhar（1996）はインド国内においてヴィパッサナー

瞑想の 10 日間集中型コースに参加した受刑者の犯罪

傾向の減少，および主観的幸福感の増加を報告してい

る。また米国では Samuelson, Carmody, Kabat-Zinn,

& Bratt（2007）の 8週間のプログラムにより，受刑者

の敵意の軽減，自尊感情の増加，不安の軽減における有

意な効果が示されている。上記はいずれも成人を対象と

しており，青少年における研究は未だ非常に少ないが，

Flinton（1998）は 8週間プログラムにおける少年院収容

者の不安の軽減，Internal locus of control の増加を報

告し，Himelstein, Hastings, Shapiro, & Heery（2011）

は，被収容少年のストレス軽減，自制心の向上，衝動性

の減少，薬物依存症者の薬物の危険性の自覚についての

効果を示している。

我が国においても矯正施設での本技法の活用が期待さ

れ，2011 年より少しずつ導入が試みられている（安河

内，2012）が，今後のさらなる普及のためには，その効

果や留意点が精査される必要があるだろう。特に，我が

国の矯正教育の現場における制度的な背景と相容れる形

でのプログラム構成が吟味され，かつ効果について点検

されることが肝要である。

また，この技法が元来「解脱に至る技法」に由来すると

考えれば，上述のようなネガティブな状態を低減させる

効果は，この技法によって観察されうるさまざまな変容

のうちの一端に過ぎないため，より幅広い視点，例えば

人間性の成長が促進される，などの側面についても点検

していくことが必要と考えられる。この点マインドフル

ネス瞑想による体験の質に関する研究として Kornfield

（1979）や Brown（1986）があり，瞑想実践による様々

な体験が観察されたが，いずれも長期集中型の瞑想や求

道者集団の，実習中に起こる非日常的・特異的な体験に

焦点を当てたものであり，瞑想本来の目的である，現実

生活を“生きる技 Art of Living”（Hart, 1987 太田訳

1999）としての瞑想体験の日常への般化という視点で

の検証ではない。一方，吉村（2011）は成人を対象とし

た研究で，本技法により心身の平穏化，愛情や感謝，対

人関係や課題対処能力の向上などが生じたことを明らか

にした。ただし矯正教育，特に青少年への実践において

は，このような視点での検討は事例研究（安河内・吉村，

2013，吉村，2014）に留まっている。

また，この技法の特徴として，長時間の集中型の瞑想

においてごく稀に実習途上の段階で思考の氾濫や感情の

激発が生じたり，心身に何らかの問題現象を生じたりす

るなどの可能性が指摘されている（安藤，1993）。少年院

においては内面に何らかの外傷的ひずみなどを抱えた者

が少なくはなく（森，2013），瞑想実習における苦痛やリ

スクについての慎重な検討も必要である。以上より，心

理的な様々なバランス，および矯正施設においてスムー

ズな実践が可能な構造的バランスを考慮して構成された

プログラムを実施した場合の，マインドフルネスによる

体験を精査してゆくことが必要と考えられる。本研究で

は，少年院において，そのような視点を尊重してマイン

ドフルネスプログラムを実施した際の体験内容，効果が

体験されるまでの期間の見通し，逆に何らかの苦痛や困

難を体験しそれを報告する者の割合およびその体験の危

険性等，少年院におけるマインドフルネス体験の全体像

について，多数の少年を集合的に観察して検証すること

を目的とする。

方　法

調査対象者

調査時期にこの女子少年院において，上記の構成で

マインドフルネスプログラムを実習した女子少年（本論

文では「少年」と表記する）79 名（年齢：N = 17.78，

SD = 4.91，実習期間（月数）：N ＝ 8.81，min = 4，

max = 10，SD ＝ 2.36）を調査の対象とした。なお，

対象者の実習開始時点からの全ての調査用紙の対象者に

よって記述された内容を分析の対象とした。

研究参加にあたっての倫理的配慮としては，調査用紙

に書かれたことは瞑想に関する授業や指導の参考にする

こと，研究のために個人が特定されないよう配慮した上

で結果を使用する可能性があること，回答はあくまでも

任意である旨を明記し，無記名式で回答を求めた。
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また期間中には職員の直接の関与や指導者によるアン

ケートの点検などによって実習者の状態を把握すること

に努め，対象者が瞑想実習により何らかの困難を感じて

いる可能性が観察された場合は，先に述べたように中断

を含め安全性を最優先とした対応を行うこととした。

調査時期

201X年より，Z県にある女子少年院において無期限で

マインドフルネスプログラムを導入し，その中で 201X

年 6 月～ 201X+2 年 6 月までの期間を分析の対象とし

た。この女子少年院は，概ね Z 県が所在する Y 地方に

おいて非行を犯した少年を収容している。収容されてい

る少年の年齢は 14歳から 21歳までで，201X年におけ

る少年の年齢構成比は，16歳から 20歳までの少年が全

体の約 85%を占めていた。また，201X年における少年

の主非行名別構成比は，薬物事犯 27%，傷害 27%，窃盗

12%，その他 34%であった。この女子少年院は，全国の

少年院に先駆けて少年の教育の一環として，他の認知行

動療法等と合わせてマインドフルネスプログラムを取り

入れている代表的な施設であり，全少年を対象として同

プログラムが行われている。

プログラム構成

プログラムの内容は，毎週 1回，筆者が指導者を務め

る 50 分の全体セッション，及び毎日の個別ワーク（筆

者が CD録音した 15分の教示に従い各居室で行う），瞑

想後の 5分間の感想記入から成る。

ワークの具体的内容は，「呼吸に注意を向ける瞑想」

「ボディスキャン（2種類）」「愛と慈しみの瞑想」の 4種

類のワークを，1週間交代，4週間で一巡する構成とし，

さらに日常生活場面でなるべく「呼吸」「体の感覚」「今

行っていること」のいずれかに注意を向けるというこ

とを，少年の理解度に応じて教示した。以上の実践内容

については，指導者自身が実践しているゴエンカ式ヴィ

パッサナー瞑想，および Kabat-Zinn（1990）を参考に

した。

週 1回の指導者とのセッション（50分）の内容は「全

体瞑想」「質疑応答」「講義」から成る。「全体瞑想」およ

び「講義」の内容は，その週の日課と同様のもの，もし

くは関連が深い内容のものを実施した。「質疑応答」は，

週に一度配布する調査用紙に少年が記入した質問に対し

て指導者が答える形式にした。

本女子少年院では，年間を通じて，また各少年の全収

容期間を通して，本プログラムを統一的に実施している。

しかし，少年院では一人ひとりの入院ならびに出院する

時期が異なっているため，プログラムの開始と終了の時

期を一律に定めることができない。全少年に同様にプロ

グラムを提供する機会を確保するため，在院期間の多寡

にかかわらず等しく実習に取り組めるようにその内容を

配慮した。例えば，上に述べたように 4週間で全ての実

習が一巡する形式としたのはその反映である。また，講

義においては基本的な水準の理解にとどめた内容を，繰

り返しかつ飽きがこないよう，さまざまな角度から伝え

るようにした。

さまざまな種類の瞑想実習全般に通じて言えることと

して，とりわけ上記のような単純な実習内容を日々継続

することにより，個々によってさまざまに気づきや体験

が深まりをみせてゆく，という変化が期待できることが

考えられ，上記のような構成は，この技法自体が持つ特

徴となじみやすいと考えられる。

また安藤（1993）や Grof & Grof（1989 高岡・大口

訳 1999）に挙げられるような，ネガティブな心的内容

が噴出したり，心身に重篤な変調を来したりするといっ

た，いわゆる「スピリチュアル・エマージェンシー」や

「禅病」のような深刻な体験が生じることのないよう安

全面に配慮するため，瞑想中に困難を感じていそうな場

合や，シートへの記述が長期間全くない等，配慮を要す

ると判断された際には，職員が適宜声掛けをし，薄く目

を開けて続けるか，あるいは続けなくてもよいというこ

とを伝えた。本プログラム構成において，「呼吸に注意

を向ける瞑想」および「ボディスキャン」については，

呼吸または体の感覚，とりわけ五感のうち触覚刺激のみ

を意識のよりどころとし，「鼻の入り口を呼吸が出入り

するときにそこで感じられる感覚」，および「全身の表面

の皮膚の感覚を，部位を区切りながら順番に観察してい

く」という実践法を主とするゴエンカ式ヴィパッサナー

瞑想に主に依拠した。また少年の自我の強さの程度を鑑

み，状況に応じては薄目で行うことを許可して適宜視覚

刺激を休憩のように取り入れ，情緒的な混乱に至らない

よう工夫をし，自我境界の維持を担保して実習に取り組

めることを狙いとした。期間中には若干名薄眼で瞑想を

した者がいたが，職員の観察によれば，全員が次第に慣

れ閉眼での瞑想が可能となった。

プログラムの一環として施設職員による働きかけも継

続して行われた。まず，導入にあたっては，少年が入院

後 2週間以内に担当職員によるオリエンテーションを行

い，プログラムに対しての不安や疑問を軽減するようプ

ログラムの歴史的背景や考え方，取り組み方について説

明が行われた。更に，実習時間以外の日常生活において

も瞑想に関連した困難などを感じている様子が観察され

た場合は，個別担任職員や寮担当職員によるアドバイス

や，プログラムの担当職員による面接指導を行うなどし
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てフォローアップの体制づくりも行われた。また，週に

1回の指導者とのセッションで得た知識を日常生活の中

で思い出し活かすことができるよう廊下や居室の掲示板

に講義の内容を視覚化したポスターを掲示するなどの働

きかけも行われた。

プログラム開発者および指導者

プログラム開発および指導はともに筆者が務めた。筆

者は，本プログラムの開始時において 40 歳，S 大学の

臨床心理学を研究分野とする大学院博士後期課程 1 年

次在学の大学院生で，博士前期課程在学時より臨床心理

学を学んでおり，プログラムの再中に臨床心理士資格を

取得した。また，20代前半の頃，仏教の寺院に「寺男」

として，暴走行為や家庭内暴力などの非行のあった複数

名の青少年と共に半年間居住した経験を持ち，その経験

をきっかけとして，これまでに仏教に関する基本的な見

識を積み重ねてきた。プログラム開始時における指導者

の瞑想経験年数は 1 年と 2 ヵ月，瞑想指導経験年数は

1年であり，さらにプログラム期間中に 3回，日本ヴィ

パッサナー協会が主催するゴエンカ式ヴィパッサナー瞑

想（Hart, 1987 太田訳 1999）の 10日間の集中型瞑想リ

トリートに参加し，日常においても，ほぼ，この技法を

継続した。また，プログラム構成にあたっては熟練した

ヴィパッサナー瞑想の指導者 2名の助言も仰いだ。

調査方法

本技法による実習者の体験した効果および苦痛につい

て把握するための回答欄を上記のとおり週に一度配布す

る調査用紙に盛り込み，ここに記入された内容を分析対

象とした。調査用紙の項目は，（a）瞑想に関する質問：

「瞑想について，なにか分からないことや，疑問に思った

ことがあれば書いてください。」，（b）瞑想の効果を尋ね

る質問：「瞑想をして『いいな』『よかったな』と感じた

ことがあれば，それはどんなことか，書いてください。」，

（c）瞑想に関連して生じたと感じられた苦痛を尋ねる質

問：「他に，瞑想中に何かしんどいことはありませんでし

たか？（たとえば「いやな記憶がよみがえった」「呼吸が

苦しくなった」「だんだん不安になってきた」など…）も

しも何か不快な感覚があれば，ありのままに書いてくだ

さい。」という教示をそれぞれ示し，（b）に記述された

内容を「効果」，（c）に記述された内容を「苦痛」として

データとした。特に「苦痛」を収集する欄において，こ

のように具体的な体験内容を例示した背景は，担当職員

との協議の中で，言語的表現力が十分に備わっていない

少年が数多く存在すること，また，可能な限りの迅速さ

と細心さを以て，このような苦痛を見逃すことなく察知

し，具合が悪くなったりするなどのリスクを最大限回避

するというプログラム実施上の倫理的配慮によるもので

ある。

分析方法

記入された内容を KJ法（川喜田，1967）により分析

した。まず，効果と苦痛毎に記述を単文に変換してカー

ドに整理し，そのカードを本技法の理論と体験に精通し

た臨床心理士 1 名（筆者）が分類する手続きを行った。

それをさらに，本技法に精通した別の臨床心理士 1名お

よび法務教官 1名にそれぞれ 1回ずつ，および他の分野

を専門とする臨床心理士 1名と臨床心理学を専攻する大

学院生 4 名で構成される 1 つの集団に 1 回，合計で 3

回再検討を依頼して分類を修正し，各集団による分類に

ほぼ相違が見られないことを以て信頼性を確認した。な

お，再検討後の分類内容は筆者が確認した。

結　果

効果に関する体験

変換された 732枚のカードが 37の小分類，さらに「身

体」，「感情」，「記憶」，「現実対処」，「瞑想観」，「人間性」

の 6つの大分類に統合された（Table 1）。1人当たりの

平均記述数は約 9.6個であり，最も多い者は 65個，全く

ない者は 13名（約 16%）であった。すなわち約 84%の

者が何らかの効果に関する体験を報告した。

また，小分類ごとの人数の多いものから順に 6「感情の

平穏化」（49.4%），7「自己観察」（43.0%），17「集中力の向

上」（40.5%），8「リラクゼーション効果」（39.2%），9「感

情統制力の向上」（31.6%），1「睡眠の改善」（30.4%），24

「瞑想の有用性の実感」（27.8%），18「思慮深さ」（22.8%），

15「嫌悪する他者への見方の変化」（20.3%）と続いてお

り，これらが比較的多くの少年において体験された効果

と考えられた。

苦痛に関する体験

変換された 280のカードが 28の小分類，さらに「身

体」，「感情」，「記憶」，「現実対処」，「瞑想技法」，「変化へ

の不信」の 6つの大分類に統合された（Table 2）。1人

当たりの平均記述数は約 3.8個，最も多い者で 28個，記

述がない者は 18名（約 23%）であった。すなわち，約

77%の者が実践過程において何らかの苦痛の体験を報告

した。

また，記述した人数の多い小分類から順に 15「嫌な

記憶の想起」（46.8%），1「身体的苦痛」（21.5%），16
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Table 1 　効果に関する体験の分類（n = 79）

「思い出の想起による寂しさ」（20.3%），2「呼吸の苦痛」

（17.7%），8「不安」（16.5%），3「瞑想中の具合の悪化」

（15.2%），9「悲哀」（12.7%），18「つらさ」（11.4%）と

続いており，これらは比較的多くの少年において経験さ

れ，リスク検討にも重要な内容と考えられた。

考　察

効果に関する体験

以下，効果に関する体験について，大分類ごとに考察

を進める（少年の元の記述を原文のまま『　』で記す）。

1. 身体：この分類の中には，（a）「観察」という認知

的アプローチによる変化，および（b）それ以外の身体

に直接作用した変化が含まれたと考えられる。まず（a）

には，2「身体的耐性力」（『かゆくてもすぐにかかなく

なった』等），3「身体への気づき」（『痛みを観察できる

ようになった』等），4「姿勢の改善」が相当する。これ

らは Kabat-Zinn（1990）に報告されている慢性疼痛の

緩和と乾癬への効果とも通じる現象と考えられる。また

33



吉村：女子少年院におけるマインドフルネスプログラム

Table 2 　苦痛に関する体験の分類（n = 79）

1「睡眠の改善」のうち入眠時のもの（『布団に入って瞑

想するとすぐ眠れる』等）にも思考や感情が整理される

という認知的な変化の要因があると考えられる。

また（b）には，1「睡眠の改善」のうち（a）に分類

された以外（『眠りが深い』『よく眠れて朝スッキリす

る』等），5「体の状態の改善」（『肩の凝りがだいぶ減っ

た』等）が相当する。こうした生理学的変化は瞑想によ

る脳波の変化，副交感神経活動・セロトニン及びドーパ

ミン神経活動の賦活を確認した研究（Kjaer, Bertelsen,

Piccini, Brooks, Alving, & Lou, 2002; Murata, Taka-

hashi, Hamada, Omori, Kosaka, Yoshida, & Wada,

2004; Walton, Pugh, Gelderloos, & Macrae, 1995）な

どと相容れると考えられる。

2. 感情：この分類には（a）感情の変化を観察できる，

（b）感情が悪化してもそれに対処できる，（c）感情その

ものが悪化しない，または改善された，という 3種類の

内容が含まれたと考えられる。（a）および（b）は「観

察」という認知的アプローチによる変化，そして（c）は

それに付随した，あるいはその他の効用が推察される。

まず（a）には 7「自己観察」（『イライラしている自分が

見えるようになった』等），および 12「自分の本心への

気づき」（『普段では気づけない奥深い自分の気持ちに気

づけた』等）が相当すると考えられる。（b）には 8「リ

ラクゼーション効果」（『瞑想すると心が落ち着く』等），

9「感情統制力の向上」（『自分の感情のコントロールが

出来る様になった』等）が相当すると考えられる。（c）

には 6「感情の平穏化」（『感情があふれなくなって楽に

なった』等），10「心のゆとり」，そして 11「プラス思考」

（『マイナスの思いをあまりもたなくなった』等），13「情

緒の活性化」（『感情豊かになってきた』等），14「精神症

状の改善」（『精神薬を沢山飲んでいたが，減らして行っ

て全部なくせた』）が相当すると考えられる。

この技法は心身の観察が主軸であり，その方法が身に

つく段階の一次的な変化すなわち，感情が乱れた時に，
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その「観察」によって修正する在り方が（a）および（b）

に該当すると考えられる。つまり，「感情の乱れ」という

心の動き，あるいはそれと連動して体に現れた感覚を観

察し，平静な状態に至るまで，その変化消滅してゆくさ

まを観察する，という在り方である。そしてさらにその

継続に従い，そもそも感情の乱れそのものが生じにくい

ような，「平穏化」，「調和」と表現される（c）の相が現

れてくると考えられる。（a）および（b）については，越

川（2010）や熊野（2012）などのこれまでの知見と同様，

認知的なアプローチによる効用と見なしうるが，（c）に

ついてはさらに心の深い層における変化と推察される。

ヴィパッサナー瞑想では，感情と同時に生ずる身体の感

覚を平静に観察することの継続によって，“やがて自我

（筆者註：仏教における概念。執着する主体。精神分析

用語のそれとは異なる）の溶解を体験するときが”，ま

た，“反応するくせが取れ，（中略）ありとあらゆる苦か

ら解放されるときがかならず来る”（Hart, 1987 太田訳

1999, p. 38, p. 156），という。感情とともにある身体

感覚を自覚することで不適応的な反応が減り，無意識的

な反応，抑圧あるいは執着しているものを解消していく

という機序の存在が推察される。

3. 記憶：この分類には，（a）ネガティブな記憶の変容

を示唆する内容，（b）意識的部分から切り離していたポ

ジティブな記憶の再生に関する内容，の二つが含まれた

と考えられる。（a）には「嫌悪する他者への見方の変化」

（『嫌いだった人の良い所を思い出した』等）が相当し，

（b）には「よい記憶の想起」（『そういえばあの時…って

事がけっこうあって，なつかしく感じたりできた』等）

が相当する。（a）も（b）も，悪い記憶に覆い隠されてい

た良い記憶を想起する働きが示唆される。

このことは例えば Hargus, Crane, Barnhofer, &

Williams（2010）による，自殺の傾向が高い人がマイ

ンドフルネスの実践を続けたところ，自殺の傾向のある

人に特有の「悪い記憶」に彩られていた過去の自分の人

生の中にそれ以外の「良い記憶」があることにもだんだ

んと気づいていき，それとともに自殺願望が減少した，

という報告にも通じうる。

このことをメタサイコロジカルな観点から鑑みると，

心の深い層に追いやられていた記憶が意識の中心付近に

統合される働きと考えられる。過去の出来事や人または

人生そのものを「悪いもの」とし，よい部分を心の無意

識的な層に追いやるという，これまでの防衛が解除され

つつあり，それに伴って外界や他者との関係性が変容し

つつあることが窺える。

4. 現実対処：この分類には，（a）集中力の増加，一つ

の事に没頭できるようになったこと，（b）感情平穏化ま

たは統制力の副産物としての逆境への耐性力の向上，（c）

俯瞰的視野で様々な物事に対処することができるように

なったことを示唆する内容が含まれたと考えられる。ま

ず（a）には，17「集中力の向上」（『先のことばかり考え

ることが少なくなって，『今』目の前のことに集中するよ

うになった』等），21「課題遂行能力」（『珠算 2級が早く

なった』等）が相当すると考えられる。次に（b）には，

20「忍耐強さ」（『逃げる，あきらめる気持ちが減ってき

た』等）が相当すると考えられる。（c）には，18「思慮深

さ」（『最近，物事の良い面と悪い面を，見て考えて，落

ち着いて考えれるようになった』等），19「物事への気づ

き」（『普段生活していて，いろんな細かいとこも気づく

ようになった』等），22「計画性」（『計画を立てて毎日を

過ごすクセが付いた』等）が相当すると考えられる。い

ずれも集中力や観察力などの瞑想実習で身に着ける属性

が日常に般化されていることが窺える。

5. 瞑想観：この分類には，24「瞑想の有用性の実感」

（『社会に出ても続けたい』，『父と母にも教えてあげたい

と思う』等），および 25「瞑想への関心の高まり」（『瞑想

に慣れて楽しくなる』等）が収められた。この分類の記

述は具体的な変化や効用についてのものではない。継続

的に実践してゆくうちに「何か大切なことをしているの

だ」という実感が起こって来た，という趣旨である。自

分が取り組んでいる事が人生において重要なものとして

確かな手応えを以て感じられる，という体験は貴重で，

自己効力感（Bandura, 1977）にもつながりうると考え

られる。とりわけ少年院にはこのような経験を持つ者が

少なく，彼らの人生において新鮮かつ重要な経験となり

うる事も推察されよう。

6. 人間性：この分類には（a）他者や外界との関係性

の変容を示す内容のもの，（b）「観察」よる変化，（c）自

尊感情（Rosenberg, 1965）や基本的信頼感（Erikson,

1959）の醸成を示唆する内容のものが含まれたと考えら

れる。まず（a）には 26「優しさ」（『人を大切にしよう

と改めて思って，人との接し方などに気を付けるように

なった』等），29「感謝」（『自分が色んな先生たちに大切

にしてもらっていることに気づいた』等），30「自然への

気づき」（『空気や風が，当たり前だったのに，自然と感

じれて，気持ちいいなと思うことが増えた』），31「命の

尊さ」（『虫を殺さなくなった』等），32「他者の幸せを願

う」（『嫌いな人の幸せを願ってるとおだやかな気持ちに

なって，心が広くなった感じでよいなと思った』等），34

「他者受容」（『どんな人も受けいれるようになった』等），

35「日常全般的変化」（『毎日が楽しい』等）が相当し，

ここでは生命の「大切さ」，自他の「優しさ」など，森羅

万象に対する肯定的な感受性が生じたことが窺える。
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次に（b）には 27「執着からの解放」（『一つの事にと

らわれる事が，特別な対処もなく自然に減った』等）が

相当すると考えられる。そして（c）には 28「自分への

信頼」（『自分の気持ちや体を大切にしようと思えてきて

いる』等），33「成長の実感」（『自分が何か良い方向に向

かっているような感じがした』等），36「自己受容」（『自

分で自分（素の）を受けいれれるようになってきた』等），

37「統合性」（『心がなければ楽だろうがつまらないだろ

うなと思った』等）が相当すると考えられる。

苦痛に関する体験

以下，苦痛に関する体験について，各分類に焦点を当

てながら考察を進めてゆく。

1. 身体：この分類には（a）身体の不慣れな固定によ

る負荷，（b）その他，日常とは異なる身体感覚の生起

に関するものに分けられる。（a）には，1「身体的苦痛」

（『足がいたい』『オナラが出そうになる』等）が相当す

る。（b）には，2「呼吸の苦痛」（『呼吸に集中すると息が

苦しくなる』等），3「瞑想中具合が悪くなる」（『体の中

心部分がどっと重くなりきつい』等），4「非現実的感覚

の生起」（『宙に浮いている感じがする』等），5「過敏化」

（『瞑想中はにおい，音に敏感』等），6「薬物の感覚の生

起」（『薬している気分になるコトがさいきん多い』等），

7「睡眠の悪化」（『眠れない』等）が相当する。

（a）においては姿勢の固定による不快な感覚が，また

（b）においては身体に刻まれた無意識的内容が感覚とし

て顕現した様子が窺える。前者はごく自然に物理的に起

こりうると考えられるが，後者については吉村（2014）

でも述べられたように，瞑想中に体に痛みや違和感が生

じたり，特定のイメージや記憶，衝動や思考に悩まされ

たりする，といったことがしばしば生じ，このような現

象については，例えば安藤（1993）が述べているような，

瞑想の準備訓練期に生じうる抑圧の解除，あるいは精

神分析的な見方をすれば，防衛機制の「身体化」や「転

換」，すなわち無意識下にある不安や葛藤が身体症状に

変換されて顕現する，という現象に重なるものとも見

なしうる。自我防衛の状態が瞑想実習により意識水準に

近いものへと変容しつつあることが示唆され，瞑想によ

る心身への働きかけが行われていることが窺える。これ

は筆者の周囲の人達の体験であるが，例えばゴエンカ式

ヴィパッサナー瞑想においては，薬物やアルコールを常

用している人が瞑想コースに参加すると，コース期間中

にそれらへの激しい渇望が生じ，それでもそのまま実践

を続けた結果コース終了後にはそれらへの渇望が大きく

低減する，ということがよく聴かれる。このことを筆者

は，薬物やアルコールへの依存傾向が瞑想実践によって

心身の深層から表面化し，さらなる実践の継続によって

低減してゆく，というプロセスと見なしている。この理

由として，筆者のこれまでのゴエンカ式ヴィパッサナー

瞑想の実習体験において，講話や指導者との質疑などで

教示された内容によれば，瞑想実習によって生じるあら

ゆる苦痛は，その苦痛を嫌悪しようとする心身の働きに

ふり回されず平静であるための「道具」となり，また同

時にその実習者の持つ心身の固有の課題の表出ともされ

る，ということがある。また，筆者が成人を対象として

行っている他のいくつかのプログラムにおいても，自身

の課題と関連する何らかの「渇望」や「嫌悪」に関する

苦痛と瞑想中に直面し，そのまま平静に続けることで，

そのような苦痛から徐々に距離を置くことができるよう

になっていく，という体験がよく聴かれる。このような

プロセスは，マインドフルネス実習を事例検討的視点で

分析した吉村（2014）における事例の内容とも重なる。

つまり，瞑想中に遭遇する苦痛は，それ自体「心の筋ト

レ」（越川，2010）を行うための「負荷」とも見なすこと

ができ，またさらには，その理解によって瞑想実習への

動機づけを担保し，安全に実習に取り組むことができる

ことにもつなげられるのではないかと考えられる。

瞑想において注意を何らかの対象に結び付け続けるこ

とは，自我機能を低下させるなどして自我境界の状態や

抑圧下の事象にさまざまな影響を与えうるが，注意を向

ける対象を身体感覚とすることで，同時に現実感覚の維

持も行われると言え，このことのために，現実の身体感

覚にのみ平静な注意集中を維持するよう教示することと

した。これは例えば自律訓練法における消去動作すなわ

ち，受動的注意集中という日常とは異なる意識状態から

元の状態へと戻すために，現実の身体感覚に注意を向け

るアプローチと通じるとも言えよう。ただし，このマイ

ンドフルネスにおいては，そのように自我機能を維持し

ながら同時に，上記に述べたようにこころの深層と表層

との疎通性が円滑になる，すなわち自我境界枠を維持し

ながらもその内側で無意識の意識化が行われる，という

2つの作用が同時に生じていることが特徴とも言え，本

実践で用いた技法がこのような二律背反性を包含してい

ることも示唆される。

以上，心の問題が一旦は上記のような防衛の形となっ

て表面化し，さらに実践を続けることによって，徐々に

心と体の不快な膠着のリンクがほどけて鎮静化してゆく

のがこの技法の肝要な点である。

2. 感情：この分類には，（a）不安，（b）抑うつ，（c）

怒り，の三つの感情が見られる。まず（a）には，8「不

安」（『色んな不安が頭の中に出てきてあまり集中できな

かった』等），9「悲哀」（『悲しくて淋しい気持ちになる』
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等），10「閉眼による不安」（『無感覚で目をつぶってい

ると不安になる』等），12「未来への不安」（『進級でき

るか不安になった』等），14「悪夢」（『いやな夢を見た』

等）が相当し，（b）には 11「抑うつ」（『気持ちが下がっ

たりがあった』等），（c）には 13「苛立ち」（『自分がし

たいことができないのでイライラする』等）が相当する

と考えられる。これまでにも触れた通り，マインドフル

ネスのみならず多くの瞑想実践によって，経過において

抑圧の解除が起こりうることは知られることであり（安

藤，1993），この分類に含められた多くの内容も，元々

の心身の不安定さや葛藤が浮き彫りになってきたものと

解釈される。ただしこのような現象の多くは一時的であ

り，記述内容や観察に従えば，さらに悪化などして心身

に異常をきたすことは本実践においては見られず，この

背景として，集中瞑想ではなく毎日 15 分程度の継時的

な瞑想と週 1 回 50 分の講義・瞑想というプログラム構

造などによって深刻な心身の異常の発生が抑止されてい

ることが窺えた。

3. 記憶：この分類には，（a）怒りや恐怖に関するもの，

（b）別離（分離）による寂しさや不安に関するものが見

られる。まず（a）は 15「嫌な記憶の想起」（『今までの

悪い記憶が少しずつよみがえってきた』等）が相当する。

また（b）には 16「思い出の想起による寂しさ」（『家族

にとっても会いたくなった』等）が観察された。ここで

注目すべきは，苦痛に関する記述で最も多かったのが，

この 15「嫌な記憶の想起」ということである（46.8%）。

詳しく内容を見ると，『過去に傷つけられた人とのゴタ

ゴタなど思い出してイライラしてしまうときがたまにあ

る』などのように被害的な経験を示唆する記述が多くみ

られた。彼女らの中には何らかの被害的経験を抱えるも

のが一般に比して多いと考えられ，そのような体験の影

響が示唆される記述も少なくない。一方で『人を殴った

時の血の付いた拳がふとした時に出てくる』など加害の

記憶を示唆する内容の記述も見られた。

ただし大分類「2. 感情」と同様，このような苦痛は並

べて一過性の現象であった。たとえば神経症水準の人に

は，Freudによって洗練された抑圧を解除する介入が有

効であるのに対し，精神病や境界例水準の人には，むし

ろ Federn（1947）のいう，自我を強化するという文脈

においての「抑圧（repression／ re-repression）」が有効

であることが知られている。そして少年院入院者の中に

は自我が脆弱な者も少なからずいると考えられるが，本

実践期間の 2年間に亘り，この技法により心身に変調を

きたした者は観察されなかった。この背景として，この

技法が抑圧の解除と同時に自我強化の機序も持っている

からだと考えられる。本プログラムにおいて，筆者は数

あるマインドフルネス瞑想の実践法の中から，イメージ

や言語による注意集中法ないしは観察法を一切排除し，

主にゴエンカ式ヴィパッサナー瞑想法で用いられる，感

覚をありのままに観察する方法を主軸として構成した。

これによって，注意を向ける（気づく）心の働きと，注

意を向けられる（気づかれる）現象との間の「ズレ」を

最小限に留め，自我水準の維持を堅守することを企図し

た。上記のように前／無意識的内容が顕現しても，意識

と，身体感覚という現実的な現象との連繫を継続し，か

つ実習を短時間とすることで，実習者の自我境界が守ら

れた中で取り組めたと考えている。このように，留意さ

れた構成ならば安全性と効果が同時に担保されることが

示されたと言えるだろう。

4. 現実対処：この分類には 17「ミスの増加」（記述は

『かんちがいが多くなった』で 1名のみ）が相当する。瞑

想実践の継続により，「現実をありのままに観察する」と

いうこれまでに経験したことがない注意の向け方を行う

と，現実の様々な事象に対する感じ方や関わり方の変化

が起こってくる。それまで外界を認知するために取って

きた方略の見直しが起こることによって，経過的にこの

ようなエラーが生じることもあると考えられる。

5. 瞑想技法：ここには瞑想の直接的な干渉事象に対す

る困難さが分類されている。18「つらさ」（『毎日 15分と

いうのがちょっとしんどい』等），20「音・雑念」（『他の

事たくさん考えてしまった』等），23「暑さ・寒さ」（『寒

くて集中できない』等）である。これまでも述べてきた

ように，実習の妨げとなるこうした様々な事柄もまた，

それに翻弄されずに平静さを育成するために役立つもの

であり，こうした感想は瞑想初心者にはよく見られるも

のである。

6. 変化への不信：この分類には（a）瞑想による変化

への不信感，（b）今の自分の心の内面への不信感，（c）

他者からの評価への不安，の 3種の内容が見られる。ま

ず（a）として，26「自己観察のつらさ」の唯一の記述

『自分が見えすぎて，つらい』において，今まで心の奥に

追いやっていた部分に向き合うことへの不安が表現され

ている。また，この技法によって実感されつつある自分

の変化，とりわけ自分の生きてきた方略が崩されること

への不安が，27「瞑想への不信」の中の唯一の記述『自

分の性格が変わりそうでやりたくない』に表現されてい

る。「効果」の大分類「5. 瞑想観」の箇所で，多くの少年

にとってはこれらのような変化がよい実感として経験さ

れるが，一部このように不安を抱く者も存在することが

示された。次に（b）には 25「自分への迷い」（『自分の

中での決意がゆれるようになった』等）が，そして（c）

には 28「評価過敏性の増大」（『人の目が気になる』）が
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相当する。（c）においては大分類「1. 身体」に分類され

た「過敏化」と通じる意味も示唆される。他者からの視

線も外界の刺激の一つであり，刺激に対する感受性の鋭

敏化と理解できよう。この分類では，これまでの人生で

構築してきた「自分」が，この技法の実践によって自分

が変わっていくかもしれないと感じ，その変化を恐れて

いることが推察される。

ここで，以上苦痛に関する体験として報告された全て

の項目の内容は，筆者のこれまでの瞑想実践の経験や，

筆者や他の瞑想実習者と熟練した指導者との質疑などの

やり取り，また多くの集中凝縮型の瞑想経験者からの聴

き取りなどに基づく限りにおいて，瞑想中に起こりうる，

実践の一環として扱える範囲内の自然な体験であり，瞑

想中に著しくネガティブな心的内容が噴出したり，心身

に重篤な変調を来したりするといった体験は観察されな

かった。

まとめ

本研究において，矯正施設に元々備わっている生活の

規則性や制度に合う構造が確保できれば，堅固な枠組み

での長期間のマインドフルネス実習が可能となることが

示されたと言えよう。矯正施設の持つこのような利点，

すなわち毎日瞑想を行う時間が確保でき，施設の日常生

活全体に敷衍されるようさまざまに工夫した中でマイン

ドフルネスが実践できる，という点を活かすことにより，

「心の筋トレ」（越川，2010）とも譬えられるように長期

の地道な継続が望ましいマインドフルネス実践をスムー

ズに導入することができ，少なからざる少年にこの技法

特有の恩恵が体験されうることが分かった。

特に安全な実習枠について検討するため，本研究にお

いてはマインドフルネス瞑想の実践法の中からイメージ

や言語による観察法を排除し感覚をありのままに観察す

る方法を主軸とし，なおかつ調査において体験内容を報

告しなかった者も少数ながら存在したが，そのような少

年に対しては適宜職員が直接関与を行い，心身に不調を

来していないか，この技法に対する動機づけが乏しい中

でただ無為に取り組まされているような状態になってい

ないか，など丁寧に観察を行ってきた。このような非常

に手厚い態勢が整った上での実習であったゆえに，心身

に重篤な危機的体験を生じる者もなく安全に実習が行わ

れた可能性もある。

これまでも本技法については心身の様々なネガティブ

な要素の改善が報告されてきていたが，本研究では体験

内容を幅広く収集したことによって，より多くの肯定的

な変化が見出された。この中にはさらに，「感情統制力

の向上」，「自己観察」，「集中力の向上」，「思慮深さ」，「忍

耐強さ」など，すなわち自制，集中，観察，忍耐など瞑想

実践の中で培われる心の働きがそのまま日常に般化され

ているような内容のものと，「睡眠の改善」，「感情の平穏

化」，「執着からの解放」，「自然への気づき」，「優しさ」な

ど瞑想の実習内容と間接的に関連しうるか，あるいはほ

とんど関連しない内容のものも観察された。特に後者に

おいては実習の般化といった効果の表れ方ではなく，日

常で「いつの間にか」体験されている，という特徴が観

察されたことは注目すべきことであろう。矢幡（2002）

は心理療法の効果の表れ方として，以前は常に苦しめら

れていたような症状でも，治ってきた頃は“そういえば

最近は症状が少なくなったな”といったことにある日気

づくようなものである，と述べている。ここに挙げた少

年らの報告の多くも同様に，「そういえば…」で始まる文

章がとても多く見られた。マインドフルネス瞑想はシン

プルな実習の繰り返しであるが，その効果の経験のされ

方は心理療法の場合と類似しているといえよう。

本技法がいわゆる第 2世代までの認知行動療法的手法

と異なる一つの大きな点は，認知を主要な対象として扱

うことで感情や身体感覚に働きかけるという抽象的かつ

因果論的手法ではなく，身体感覚という具体的な現象を

主軸とし，感情や認知というより抽象的な現象を同時生

起（縁起）的に活用する，という点である。本技法の主

軸として，姿勢を固定することで痛みや痒みといった不

快な感覚が浮き彫りになり，その感覚を厭い，快を求め

るという心の働きが誘発される。その誘発に対してこれ

までは自動的に反応をしていた癖をやめ，それらの感覚

および変化の様子を見守る，という経験を身に着けてゆ

く。そしてこのような身体感覚のみならず，各大分類に

報告された様々な苦痛も効果も，瞑想の機序を有効に促

進させるべき「観察」の対象となる重要な「道具」とし

て活用されるものである。例えば嫌な感情が生起した時

に，その感情に反発せずに，必ず同時に身体の感覚に平

静に気づき，そのまま感覚と感情をリンクさせて平静に

観察を続けることにより，無意識的部分を含む心の全体

に安定と調和をもたらす働きかけが行われ，半ば自動的

に反応していた感覚の変化に対しても徐々に注意が向け

られるように，すなわちマインドフルになり，自分を揺

さぶる様々な刺激に反応しない心身の安定性が作られて

ゆく，という機序である。

またこのことは，Klein（1957小此木・岩崎編訳 1996）

による心の発達論，外界との関わりの中で生じる様々な

感覚刺激をひとまず快と不快の感覚に二分類して心に収

め（妄想－分裂態勢），さらにそれら二つが統合されてゆ

く（抑うつ態勢）ことを以て心の発達において重要な経

験がなされるとする対象関係論の基本的な考え方と重な
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る点も添えておく。

課題

本研究の限界としては，まず体験内容およびその推移

のプロセスは明らかにできず，詳細な変化過程について

の検討を行う必要が課題として浮かび上がった。

また本研究の調査においては，「苦痛」について問う教

示の中に「…（たとえば「いやな記憶がよみがえった」，

「呼吸が苦しくなった」，「だんだん不安になってきた」な

ど…）もしも何か不快な感覚があれば，ありのままに書

いてください。」と具体的な体験内容を例示した。既述

したように倫理的配慮によるものとはいえ，これらの教

示は結果において明らかとなった 2「呼吸の苦痛」，8「不

安」，15「嫌な記憶の想起」の各小分類の内容とほぼ同一

であり，教示によってこれらに分類された体験内容の記

述が増加した可能性が考えられる。今後は本研究で集め

られたデータをもとに，例えば項目を作成して量的な指

標を用いるなどして，各小分類の体験内容の生起率の比

較も包括した，より客観的な視点での検討を行っていく

必要があると考えられる。

さらには，対象者個別の人格傾向や持っている心身の

問題の深さの異同によってこの技法による体験内容がど

のように異なるか，といった要因や，また対象者の中に

は個別に薬物リラプスプリベンションその他さまざまに

別の処遇を受けている者もおり，以上のような他のさま

ざまな要因の影響により対象者の体験内容がどのように

異なってくるのか，などついても検討することができな

かった。

今後は，本研究で明らかとなった体験内容を踏まえ，

効果・苦痛それぞれの体験内容がどのように関連し合い

ながら変化をするのか，そのプロセスについてより詳細

に検討すること，そしてこれらの内容が反映された，青

少年でも使用が可能なマインドフルネスによる効果を測

定する尺度を開発すること，各少年の元々の人格の状態

と体験内容との関連，再非行防止への有効性の検証，な

どについて明らかにしてゆくことなどが求められよう。
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