
Japanese Journal of Mindfulness, 2017, Vol. 2, No. 1

　　 Short Report　 pp. 1–7

Development and Effect Verification of

a Simple Application

That Promotes Familiarity With Detached Mindfulness

Online first published: April 24, 2017

［Received: June 5, 2016　 Accepted: March 29, 2017］

Ooue Maaya（Graduate School of Education, The University of Tokyo）

Hirano Mari（Faculty of Humanities, Tokyo Kasei University）

Yamamoto Emi（Graduate School of Education, The University of Tokyo）

Shimoyama Haruhiko（Graduate School of Education, The University of Tokyo）

Abstract

Recent studies have reported that mindfulness training (MT) on websites is effective

against some mental health problems. Detached mindfulness (DM), which has certain

similarities to MT, is also effective against anxiety and depression. We developed an

iPhone application, “Moyamoya-Nagashi,” for use as a convenient tool to promote

familiarity with DM. We verified its effectiveness quantitatively and qualitatively. We

discussed the possibility of developing a DM with a game element. To verify the

effectiveness of the application, we compared changes in mental health scores of people

who used it for 2 weeks with those of people who did not use it at all. There were no

significant differences between the two groups. We also investigated user impressions

of the application. We suggest that the psychoeducation in DM in the application

needs to be improved. In addition, we suggest that augmenting the visual aspects and

the gamification of the application may help promote the externalization of thought

but may also reduce the effectiveness of the training in the application.
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概　要

近年，メンタルヘルスの問題に対してWebページを用いたマインドフルネス・トレーニ

ングが有効であるという報告がなされてきている。また，伝統的なマインドフルネスよりも

取り組みやすい実践方法としてディタッチト・マインドフルネス（detached mindfulness:

DM）があり，不安やうつ傾向を軽減させる効果がみられている。本研究において筆者ら

は，より多くの人が手軽に楽しみながら DMの考え方に触れられるよう，iPhoneアプリ

ケーション「もやもや流し」を開発し，量的・質的な効果検証を通してゲーム性を持った

マインドフルネス関連アプリケーションの発展可能性を考察した。2週間のアプリ使用の

事前事後の検証では精神的健康度の尺度得点には有意な変化がみられず，DMについての

心理教育の改善が必要であると考えられた。また，アプリの視覚優位性とゲーム性は思考

の外在化を促す可能性がある一方で，トレーニングの有効性を低める要因ともなると考え

られた。

キーワード：アプリケーション，考え込み，ディタッチト・マインドフルネス，ゲーミ

フィケーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先：〒113-0033　東京都文京区本郷 7-3-1　東京大学大学院教育学研究科臨床心理学
コース　大上 真礼（E-mail: maaya oue@yahoo.co.jp）

2



Ooue et al.: Development and Effect Verification of a DM Promoting Application

問題と目的

マインドフルネスに基づく心理療法は 1990年代から

米国に波及し，2000 年代から臨床心理学における主要

な援助アプローチの一つになっていった（大谷，2014）。

マインドフルネストレーニング（mindfulness training：

以下，MTとする。）の有効性は今日までに明らかになっ

てきており（Hoffmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010），

短期間の介入でも抑うつやネガティブな思考様式の改善

（伊藤・安藤・勝倉，2009; 勝倉・伊藤・根建・金築，2009;

Zeidan, Johnson, Gordon, & Goolkasian, 2009），肯定

的な思考様式や感情の促進（勝倉他，2009; Jain et al.,

2007など），ワーキングメモリ機能やストレス耐性を向上

させる可能性（Banks, Welhaf, & Srour, 2015; Zeidan,

Johnson, Diamond, David, & Goolkasian, 2010）が示

されている。

MTでは音声による教示や注意訓練を使って効果がみ

られること（Banks et al., 2015）から，web 媒体等を

通じて訓練を行える可能性も考えられる。Mak, Chan,

Cheung, Lin, & Ngai（2015）は大学生に 8週にわたり

30 分のビデオ視聴と瞑想等の実践を求め，マインドフ

ルネス傾向や精神的健康度の向上を報告している。比較

的短期間でも，Glück & Maercker（2011）が行った 2

週間のモジュール（感情を受容する／ PC画面上に流れ

る雲を眺め，思考や感情が出て注意がそれたらそれらを

ただ雲に乗せ「流す」 の 2種類）や，Cavanagh et al.

（2013）の専用 web ページによる介入（毎日 10 分の瞑

想教示や心理教育，Q&A）ではストレス軽減が示されて

いる。日本でも大屋・宮崎・今井・熊野（2012）が社会

人を対象に web での心理教育またはマインドフルネス

技法を週 1 回配信し（週 3 回以上実践を求め），マイン

ドフルネス群では心理教育群よりも「爽快感の無さ」の

得点が有意に減少していたと報告している。

また，マインドフルネスと重なる方法としてディタッ

チト・マインドフルネス（detached mindfulness：以下，

DM とする）がある。DM は思考や信念，記憶といっ

た内的な認知的出来事に気がついている「マインドフ

ルネス」と，内的な出来事に対するすべての心的反応

から距離をとっている「ディタッチメント」の状態から

なり，DM の促進が不安やうつに対して効果があるこ

とが海外で示されている（Wells et al., 2009; Wells &

King, 2006）。日本においても反すうの低減に DMの促

進が有効であるとの知見が示されており（金，2015），

反すうによって引き起こされがちな抑うつ状態の低減に

ついては，DM を促進する技法の中でも注意機能の訓

練（attention training technique：以下，ATT とする

（Wells, 1990））や働きかけが有効である可能性も示され

ている（西・今井・金山・熊野，2013）。

以上のような，マインドフルネスそして DMがメンタ

ルヘルス向上に有効であるといった研究を受け，より多

くの人が簡単に DM の方法や考え方に親しめることを

目的として，筆者らは iPhoneアプリケーション「もや

もや流し」を開発した。そして本研究では 2週間のモニ

ター試用を行い，アプリ利用による反すう思考や精神的

健康への効果，及び今後の発展可能性を検討することを

目的とした。

方法

アプリの概要

「もやもや流し」（https://itunes.apple.com/jp/

app/moyamoya-liushi/id767156352）は，繰り返しと

らわれがちな心配・考え込みを認識し，それらと距離を

とるスキルの向上を目的としており，iPhone もしくは

iPadに無料でインストールして使用できる（Figure 1）。

Figure 1 　アプリ「もやもや流し」Top画面

コンテンツは，①アプリの目的の説明，“今，ここ”に

焦点をあてることに関する心理教育を行う「このアプリ

について」，②日頃とらわれがちな思考の外在化を促すた

め，6種類のキャラクター（過去の失敗へのこだわりや，

他責傾向，完璧主義傾向等）から自分のとらわれに近い

ものを選択する「あなたのもやもやは？」，③考え込みや
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心配などの思考への気づきを促し，日記形式で思考を記

録する「もやもや観察日記」，④自己の外部の刺激への

集中を促す 2種類のトレーニング（複数の風船が流れる

中で指定された色の風船のみをタップするもの（Figure

2），川を下っていくアヒルが障害物に当たらないようス

マホを傾けるもの）を行う「トレーニング」，⑤継続利

用のモチベーション促進のための「壁紙画像コレクショ

ン」，とした。

Figure 2 　アプリ内のトレーニング画面の一例

ユーザーはまず①でアプリの意図を理解し，②③でと

らわれ思考の外在化に取り組む。③では内的思考をすぐ

に認識することが難しいユーザーの存在も想定し，あり

がちなとらわれ思考の中から自分の思考に近いものを選

択する「口ぐせから選ぶ」という機能を付けている。④

では画面下部に自分が入力・選択した「もやもや（＝と

らわれ思考）」と，それがのしかかっている人の姿が表

示され，ユーザーは思考にとらわれている自分をメタ認

知する。さらに，その状態には気づいていながらも目の

前の刺激に集中するトレーニングを行う。また，このト

レーニングは DMを促進する方法の一つである ATTを

参考に，スマートフォンの画面上や場所を問わない使用

状況といった制約の中でユーザーが注意のコントロール

向上を促進する方法にゲーム形式で親しめることをねら

いとして採りいれたものである。ATT（Wells, 1990）で

は音声刺激を使って「選択的注意」「注意切り替え」「注

意分割」の三段階の訓練を行うが，本トレーニングは上

述のような制約により，視覚刺激を利用して「選択的注

意」を利用者に促すことを試みた。

調査手続き

2015 年 3 月にインターネット調査会社を通じて男女

300名の協力者（平均年齢 35.37歳，SD=7.94）を募り，

【アプリ実施群（以下，アプリ群）】【統制群】にそれぞれ

150 名（男性 50 名，女性 100 名）をランダムに配置し

た。利用前（Pre）調査として，全般的な精神的な健康度

を評価するK10（厚生労働省，2003; 10項目 5件法），思

考からのとらわれ度合いを測る日本版認知的フュージョ

ン尺度（Cognitive Fusion Questionnaire: CFQ; 嶋・川

井・熊野，2013; 13 項目 7 件法），抑うつ的な反すうの

頻度を測定する日本語版 Ruminative Responses Scale

（RRS; 長谷川，2013; 22 項目 4 件法）のうち「考え込

み」と「反省」の下位尺度 10 項目に回答を求めた。そ

の後，【アプリ群】には「もやもや流し」を紹介し，上記

機能①～③を利用してもらうよう誘導したのちに，2週

間できる限り毎日定期的に「トレーニング」に取り組む

よう指示した。【統制群】には前述の質問紙尺度への回

答を求めたのち，アプリの存在について一切言及せず，

何も指示しなかった。2週間後に，利用後（Post）調査

として Pre調査と同じ尺度への回答を得た。なお，Post

調査では，【アプリ群】にはモニター期間中のアプリ使用

頻度及び使用感についても尋ね，前者は週 n回という形

で整数で，後者は自由記述で回答を得た。自由記述デー

タについては，各人の記述を意味のまとまりで切片化し

たうえで，KJ法（川喜田，1967）を援用し内容の類似

性でカテゴリーを作成した。

結果

【アプリ群】におけるアプリ使用頻度について確認し

たところ，平均回数は週 3.05回（SD=1.91）であり，0

回（Pre調査でのインストール後，モニター期間中にはア

プリを使用しなかった）と回答したのは 13人（8.67%）

となった。以降の分析ではこの 13人を除いた 137人の

データを【アプリ群】データとして使用した。

K10，CFQ，RRSの 3つの尺度得点について，群（ア

プリ群・統制群）×調査時点（ Pre・Post）の 2要因の分

散分析を行ったところ，いずれの尺度においても群の主

効果が有意であり，Pre調査時点において【統制群】よ

りも【アプリ群】の得点が高いことが示された。CFQに

ついては，調査時点の主効果がみられた。また，有意な

交互作用はみられなかった（Table 1）。

また，【アプリ群】の対象者から得られた自由記述デー

タは 167切片となり，「コンテンツ」「利用時の感情変化」

「継続利用の効果の実感」に関するものに分類され，そ
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Table 1 　各尺度得点を従属変数とした，2 要因の分散分析の結果

れぞれについてポジティブ／ネガティブ両方の内容がみ

られた（Table 2）。コンテンツについては，“面白かっ

た”という評価がある一方で，“トレーニングが魅力的

でなかった”といった内容の記述もみられた。トレーニ

ング自体やそれに取り組む際の感情変化については，取

り組んでいる際に“気持ちが切り替わった”“集中でき

た”等，思考にとらわれなくなっていたことがうかがえ

る記述があったが，“ゲームへの失敗がストレスになっ

た”等，ゲームの成功・達成を意識しすぎてしまったこ

とを思わせる回答もみられた。なお，【アプリ群】の対

象者には可能な限り毎日取り組むよう教示したが，「継

続利用の効果の実感」がなかったとする対象者は 30 名

近くにのぼった。しかし継続的に使用することで“思考

を文字や絵にできたのがよかった”“もやもやと向き合

うことができた”という効果を実感したと回答したユー

ザーも存在した。

考察

アプリ利用による反すうの頻度，考えへのとらわれ，

精神的健康度の改善効果は，利用者全体を見ると有意な

得点差がみられなかった。Table 1 からわかるように，

アプリ使用の前後ともに，2群の各尺度の得点のばらつ

きが大きいことから，平均値による比較では個々のユー

ザーの効果を把握できなかったことが考えられる。加え

て，対象者をランダムに振り分けたにも関わらず群の主

効果が有意であったことから，【アプリ群】【統制群】それ

ぞれの協力者が年齢・性別以外で同質あるいは近い条件

でなかった可能性もあり，この要因からも質問紙への回

答データでの効果の判断が困難になってしまっている。

今回の調査においては，協力者に対して対面あるい

は利用登録などを通して説明を十分に行ったわけではな

く，アプリ利用の仕方も協力者の自由に委ねていた。こ

のため，内容の理解度にはばらつきがあり，トレーニン

グ意図やその効果をユーザーの大半が実感するには至ら

なかった可能性がある。このことは自由記述データから

も示されており，コンテンツへの評価は分かれているが，

トレーニング自体や継続利用についてはネガティブな評

価がポジティブなものよりも多くみられるという結果と

なった。今後，より高い割合のユーザーが DMについて

理解し，その状態に近づけるようにするためには，なぜ

トレーニングで注意を集中するのか，その効果及び継続

利用の推奨といった心理教育内容の改善を行うことが必

要である。

Table 2 　【アプリ群】対象者による使用感の自由記述の分類
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質的データから得られた結果からは，トレーニングに

“集中しすぎてしまった”という回答もみられ，ユーザー

がトレーニングを使用中にとらわれ思考を意識していな

かった可能性も考えられた。このことは，本アプリのト

レーニングのゲーム性が影響していると考えられる。本

研究では，ゲーム性を高めるようアプリのトレーニング

を作ったため，トレーニング中でユーザーが刺激に注意

を向けた結果がポイントという評価となってフィード

バックされる形式であった。“失敗がストレスになった”

という回答からもわかるように，注意を向ける対象（た

とえば，風船トレーニング中での赤い風船）が ATTで

扱われるような日常の生活音と同じ中性刺激とはならな

かった可能性がある。

また，ATT では聴覚刺激への注意を促すが，本アプ

リではスマートフォン上のゲームという特性上，視覚刺

激への注意と反応を求めるものであった。このため，と

らわれ思考の浮かびやすさ，刺激への注意の向けやすさ

は ATTとは異なるものになり，効果的なトレーニング

とならなかったことも考えられた。

なお，「継続利用の効果」に分類された自由記述デー

タからは，思考の外在化がアプリ使用によって促せる可

能性が示唆された。アプリという比較的手軽な媒体を用

いても，内的思考に気づいており適切に距離を取ってい

るという DMの状態を促進する効果が得られる可能性，

文字や絵（キャラクター）となって思考を見つめられる

ことがユーザーにとって気楽に感じられる可能性が考え

られた。

以上のことから，DM におけるスマートフォン上の

ゲームの活用可能性を考える際に，その視覚性とゲー

ム性の功罪が示唆された。アプリによって視覚的に思

考の外在化が促される一方で，トレーニングでは注意を

向ける刺激が中性でなくなったり，刺激に目を向けすぎ

てとらわれ思考が浮かびうる状態でいることが難しく

なったりするといえる。認知行動療法において，思考や

認知に焦点を当てたゲームの有効性が示されてきてい

る（Fleming, Dixon, Frampton, & Merry, 2012）が，

第三世代の認知行動療法といわれるマインドフルネス

の理論・技法への適用については，ゲーム性とのバラン

スをより考慮した導入やコンテンツ設定が求められるだ

ろう。
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