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Abstract

Recently, there has been a call for research on mindfulness in parenting. The

goal of present study was to develop the Five Facet Mindful Parenting Question-

naire (FFMPQ), a multidimensional measure of mindful parenting based on a well-

established measure of general mindfulness, the Five Facet Mindfulness Questionnaire

(FFMQ: Baer et al., 2006). A total of 122 parents who have children aged 6 to 13 years

completed the pilot version of the FFMPQ as well as Japanese version of the FFMQ

and the Parenting Scale (PS) as validation measures. Factor analysis of the FFMPQ

yielded a five-factor solution. The factors of the FFMPQ were named Describing,

Observing, Non-overreacting to inner experience, Non-overreacting to children and

Staying away from inner experiences. All five subscales had good internal consistency.

Construct validity was demonstrated via correlations with the validation measures.

As a result, it was seen that relationships among the FFMPQ, FFMQ, and PS were

mostly as expected, therefore it was concluded that the FFMPQ has good construct

validity.
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概　要

近年，マインドフルな子育て（Mindful Parenting）の有用性が示唆されている。本研

究ではマインドフルな子育てについて測定する自己評定式尺度を新たに作成し，その信頼

性と妥当性を検討した。小学生を子にもつ親 122名を対象にマインドフルな子育て尺度暫

定版を実施し，妥当性尺度として Five Facet Mindfulness Questionnaire日本語版と不適

切な養育行動を測定する Parenting Scale日本語版を使用した。因子分析の結果から，「描

写」「観察」「自分の体験に過剰に反応しないこと」「子供に過剰に反応しないこと」「距離

をおくこと」の 5因子 25項目からなるマインドフルな子育て尺度（Five Facet Mindful

Parenting Scale; FFMPQ）が作成された。内的一貫性と構成概念妥当性の観点から，一

部の下位尺度については更なる検討が必要とされているものの，FFMPQは十分な信頼性

と妥当性を有していることが示唆された。
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問 題

マインドフルネスとは，「意図的に，今この瞬間に，

価値判断をすることなく注意を向けること」と定義され

ている（Kabat-Zinn, 1994）。マインドフルネスは 1次

元ではなく複数の因子構造からなる多次元性を持つこと

が指摘されている（Bishop et al., 2004）。Baer, Smith,

Hopkins, Krietemeyer, & Toney（2006）によると，マ

インドフルネスには「観察」「描写」「気づきの伴う行為」

「判断しないこと」「反応しないこと」の 5つの因子が含

まれる。本邦でも同様にこの 5因子構造が再現されてい

ることから（Sugiura, Sato, Ito, & Murakami, 2012），

マインドフルネスの構造はある程度の文化的差異を超え

て共通したものであると考えられる。

近年，マインドフルネスを子育てに応用しようとする

試み（Mindful Parenting: 以下，マインドフルな子育

て）に関する研究が行われている。マインドフルネスを

子育てに応用する際には，親自身の内面にかかわる個人

内マインドフルネス（intrapersonal mindfulness）と，親

と子供の関係上の側面にかかわる対人マインドフルネス

（interpersonal mindfulness）の 2 つの観点からマイン

ドフルネスを捉えることが重要である（Coatsworth,

Duncan, Greenberg, & Nix, 2010; Duncan, 2007）。

Coatsworth et al.（2010）によると，個人内マインド

フルネスには，子供や子育てについての親の特性，態度，

価値，期待といった要素に加えて，内的経験に対する関

わり方や反応の仕方も含まれる。一方，対人マインドフ

ルネスは，子供と交流するときに子供との関わりに専念

することと，アクセプタンス，親切さ，コンパッション

の態度を交流の中に持ち込む方法で示される。子育てに

マインドフルネスを応用する際には，親自身に向けられ

る個人内マインドフルネスと，親が子供に向ける対人マ

インドフルネスの両側面に留意する必要があると考えら

れ，マインドフルネスを子育てに応用する際の特徴的な

観点であるといえる。

マインドフルな子育ての有効性について示唆する研究

が海外で報告されている。たとえば，Jones, Hastings,

Totsika, Keane, & Rhule（2014）は自閉スペクトラム

症（Autism Spectrum Disorder: 以下，ASD）の子供

とその親を対象とし，マインドフルネスが子供の問題行

動による親の精神的健康の低下をどの程度緩和するかに

ついて検討している。その結果，階層的重回帰分析によ

り，子供の問題行動は母親の不安，抑うつ，ストレス反

応，および父親の抑うつとストレス反応を悪化させるこ

とが示されていたが，親のマインドフルネス特性が高い

と，母親の不安，抑うつ，ストレス反応や，父親の抑うつ

の程度が低くなることが示された。さらに親のマインド

フルネス特性は，母親の不安と抑うつおよび父親の抑う

つに対する子供の問題行動の影響を消失させた。すなわ

ち，ASD 児の問題行動は両親の精神的健康の低下を招

くものの，親のマインドフルネスを高めることによって

この影響は克服できる可能性があることが示唆された。

加えて，発達障害児をもつ親を対象としたマインド

フルネス介入の展望論文では，親のマインドフルネスを

高める介入は，親自身のストレス反応を低下させるだけ

でなく，子供の発達障害（特に注意欠如・多動症: At-

tention Deficit Hyperactivity Disorder: 以下，ADHD）

の症状も改善させる可能性があることを指摘されてい

る（Whittingham, 2014）。実際に Singh et al.（2006,

2007）は，母親に対するマインドフルネス・トレーニン

グが母親の子育てのスキルと子供との交流に対する満足

感を増加させ，発達障害児の攻撃性，不服従，自傷行為

を低減させることを明らかにした。また Van der Oord,

Bögels, & Pejnenberg（2012）によると，マインドフル

ネスを用いた介入の前後で子供と親自身の ADHD症状

が改善し，8週間後のフォローアップ期においても症状

改善の効果が維持していた。さらに介入後とフォロー

アップ期において親のストレス反応が低減する効果が認

められた。

マインドフルな子育ては発達障害児をもつ親だけ

でなく，定型発達児とその親への適用も検討されて

いる。Coatsworth et al.（2010）では，親と子供の物

質使用予防にエビデンスが確立されている家族介入

プログラム（Strengthening Families Program: For

Parents and Youth 10-14: 以下，SFP; Monlgaard,

Kumpfer, & Fleming, 2001）の効果をより高めるため

に，マインドフルネスを応用している（Mindfulness-

Enhanced Strengthening Families Program: 以下，

MSFP）。Cothwarth et al.（2015）でのランダム化比

較試験では，MSFPは SFPと同等か，もしくは特に父

親において SFPよりも効果的であることが示唆された。

具体的には，介入後の子供の行動マネジメントのための

モニタリング，1年後のフォローアップ期での親子関係

の質 が，SFPや統制群よりも向上していた。

本邦においても，子育て支援にマインドフルネスを応

用する有効性が示唆されている。相馬・越川（2013）で

は，育児期の母親に対するマインドフル・ヨーガが行わ

れた。2週間のマインドフル・ヨーガの実践により，参

加者の不安が低減し，母親の本来感（自分らしくある感

覚）が改善した。

以上のことから，親のマインドフルネスを高める介
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入は，親と子供の双方にとって有益な心理学的介入とな

る可能性のある選択肢であると推察される。しかし，マ

インドフルな子育てに関する研究は極めて限られており

（Whittingham, 2014），基礎研究と実践研究のいずれに

おいてもさらなる知見の蓄積が不可欠である。

マインドフルな子育てに関する研究の展開を促進す

るために，効果的なアセスメント法の開発は重要であ

る。マインドフルな子育ての測定に用いられている尺度

として，Interpersonal Mindful in Parenting Scale（以

下 IM-P; Duncan, 2007）と Bangor Mindful Parenting

Scale（以下，BMPS; Jones et al., 2014）がある。IM-P

は 31項目からなる尺度であり，独自に考案された親子間

の対人交流を重視する「マインドフルな子育てモデル」に

基づいて作成されている。一方，BMPSは ASD児をも

つ親を対象として開発された尺度であり，一般的なマイ

ンドフルネスのアセスメントに関する研究において得ら

れた知見とのつながりを重視する立場をとっている。す

なわち，BMPSはマインドフルネスについて 5因子構造

であることを示した Baer et al.（2006）によって作成さ

れた Five Facet Mindfulness Questionnaire（FFMQ）

を，子育ての文脈に適用する形で作成されている。

IM-P と BMPS はいずれもマインドフルな子育てを

測定する尺度としてある程度有用であると考えられる

が，同時にそれぞれ限界となる点も抱えている。IM-P

はマインドフルネスの 5 因子構造とは異なる独自のモ

デルに基づいて尺度作成を行ったために，従来のマイン

ドフルネスの構成概念との対応関係が希薄な因子構造

を採用している（Duncan, Coatsworth, & Greenberg,

2009; 吉益・大賀・加賀・北林・金谷，2012）。一方で，

BMPSは一般的な従来のマインドフルネス研究（たとえ

ば，Baer et al.（2006））の知見を踏まえた尺度であると

言える。しかしながら，BMPSは FFMQの 5因子モデ

ルに基づいた項目作成を行っていながら，最終的には 1

因子構造を採用しており，結果的に FFMQのモデルと

の対応関係は不明なままである。加えて，BMPSの対象

者は自閉スペクトラム症の子供をもつ親に限定されてお

り，子供をもつ親全般に向けた質問紙ではない。子供の

診断や障害の有無にかかわらず，子育て中の親全般を対

象とする尺度の開発が今後のマインドフルな子育てに関

する研究に必要であると考えられる。

そこで本研究では，一般的なマインドフルネスを測定

する尺度として広く用いられている Five Facet Mind-

fulness Questionnaire（Baer et al., 2006）の因子モデル

に立脚したマインドフルな子育て尺度を新たに作成し，

信頼性と妥当性を検討することを目的とした。

方 法

予備調査

項目プールの作成　本研究では FFMQの構成概念に準

拠してマインドフルな子育てを測定する項目プールを作

成した。FFMQ は既存の代表的なマインドフルネス尺

度をジョイント因子分析することで作成された尺度であ

り，観察（音や匂い，身体感覚など，外的・内的な様々

な刺激に注意を払い観察すること），気づきの伴う行為

（その瞬間に起こっていることや自分のしていることに

気づき，注意を持続すること），判断しないこと（そのよ

うに考えるべきでないなど，自分の体験に批判的・評価

的に接しないこと），描写（自分の体験を適切な言葉で表

現すること），反応しないこと（自分の思考や感情にとら

われて過剰に反応するのではなく，距離を置いてそれら

を受け止めること）の 5因子から構成されている。

本研究では FFMQの構成概念を子育て場面に合わせ

て修正したものを項目作成時の基準として用いた（Table

1）。IM-P（Duncan, 2007）や BMPS（Jones et al., 2014）

といった既存の尺度の項目も参考にしながら，Table 1

に示す基準に該当する項目が 55 項目作成された。その

後，臨床心理士の資格を有し，発達臨床心理学を専門と

する大学教員 1名，臨床心理士指定校の修士課程を修了

し，マインドフルネスに関連する研修を 30 時間以上受

講し，マインドフルネスに関連する介入の経験が 10 時

間以上ある博士課程大学院生 1名，臨床心理学を専攻す

る学部生 1名の計 3名による協議を行った。Table 1に

示す基準に各項目が当てはまるか，項目の表現が一般の

小学生を子供にもつ親にとって理解しやすいかといった

観点から議論された。その議論を経て，上記と同様の臨

床心理学を専攻する学部生 1名が項目の選択，追加，修

正を行い，55項目が作成された。

項目の内容妥当性の検討　上記の方法で作成された 55

項目について，先と同一の大学教員 1名，先と同一の博

士課程大学院生 1名に加え，マインドフルネスに関連す

る研修を 30 時間以上受講し，マインドフルネスに関連

する研究および介入の経験が 5年以上ある臨床心理士資

格を有する大学教員 1名，臨床心理士指定校の修士課程

を修了し，マインドフルネスに関連する研修を 30 時間

以上受講し，マインドフルネスに関連する研究および介

入の経験が 2年以上ある医療機関に勤務する心理士 1名

による内容妥当性の検討を行った。まず，それぞれの予

備項目を，Table 1の 5つのカテゴリー（「観察」「気づ

きの伴う行為」「判断しないこと」「描写」「反応しないこ
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Table 1 　カテゴリーの定義

と」）に分類した。当てはまるカテゴリーがないと判断

した場合は，「その他」に分類した。次に，各質問項目が

カテゴリーにどの程度当てはまるか「1．ほとんど当て

はまらない」──「4．当てはまる」の 4 段階で評価し

た。さらに，各質問項目が小学生の子供をもつ親への自

己評価尺度として適切であるか「1．不適切である」──

「4．適切である」の 4段階で評価した。評定者 4名がそ

れぞれの項目に得点をつけ，その平均値を求めた。当て

はまりと適切さの評価得点がそれぞれ 3 以上*4の計 40

項目（「観察」が 9項目，「気づきの伴う行為」が 5項目，

「判断しないこと」が 6項目，「描写」が 7項目，「反応し

ないこと」13項目）をマインドフルな子育て尺度の予備

項目として採用し，これをマインドフルな子育て尺度暫

定版とした。

本調査

調査参加者　関西圏と中部圏の小学生を子供にもつ両親

122名を対象とした。父親 32名（平均 43.64歳，標準偏

差 6.39歳），母親 90 名（平均 41.18歳，標準偏差 4.62

歳）であった。対象者の子供は男子 59 名（平均 10.01

歳，標準偏差 1.80歳），女子 62名（平均 9.77歳，標準

偏差 1.55歳），性別未記入が 1名であった。

調査方法　小学校の PTAと第一著者の知人を通じて小

*4 採用された項目のうち，項目作成時に協議に参加していなかっ

た専門家 2 名とも，カテゴリーに当てはまらないと評価した

り，親の自己評定式尺度として適切でないと評価したりした項

目（それぞれの得点が 2以下になった項目）は無かった。

学生の子供を持つ親に調査への参加を依頼し，了解の得

られた対象者には無記名で調査に回答を求めた。郵送に

て回収を行った（回収率 56%）。調査時期は 2015年 11

月下旬から 12月下旬であった。

調査材料　 1．マインドフルな子育て尺度暫定版を使用

した。教示文は FFMQ 日本語版を参考に，「日常での

お子さまとの関わり方についてお伺いします。以下の質

問は普段のあなたにどの程度あてはまるでしょうか。あ

てはまる数字を 1 つ○でかこんでください。」とした。

FFMQ に準じて，「1．まったくあてはまらない」──

「5．いつもあてはまる」の 5件法で回答を求めた。各項

目 1点から 5点をとり，得点が高いほどマインドフルな

子育て傾向が高くなる。

2．フェース項目として，回答者の子供との続柄と年

齢，および子供の性別，学年，年齢，きょうだいの有無

について回答を求めた。小学生の子供が複数人いる場合

は，学年が一番上の子供について回答を求めた。

3．FFMQ 日本語版（Sugiura et al., 2012）　 Baer

et al.（2006）によって開発された，マインドフルネスを

測定する尺度の日本語版である。「観察」，「気づきの伴

う行為」，「判断しないこと」，「描写」，「反応しないこと」

の 5因子 39項目である。「1．まったくあてはまらない」

──「5．いつもあてはまる」の 5件法で回答を求めた。

4．Parenting Scale日本語版（井澗，2010）　Arnold,

O’Leary, Wolff, & Acker（1993）によって開発された不

適切な養育行動（dysfunctional parenting）を測定する

尺度の日本語版である。信頼性および妥当性が確認され

ている。各項目には問題場面について対照的な 2つの方

略が両端に記され，どちらにより近いか 7件法で回答を

得た（たとえば，「子どもが行儀の悪いことをすると，の

のしることは滅多にない──乱暴な言葉遣いになる」）。

一貫性がなくなすがままにしてしまう「緩さ」と，感情

的で厳しすぎる対応に関する「過剰反応」の 2 因子 18

項目から構成される。

倫理的配慮　倫理的観点から，個人情報の保護，匿名性

の保証，調査参加は任意であり回答を中断できることを

対象者への調査依頼文書に記載し，調査への協力を求め

た。質問紙の回答・提出をもって調査への同意が得られ

たものとみなした。

結 果

分析対象

質問に回答が得られた調査参加者 122名のうち，マイ

ンドフルな子育て尺度暫定版への記入漏れや記入ミスの
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あった回答を除いた 105名（有効回答率=86%）の回答

を分析対象とした。父親 29名（平均 43.07歳，標準偏差

6.15歳），母親 76名（平均 41.12歳，標準偏差 4.61歳）

であり，対象者の子供は男子 52名（平均 9.91歳，標準

偏差 1.84歳），女子 52名（平均 9.70歳，標準偏差 1.39

歳），性別未記入が 1名であった。

因子構造の検討

有効回答者 105名について，マインドフルな子育て尺

度暫定版の 40 項目の素点を用いて因子分析による因子

構造の検討を行った。 固有値 1 を因子抽出の基準とし

て最尤法プロマックス回転による因子分析を行ったとこ

ろ，因子の解釈可能性から 5因子解を採用した。いずれ

の因子にも十分な負荷量（.40）を示さない項目や多重負

荷を示す項目を除外して再度因子分析を行ったところ，

最終的に 5因子 25項目が抽出された。

回転後の因子パターンを検討したところ，第 I因子は

予備調査で「描写」に関する項目と判断された 7項目か

ら構成されているため，因子名を「描写」とした。第 II

因子は予備調査で「観察」に関する項目とされた 6項目

から構成されているため，「観察」とした。第 III 因子

は予備調査で「反応しないこと」とされた 4項目からな

り，かつ親自身の体験に関する内容であることから「自

分の体験に過剰に反応しないこと」とした。第 IV 因子

は予備調査で「反応しないこと」とされた 4項目からな

り，かつ子供の言動に関する内容であることから因子名

を「子供に過剰に反応しないこと」とした。第 V因子は

「13.子供にうまくできないことがあると，自分は良い親

ではないのではないかと考えてしまいがちだ。」「8.子供

をうまくしつけられない自分は駄目だと思う。」など内

的体験に対する距離のおき方に関する 5項目を含むと考

えられるため，「距離をおくこと」とした。

以上のように，5 因子 25 項目からなるマインドフ

ルな子育て尺度（Five Facet Mindful Parenting Scale:

FFMPQ）が作成された（Table 2）。

内的整合性の検討

本尺度に含まれる各下位尺度の内的整合性を検討する

ため，因子分析に使用された 105名のデータを用いて α

係数を算出した。その結果，「描写」尺度の α係数は.91，

「観察」尺度の α 係数は.79，「自分の体験に過剰に反応

しないこと」尺度の α係数は.79，「子供に過剰に反応し

ないこと」尺度の α係数は.79，「距離をおくこと」尺度

の α係数は.74であった。以上の結果から本尺度に含ま

れる各下位尺度にはある程度許容できる水準の内的整合

性が確認された。

構成概念妥当性の検討

本尺度の構成概念妥当性の検討のため，FFMQ 日本

語版と PS日本語版との相関係数を算出した。マインド

フルネス・トレーニングは母親の子育てスキルに対する

満足感を増加させ（Singh et al., 2006, 2007），過剰に

反応する養育行動を減少させる（Van der Oord et al.,

2012）ことが示されている。以上のことから，マインド

フルな子育てと不適切な養育行動との間には負の相関が

みられると推察される。そこで本研究では「FFMPQは

FFMQ日本語版と正の相関を，PS日本語版とは負の相

関を示す」との仮説を立て，この仮説に基づいて構成概

念妥当性を検討した。

FFMPQ，FFMQ日本語版，PS日本語版全てに回答

に不備のなかった 93名（父親 28名：平均 42.88歳，標

準偏差 6.19 歳，母親 65 名：平均 41.23 歳，標準偏差

4.30歳，対象者の子供は男子 46名：平均 9.80歳，標準

偏差 1.84 歳，女子 46 名：平均 9.68 歳，標準偏差 1.60

歳，性別未記入 1名）を対象に各尺度の相関係数を算出

した（Table 3）。FFMPQ尺度得点は FFMQ日本語版

得点と中程度の正の相関がみられ，PS 日本語版得点と

中程度の負の相関がみられた。このことから，FFMPQ

の総合得点は十分な構成概念妥当性を有していることが

示唆された。

次に，各尺度の下位尺度ごとの相関係数を算出した

（Table 4）。FFMPQ について，第 I 因子の「描写」は

FFMQ 日本語版の「描写」（r = .64, p < .01），「観

察」（r = .25, p < .05），「反応しないこと」（r = .50,

p < .01），「気づきの伴う行為」（r = .31, p < .01）と

正の相関がみられ，PS 日本語版の各下位尺度（「緩さ」

とは r = −.26, p < .05，「過剰反応」とは r = −.40,

p < .01）と負の相関がみられた。第 II因子の「観察」は

FFMQ日本語版の「描写」（r = .64, p < .05）と「観察」

（r = .46, p < .01）とは正の相関がみられ，「判断しな

いこと」（r = −.30, p < .01）とは負の相関がみられた。

PS 日本語版とは有意な相関はみられなかった。第 III

因子の「自分の体験に過剰に反応しないこと」は FFMQ

日本語版の「気づきの伴う行為」（r = −.36, p < .01）

Table 3 　各尺度合計得点の相関係数
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Table 2 　マインドフルな子育て尺度（FFMPQ）の因子分析結果



水﨑ほか：マインドフルな子育て尺度作成

Table 4 　下位因子ごとの相関係数

と負の相関がみられ，PS尺度の「過剰反応」（r = .22,

p < .01）とは正の相関がみられた。第 IV因子の「子供

に過剰に反応しないこと」は，FFMQ 日本語版の「描

写」（r = .20, p < .10），「反応しないこと」（r = .34,

p < .01），「気づきの伴う行為」（r = .24, p < .01）と正

の相関がみられ，PS日本語版の「過剰反応」（r = −.68,

p < .01）とは負の相関がみられた。第Ⅴ因子の「距離

をおくこと」は FFMQ 日本語版の「描写」（r = .30,

p < .01），「反応しないこと」（r = .35, p < .01），「判断

しないこと」（r = .42, p < .01），「気づきの伴う行為」

（r = .21, p < .05），と正の相関がみられ，PS日本語版

の各下位尺度（「緩さ」とは r = −.49, p < .01，「過剰反

応」とは r = −.28, p < .01）との間に負の相関がみら

れた。

以上の結果から，一部の下位尺度は検討の余地があ

るものの，マインドフルな子育てについて測定する尺度

としてはある程度の構成概念妥当性が確認されたとい

える。

考 察

本研究では，マインドフルな子育て尺度を作成し，そ

の因子構造および信頼性を検証するとともに，日常での

マインドフルネス及び親の養育行動との関連から，マイ

ンドフルな子育て尺度の妥当性を検討した。

FFMPQの因子構造

因子分析の結果抽出された 5 因子のうち，「描写」と

「観察」については，FFMQ日本語版の「描写」や「観

察」と同様のカテゴリーが抽出された。一方で，FFMQ

日本語版の「反応しないこと」に対応するものとして作

成された質問項目は，親自身に関するものと子供に関す

るものが別の因子として抽出された。また，「距離をお

くこと」は FFMQ日本語版の「判断しないこと」に対応

するものとした質問項目 3つと，「気づきの伴う行為」に

対応するものとした質問項目 1 つからなっている。「自

分の体験に過剰に反応しないこと」「子供に過剰に反応

しないこと」「距離をおくこと」については，FFMQ日

本語版とは異なるカテゴリーであると考えられる。こ

のような仮説とは異なる結果は今後の検討の余地があ

るものの，日常でのマインドフルネスとマインドフルな

子育ての質的な違いを示唆していると考えられる。先に

述べた IM-P のオランダ語版（De Bruin et al., 2014）

では，原版の「自分と子供の感情の意識化（Emotional

awareness of self and child）」因子が，子供に関わる因

子（Emotional awareness of child）と親自身に関わる

因子（Emotional awareness of self）に分かれた因子構

造が得られた。本研究の「過剰に反応しないこと」因子

でも同様の現象が起きたと考えられる。

FFMPQの信頼性と妥当性

本尺度の信頼性について内的一貫性を検討した。その

結果，本尺度はある程度の信頼性を有することが示唆さ

れた。次に妥当性については，まず予備調査の内容的妥

当性の検討の際，第 I因子の「描写」と第 II因子の「観

察」として採用された項目は，カテゴリー分類でもそれ

ぞれ「描写」「観察」として評価された。第 III 因子の

「自分の体験に過剰に反応しないこと」と第 IV 因子の

「子供に過剰に反応しないこと」は，カテゴリー分類では

「反応しないこと」として評価された。因子分析で採用

された 25 項目のうち，上記のカテゴリー分類が一致し

ていたものは 21 項目であった。残りの 5 項目は，当初

想定されていなかった第 V因子の「距離をおくこと」と

して抽出されたものであった。また，小学生の子供をも

つ親の自己評定尺度として適切であるかについて，予備

調査での項目検討の段階で確認されている。以上のこと

から，ある程度の内容的妥当性が確認されたといえる。

また，他指標との関連から，構成概念妥当性を検討し

た。「描写」と「観察」について，FFMQの「描写」「観

察」とそれぞれ正の相関関係が認められ，このことから
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従来のマインドフルネス尺度と対応関係にあることが確

認された。また，PSとの関連では，「観察」には PSの

「緩さ」と「過剰反応」の 2つの下位尺度と相関がみられ

なかったのに対し，「描写」にはどちらとも負の相関がみ

られた。本研究では，「観察」は子育て場面での体験に注

意を向けることであるのに対し，「描写」は経験を言葉に

当てはめることであると定義されている。体験に注意を

向ける能力だけでなく，注意を向けた後に言葉で表現で

きるようになることが，不適切な養育行動の減少につな

がると考えられる。

「自分の体験に過剰に反応しないこと」は FFMQ の

「反応しないこと」と相関がなく，FFMQ日本語版の「気

づきの伴う行為」と負の相関がみられた。また，「子供

に過剰に反応しないこと」と FFMQの「反応しないこ

と」は相関が確認された。このことから，個人が外的・

内的体験に反応しないことと，子供との関わりの中で，

親としての体験に反応しないことは質的に異なる可能性

があると考えられる。そして，子供の言動に反応しない

ことは，子供の言動を知覚するという外的体験，それを

受けての内的体験に反応しないことであると考えられ，

FFMPQ の「子供に過剰に反応しないこと」と FFMQ

の「反応しないこと」と関連を示したと考えられる。

「自分の体験に過剰に反応しないこと」と PS 尺度の

「過剰反応尺度」に正の相関がみられた。「自分の体験に

過剰に反応しないこと」は，子育て中に生じてくる感情

をいったんそのままにしておくことに関する項目から

なっている。現在出版されている育児書の中には，ネガ

ティブな感情に対しても「その気持ちの存在をあたたか

く認めてあげてほしい（阿部，2006）」「怒りと仲良くし

てみましょう。そして．怒りとの上手なつきあいかたを

見つけていきましょう（川井，2013）」といったように，

自分の感情をいったん受け止め，コントロールしていく

ことを推奨しているものがみられる。一方で，親がどう

すれば感情を認められるようになるのか，どのようにコ

ントロールしていくのかについての具体的な方策は，親

自身の努力にゆだねられている部分が大きい。こうした

感情コントロールが推奨されていることについて参加者

が知っているときに，ネガティブな感情をいったんはそ

のままにしておくことに関する項目を目にしたとき，感

情をコントロールができていない状態と解釈される可

能性がある。さらに，ネガティブな感情をコントロール

できないことは望ましくないといった，ネガティブ感情

への体験の回避が生じている参加者が想定される。そう

いった参加者は，「自分の体験に過剰に反応しないこと」

については当てはまる項目は少ないと回答するものの，

ネガティブ感情への感受性が高くなっていると想定さ

れ，「過剰反応」尺度の得点が高くなったことが考えられ

る。このように，「自分の体験に過剰に反応しないこと」

尺度は，マインドフルネス・トレーニング等の経験のな

い対象者にとっては，項目の文面がこちらの意図とは異

なった解釈をされやすい項目であったのかもしれない。

FFMPQ の各項目は内容的妥当性が確認されている

ため，一部の因子が FFMQ の下位尺度と予想とは異

なった関連がみられたことが FFMPQ 自体の問題であ

るか，マインドフルな子育ての特徴を表しているかにつ

いて，今後のさらなる検討が必要である。FFMPQの各

下位尺度が，実際のマインドフルネス介入の前後でマイ

ンドフルネス傾向の増加を捉えられるのか検討していく

必要がある。

議論の余地は残されているものの，FFMPQはマイン

ドフルな子育てを多次元的に測定するものとしてある程

度の構成概念妥当性を有することが示唆された。

実践への示唆

Kahn, Brandt, & Whitaker（2004）は，精神的に不

健康な 2 人の養育者（母親と父親，または母親とその

ボーイフレンド）をもつ子供の健康状態は，精神的に健

康な 2人の養育者をもつ子供よりも有意に不良であるこ

とを明らかにしている。一方，先に述べた Jones et al.

（2014）ではマインドフルな子育てが親の精神健康に有

益であることを示唆している。海外の複数のマインドフ

ルな子育て介入法について，吉益ら（2012）は，「マイン

ドフル子育て法の介入が，親の満足度や家族機能，さら

にはマインドフルネスそのものを高める可能性を示唆し

ている」としている。以上のことから，マインドフルな

子育ては親の精神的健康のみならず，子供の精神的健康

もまた向上させると考えられる。マインドフルな子育て

に関する知見を蓄積することによって，本邦においてペ

アレント・トレーニングのような従来の治療的諸技法に

選択肢を加えること，さらには親子の心理的諸問題の予

防的なアプローチも可能であると考えられる。本研究で

作成した FFMPQ は，マインドフルな子育ての研究を

行うにあたり，その一助となりうるといえる。本尺度は

25項目から成り，比較的短時間で回答できる対象者に負

担の少ない尺度である。学校など地域社会に対して調査

研究を行う際には，できるだけ項目の少ない質問紙が望

まれる。この点において，FFMPQは実態調査により適

用しやすいといえる。また，親の育児ストレス対処や精

神健康向上を目的としたマインドフルネス・トレーニン

グを本邦で行う際の，介入効果指標として用いることが

出来ると考えられる。
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本研究の限界と今後の課題

本研究の限界点点は多い。第一に，下位尺度の構成概

念妥当性にさらなる精査が必要であることがあげられ

る。第二に，調査参加者に父親が少ない。近年の養育者

調査では，母親のみならず父親もまた調査対象となって

おり，母親だけでなく父親に対しても実施のできる尺度

の開発が望まれる。また本研究では，各尺度得点の両親

の性差は分析しなかった。今後の調査で対象人数を増や

し，父親と母親の回答の相違点などを明らかにしていく

必要がある。第三に，調査参加者の子供の年齢が限られ

ている点である。本研究では小学生をもつ親を対象とし

て調査を行ったが，マインドフルネス技法が子育てにお

いて役立つのは幼児期から思春期まで多岐にわたるこ

とが示唆されている（Whittingham, 2014; Coatsworth

et al., 2015）。今後マインドフルな子育ての有用性を検

討するにあたり，FFMPQ がどの年齢の子供をもつ親

にも適用可能であるかについて検討していく必要があ

る。第四に，本研究では親の精神的健康については検

討していない点である。親の精神的健康は子供の精神

的健康にも影響することが示されている（Low, Dugas,

Constantin, Karp, Rodrigues, & O’Loughlin, 2012）。

先行研究では，マインドフルな子育て介入によって親の

ストレス反応を低下させたり（Whittingham, 2014），子

供との交流に対する満足感（Singh et al., 2006, 2007）

や母親の本来感（相馬・越川，2013）といったポジティ

ブな側面を促進させたりすることも示されている。今後

マインドフルな子育て研究を行うにあたり，親のマイン

ドフルネス傾向と精神的健康の関連を併せて検討してい

く必要がある。
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