
Japanese Journal of Mindfulness, 2020, Vol. 5, No. 1

　　 Original Article　 pp. 15–26

Impact of 5-Minute Meditation Sessions

at the Beginning of a University Class

on the Psychological States of Undergraduates

Online first published: August 28, 2020　 Published: December 28, 2020
［Received: April 1, 2020　 Accepted: July 28, 2020］

Haruyuki Ishikawa（Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University）

Akane Uchikawa（Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University）

Naho Kazama（Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University）

Miho Suzuki（Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University）

Hiromitsu Miyata（Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University）

Abstract

In recent years, mindfulness-based meditation programs have been applied to edu-

cational settings such as elementary and junior high schools in European and other

countries. Some of these programs have started to be introduced to Japan. However,

to date, few quantitative studies have investigated the effects of meditation in large

university classes. In this study, the authors introduced a 5-minute focused atten-

tion and open monitoring meditation session into a university undergraduate course

to examine whether and how meditation at the beginning of each lecture impacts

mood and motivational states at the end of the lecture. The participants reported

significantly higher scores regarding their degree of relaxation after lectures compared

without meditation. In addition, when compared with students reporting lower scores

for their own meditation performance, students reporting higher scores showed signifi-

cantly higher scores for the degrees of relaxation, concentration during lectures, lecture

comprehension, and interest in the lecture. These findings suggest that meditation at

the beginning of a lecture can produce desirable psychological effects throughout the

lecture period, and that self-evaluation regarding the meditation performance and type

of meditation are associated with these effects.
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概　要

近年，マインドフルネス瞑想のプログラムは，欧州などを中心に小中学校を含む教育現

場に応用されており，日本への導入も検討されている。大学の多人数講義における瞑想実

践の効果に関して，量的な検討は少ない。本研究では，大学学部生を対象とした 1学期間

の講義の冒頭で，5分間の集中ないし観察瞑想を実施し，講義終了時における気分および

動機づけ状態を含む心理的効果を検討した。その結果，5分間瞑想を実施した講義回では，

実施しなかった回よりもリラックスの得点が有意に高かった。また，瞑想の出来に関する

自己評定が高い学生は，自己評定が低い学生よりも，リラックス，講義への集中度，理解

度，興味の得点がいずれも有意に高かった。これらから，講義冒頭における瞑想の実践は，

講義時間中を通して望ましい心理的効果を持つことが示唆される。一方，瞑想の出来に対

する自己評価と瞑想の種類も，これらの効果に関連しているかもしれない。

キーワード：大学授業，5分間瞑想，気分，動機づけ，大学生
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序　論

近年，教育現場における瞑想の有用性が注目されつつ

ある（Sapthiang, Van Gordon, & Shonin, 2019）。その

代表的なものとしては，初等・中等教育での生徒のウェ

ルビーイングや適応性を高めることを目的とした取り組

みが挙げられる（Kuyken et al., 2013; Schonert-Reichl

& Lawlor, 2010）。例えばイギリスを中心に活動する

Mindfulness in Schools Project（MiSP）は教員の指導

によって行う学校現場でのマインドフルネス実践プログ

ラム（ .b［ドット・ビー］プログラム）を作成しており，

週 1回 40分程度の実践を 4週間（Huppert & Johnson,

2010）あるいは 8週間（Kuyken et al., 2013）行うこと

が，小・中学生の精神的健康に寄与することが報告され

ている。本邦においても，小学 6年生を対象とした 8週

間の .b プログラムが集中やリラックスを高める可能性

が報告されたほか（芦谷・伊藤・村田・中川，2018），1

回 5分間の呼吸法とボディスキャンを週 2～ 3回，計 8

週間行うことで，小学 3年生の集中力や向社会的行動が

高まる傾向がみられたことが報告されている（名嘉・郷

堀・大下・得丸，2012）。

また，瞑想の大学教育への導入についても探索的な

研究が行われており，認知機能やウェルビーイングに関

する一定の有用性が示されている（Shapiro, Brown, &

Astin（2011）を参照）。例えば Hall（1999）は，瞑想の

実践が大学生の学業成績に及ぼす影響を検討し，学期を

通して週に 2 回，60 分程度の集中瞑想のセッションを

行った学生は，瞑想を行わなかった学生と比べて当該学

期の成績が高かったことを報告した。ただし，初等・中

等教育における実践と大きく異なる点として，大学では

スケジュールを共有する学級のような集団が存在しな

いことが挙げられる。したがって，十分な教示，実施，

フィードバックの時間を確保した瞑想の定期的な実践が

困難であり，現実的には短時間かつ簡潔な瞑想を行う程

度にとどめざるを得ない場合が多いと考えられよう。

しかしながら，短時間の瞑想も様々な効果をもつこ

とが報告されている。例えば，実験室における 10 分間

の簡易的なマインドフルネス瞑想が，大学生の平常時お

よびネガティブ体験後の注意制御能力を向上させること

が示唆されている（Jankowski & Holas, 2020; Norris,

Creem, Hendler, & Kober, 2018）。不安傾向の高い大

学生では，同様の瞑想を行うことによって，注意の持続

を要する課題遂行中のマインドワンダリングが減少する

ことが示された（Xu, Purdon, Seli, & Smilek, 2017）。

講義中の注意の散漫は講義内容の定着を妨げ，試験成績

の低下を招くことから（Glass & Kang, 2019），簡易的

な瞑想による注意制御の向上は学業面でのパフォーマン

スの向上につながることが期待される。

こうした観点から，大学の講義時間中における教場で

の簡易的な瞑想の実践が，学生の精神的健康や講義への

取り組みに好ましい影響を及ぼす可能性が示唆される。

しかしながら，これまでに大学の講義中における瞑想実

践の効果を検討した研究は極めて少ない。その一例とし

て，Ramsburg & Youmans（2014）は，大学の講義冒

頭に 6分間の呼吸瞑想（数息観）を行った場合に，瞑想

を行わなかった場合よりも講義内容に関するテストの正

答率が高くなったことを報告した。また，小原（2006）

では週 1回，計 14回の講義冒頭で 5分間の呼吸瞑想を

行い，集中度やリラックスの向上といった効果が示唆さ

れた。ただし，前者は 1回の実践による効果のみを検討

したものであること，後者では定量的な分析が行われて

いないことから，大学の教場で簡易的な瞑想を継続的に

実施することの効果については十分に明らかになってい

ない。

さらに，これまでに検討されていない点として，実施

する簡易瞑想の種類と効果の関連性が挙げられる。瞑想

は，特定の対象への持続的な注意集中を行う「呼吸瞑想

（集中瞑想）」と，今この瞬間にあるあらゆる感覚，感情

をありのままに観察する「観察瞑想（洞察瞑想）」に大

別される（Lutz, Slagter, Dunne, & Davidson, 2008）。

マインドフルネス瞑想はこれらの要素を組み合わせたも

のであるが，両者はそれぞれ異なる機序，効果をもつこ

とが示唆されており（Fujino, Ueda, Mizuhara, Saiki,

& Nomura, 2018; Mehrmann & Karmacharya, 2013），

それぞれの効果を区別して検証する必要性が指摘される

（藤野他，2019）。

これに加えて考慮すべき要因として，瞑想の出来に

対する個人の自己評定が挙げられる。講義時間内での瞑

想は全体への簡易的な教示のみによって実施せざるを得

ず，個々の質疑応答やフィードバックを行うことができ

ないため，瞑想がどれほどうまくできていると感じるか

には学生間でばらつきが生じると考えられる。これまで

の瞑想に関する研究においては，こうした自己評定によ

る影響は注目されてこなかったが，自己評定が高い学生

と低い学生の間では，同じ瞑想を実践した場合でも得ら

れる効果に差があるかもしれない。したがって，気分状

態や受講態度への瞑想の効果を検討する上では，学生個

人がどの程度うまく瞑想に取り組めたと感じていたかを

考慮する必要があるだろう。また，瞑想の出来に対する

自己評定が呼吸瞑想と観察瞑想の実施時に異なる影響を

示す可能性も考えられる。例えば，講義内の瞑想がうま
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く行えていないと回答した学生では，特にいずれかの種

類の瞑想実践時に十分な効果が得られないことがあるか

もしれない。この点を検証することで，講義時間内で実

践する瞑想の種類と効果の関連性や実施に際して考慮す

べき事項をより詳細に論じることができるであろう。

以上の点をふまえ，本研究では，大学の多人数講義の

時間内における簡易的な呼吸瞑想・観察瞑想の実践が，

大学生の気分状態および講義への取り組み，理解に及

ぼす影響を，瞑想に対する自己評定との関連から探索

的に検討することを目的とした。先述の通り，講義時間

を用いた瞑想の実践は学生に対する精神面，学業面で

の利益になることが期待されるものの，その効果はいま

だ定量的かつ長期的に検証されていない。週 1 回かつ

短時間の簡易的な瞑想であっても，学期を通して継続す

ることによって学生に顕著な効果を及ぼすかもしれな

い。加えて，これまでに教場における瞑想実践を行った

研究では呼吸瞑想のみが用いられており（小原，2006;

Ramsburg & Youmans, 2014），観察瞑想による効果は

明らかになっていない。そこで本研究は，呼吸瞑想と観

察瞑想の双方を講義内で実践し，その効果の比較を行っ

た。瞑想の初心者である一般の大学生では，より教示の

理解や実践が容易であると考えられる呼吸瞑想の方が，

観察瞑想と比べて気分や動機づけ状態により望ましい効

果をおよぼす可能性がある。一方，あらゆる対象に広く

注意を向ける観察瞑想は，講義内容への興味を高めるこ

とに寄与する可能性が考えられる。さらに，瞑想の自己

評定が高い学生は，低い学生と比べてこれらの効果がよ

り顕著に表れると期待される。

方法

参加者

参加者は，都内の大学における全学年の学部生を対象

とした講義科目の履修者 270名のうち，本研究への協力

に同意した健康な大学生 182 名（女性 117 名，男性 65

名，18–27歳，平均 19.6歳，SD = 1.15）であった。当

該講義以外でマインドフルネス瞑想を日常的に実践して

いると自己報告した参加者はいなかった。参加者は，第

2，3，4回のいずれかの講義内において，本研究の目的お

よび調査内容について口頭および説明書による説明を受

け，当該学期を通しての研究への協力に同意した場合に

は，同意書に自筆署名した。説明書には，本研究が講義

そのものとは独立した目的（「瞑想の実践に関わるさま

ざまな心のありかたを，学術的に検討すること」）におい

て行われること，研究への参加は授業参加とは切り離さ

れた任意のことであり，研究の全部または一部に協力し

なかったことや回答内容によって成績評価をはじめとし

た一切の不利益が生じないこと，いつでも参加の辞退お

よび結果の破棄，公表中止を求められること，および学

術上の目的に限り，匿名で結果を公表する場合があるこ

とを明示した。協力に対する謝礼は支払われなかった。

質問項目および心理評定尺度

以下の各質問項目および尺度を，講義における瞑想に

ついてのアンケートとして用いた。参加者は，回答内容

は個人の評価や優劣とは関係がなく，各項目に良いまた

は悪い回答は無いため，感じた通り，ありのままを記入

するよう教示された。

　

1．瞑想の種類　参加者が実際に行った，または行わ

なかった瞑想の種類を確認するため，当該日の講義で

行った瞑想を，「呼吸瞑想」，「観察瞑想」，「行っていな

い」のいずれかで回答させた。

　

2．単一項目尺度　瞑想の出来に関する自己評定，心

理状態，当該回の講義への態度および関心のそれぞれを，

講義終了時に短時間で回答可能な，独自の単一項目尺度

で回答させた。参加者は，「今日の瞑想はうまくできた

（瞑想の自己評定）」（5分間瞑想を実施した講義回のみ），

「今現在，不安を感じている（不安）」，「今現在，リラッ

クスしている（リラックス）」，「今日の講義に集中できた

（集中）」，「今日の講義内容をよく理解できた（理解）」，

「今日の講義は興味深かった（興味）」の 6つの質問項目

それぞれに，「まったくあてはまらない」を 1，「非常に

良くあてはまる」を 10とする 10件法で回答した。

　

3．Positive and Negative Affect Schedule

（PANAS; 佐藤・安田，2001）　 PANASはポジティ

ブ気分（Positive Affect; PA）およびネガティブ気分

（Negative Affect; NA）の 2因子で気分状態を測定する

簡易気分評定尺度であり，感情，情動研究に広く使われ

ている（e.g., Kubo, Okanoya, & Kawai, 2012; Miyata,

Okanoya, & Kawai, 2015）。Watson, Clark, & Telle-

gen（1988）の日本語版として佐藤・安田（2001）が作

成した尺度は，十分な信頼性が確認されている（PA:

α = .90; NA: α = .91）。日本語版 PANAS は，PA，

NAが各 8項目の計 16項目からなり，ポジティブ（e.g.,

活気のある; わくわくした）およびネガティブ（e.g., お

びえた; 苦悩した）な気分を表す形容詞に，それぞれ「全

くあてはまらない」が 1 から「非常に良くあてはまる」

が 6 までの 6 件法で回答する。PA，NA それぞれにつ
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いて，合計得点を算出する。本研究では，単一項目尺度

と同様に，各項目が現在の気分にどの程度あてはまるか

を回答させた。

手続き

本研究は，2018 年度春学期の開講期間中（2018 年 4

～ 7月）を通して，当該講義の教室内で実施した。各回

の講義時間は 13 時から 14 時 30 分までの 90 分間で，

参加者への教示はすべて講義担当教員が行った。各回の

講義内容は本実験とは独立に構成されており，瞑想と講

義の時間は明示的に区別されていた。第 1回の講義内で

は，マインドフルネスおよび静坐瞑想法の基礎について，

教室内のスクリーンに Microsoft PowerPoint スライド

を投影して簡潔に解説した。その際，熊野（2011）に基

づき，今日的な意味でのマインドフルネスは「今の瞬間

の現実に常に気づきを向け，その現実をあるがままに知

覚し，それに対する思考や感情にはとらわれないでいる

心の持ち方，存在の在り様（熊野，2011，p. 70）」を指

すことを説明した。また Kabat-Zinn（1990）に基づい

て，静坐瞑想法の基本は「いろいろな思いにとらわれた

ら，呼吸に注意を戻す。それにより思いにとらわれず，

自分の心を客観視する」ことであり，具体的には（1）呼

吸とともに座る，（2）呼吸と体の一体感を味わいながら

座る，（3）音とともに座る，（4）心の中の思いと共に座

る，（5）あるがままの意識とともに座る，といった方法

が含まれることを説明した。そのうえで，5分間瞑想を

実施した。瞑想の開始時と終了時に，ティンシャ（直径

7.5cm; アマナマナ社）を各 1回鳴らした。瞑想は閉眼で

行い，腰を立てた静坐姿勢を各参加者の席で維持するよ

う教示した。瞑想中は室内の照明を暗くしてカーテンを

閉め，教室のスクリーンには蓮の絵のみを投影した。ま

た次週以降の授業で，冒頭に 5分間瞑想を行い，質問調

査を実施する回を設けること，瞑想中の途中入室はでき

ないこと，および急性期症状がある，気分が悪い等の理

由で瞑想を行いたくない場合は，瞑想を行わないか室外

に一時退出してもよい旨を説明した。第 1 回講義では，

質問調査は実施しなかった。

第 2回以降の講義では，瞑想を行う，または行わない

講義回を設けた。瞑想を行う講義回（瞑想実施あり回）

では，講義の冒頭に 5分間のマインドフルネス瞑想を実

施した。講義回ごとに参加者を呼吸瞑想条件，観察瞑想

条件のいずれかにランダムに割り付けるため，はじめに

当該学生の学籍番号の下 1 桁の数字 が「奇数」「偶数」

のいずれかを確認させた。そのうえで，教示用スライド

（Figure 1）を用いて，呼吸瞑想（ Figure 1［A］）および

観察瞑想（ Figure 1［B］）の内容を示した。その際，す

Figure 1．集中瞑想（A）および観察瞑想（B）のスライドに

よる教示の例（スライドに掲載していた蓮のイラストは、著作

権上の都合で本図からは削除した）　　　　　　　　　　　　

べての参加者にいったん目を閉じるよう指示し，学籍番

号の下 1桁が偶数の場合と奇数の場合とに分けて，それ

ぞれの教示用スライドを投影し，自身に該当する教示内

容のみを静かに目を開けて確認するよう指示した。この

手続きは，他の参加者の課題内容を知ることで，質問へ

の回答にバイアスが生じることを防ぐためのものであっ

た。学籍番号の下 1桁が「奇数」「偶数」の参加者のいず

れを呼吸瞑想条件，観察瞑想条件に割り付けるかは，講

義回ごとに変えてカウンターバランスを取った。すなわ

ち，第 3，6，10，12回（計 4回）の講義では，下 1桁

が「奇数」の参加者を呼吸瞑想条件，「偶数」の参加者を

観察瞑想条件とした。第 4，5，9，13回（計 4回）の講

義では，下 1桁が「奇数」の参加者を観察瞑想条件，「偶

数」の参加者を呼吸瞑想条件とした。これら以外の 5分

間瞑想の実施手続きは，第 1回講義と同じであった。第

2，11，14回（計 3回）の講義は，瞑想を行わない講義

回（瞑想実施なし回）とし，瞑想を実施せず講義を開始

した。瞑想を行った計 11 回については，講義中に各参

加者に質問用紙を配布し，90 分間の講義終了時に記入

して提出するよう教示した。上記を除く講義回について

は，外部講師による授業などのため，質問調査を実施し
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なかった。本研究の質問項目は講義内容に対するレポー

トと同一の用紙内に印刷されており，各回の各参加者の

データは用紙内に記された参加者の氏名によって照合さ

れた。なお，講義内容に関連するレポート課題を本研究

とは独立に毎回課しており，それのみを成績評価に使用

した。この点は，レポート記入欄に「講義の成績評価に

は，下記の欄のみを使用します」と記すことで受講者に

明示された。

結　果

研究協力に同意した上で回答した質問用紙を提出した

学生は，第 2 回講義から順に 132 名，142 名，138 名，

132名，124名，116名，100名，77名，101名，106名，

58 名であり，これらの参加者をデータ解析の対象とし

た。分析に際して，PANASの項目への回答に 1つの欠

損があった場合は，その参加者の同因子の項目の平均値

を代入した。2つ以上の欠損が含まれた場合には，その

回の PANAS得点全体を欠損値として扱い，分析から除

外した。単一項目尺度に欠損があった場合も同様に，そ

の回の得点を分析から除外した。上記のデータ解析の対

象とした参加者について，除外された欠損値の割合は，

11回の講義それぞれについて 0.2–9.1%（平均 3.4%）で

あった

瞑想実施あり回となし回における得点の比較

はじめに，講義冒頭における 5分間瞑想の実施の有無

による各従属変数（PANAS［PA, NA］・不安・リラッ

クス・集中・理解・興味）得点の差を検討するため，瞑想

実施あり回（8回）と瞑想実施なし回（3回）の平均値に

ついて，対応のある t検定を実施した（Table 1）。この

際，質問用紙に回答しなかった回のある参加者について

は，回答の得られた回のみを用いて平均値を算出した。

その結果，「リラックス」において有意な差がみられ，瞑

想実施あり回のほうが瞑想実施なし回よりも高い得点を

示した。その他の従属変数では，瞑想実施あり回の方が

なし回よりも PA，集中，理解，興味の得点はいずれも

高く，NA，不安の得点は低かったが，条件間の有意差は

みられなかった。

呼吸瞑想と観察瞑想の条件間における得点の比較

次に，呼吸瞑想条件（4回）と観察瞑想条件（4回）の

平均値について，対応のある t検定を行った（Table 2）。

なお，回答のなかった回，教示と異なる瞑想を行ってい

た回があった場合については，その回を除いて平均値を

算出した。この結果，いずれの従属変数においても条件

間の有意な差はみられなかった。

瞑想の自己評定と各瞑想条件における得点との関連

次に，瞑想実施あり回の 8回全てにおいて「瞑想の種

類」を回答した参加者のみを抽出した。該当者は 56 名

であった。これらの参加者が毎回の講義終了時に回答し

た瞑想の自己評定の平均値を算出し（5.7点），平均以上

の者を自己評定高群（30名），平均未満の者を自己評定

低群（26名）として分類した。まず，各従属変数につい

て，呼吸瞑想条件・観察瞑想条件・瞑想実施なし回のそ

れぞれの平均点を算出した。この際，参加者が教示と異

なる種類の瞑想を行っていた回がある場合は，その回を

除いて平均点を計算した。自己評定の高さと瞑想の効果

の関連を検討するため，これらの得点に対して，自己評

定（高・低）×条件（呼吸瞑想条件・観察瞑想条件・瞑想

実施なし回）の 2要因混合分散分析を行った（Table 3）。

この結果，自己評定の主効果が「リラックス」「集中」

「理解」「興味」で有意であり，いずれも自己評定高群が

低群よりも高い得点を示した。また，「興味」では有意

な交互作用がみられ，呼吸瞑想・観察瞑想条件において

のみ，自己評定高群の得点が低群に比べて有意に高かっ

た（呼吸瞑想: F (1, 47) = 16.17, p < .01, ηp2 = .26;

観察瞑想: F (1, 47) = 14.69, p < .01, ηp2 = .24）。加

Table 1．瞑想実施あり回となし回の平均値の t 検定
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Table 2．呼吸瞑想条件と観察瞑想条件の平均値の t 検定

えて，自己評定低群における条件の単純主効果も有意で

あり（F (2, 48) = 3.84, p < .05, ηp2 = .14），瞑想実施

なし回の得点が観察瞑想条件に比べて高い傾向にあった

（p < .10）。

瞑想の自己評定と各瞑想の反復継続との関連

先の分析で抽出した 56 名の各従属変数の得点につい

て，講義冒頭の 5分間瞑想を講義回を通して反復継続す

ることによる効果を検討するため，自己評定（高・低）

×瞑想の種類（呼吸瞑想条件・観察瞑想条件）×各瞑想

条件における回数（1回目・2回目・3回目・4回目）の

3要因混合分散分析を行った（Table 4）。なお，通常の

分散分析では参加者の縦断データに欠損値が含まれた場

合，その参加者の全てのデータを分析から除外すること

になる。このサンプルサイズの低下を避けるため，欠損

値を含むデータを除外することなく分析可能な（山口，

2018）線形混合モデルを用いて分散分析を行った。推定

には，サンプルサイズが小さい場合のバイアスを生じに

くいとされる（井関，2020）制約付き最尤法を用いた。

モデルには上記の 3要因を固定効果として投入し，さら

に参加者個人の影響を変量効果として統制した。

　

PANAS 　 PA では瞑想の種類×回数の交互作用が

有意であった。単純主効果を検討したところ，1回目で

呼吸瞑想条件の得点が観察瞑想条件に比べて有意に高く

（p < .01），また Tukey法による多重比較の結果，呼吸

瞑想条件では 1 回目に比べて 3 回目の得点が低い傾向

にあった（p < .10）。 NAでは回数の主効果が有意であ

り，1回目と比べて 4回目の得点が低い傾向がみられた

（p < .10）。

　

不 安　回数の主効果が有意であり，1回目，2回目と

比べて 4回目の得点が有意に低かった（ps < .05）。

　

リラックス　自己評定×瞑想の種類×回数の2 次の交

互作用が有意傾向を示した。単純交互作用を検討したと

ころ，自己評定低群における瞑想の種類×回数の単純交

互作用が有意傾向を示した（F (3, 175) = 3.26, p < .10）。

自己評定低群では，まず 4 回目で呼吸瞑想条件の得点

が観察瞑想条件に比べて有意に高かった（p < .01）。ま

Table 3．瞑想の自己評定×条件の 2 要因混合分散分析
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Table 4．線形混合モデルによる，瞑想の自己評定×瞑想の種類×各瞑想条件における回数の3 要因混合分散分析

た，集中瞑想条件の 1回目に比べて 3回目の得点が有意

に低く，観察瞑想条件では 1 回目と比べて 3，4 回目，

2 回目と比べて 4 回目の得点がそれぞれ有意に低かっ

た（ps < .05）。加えて，1回目における自己評定×瞑想

の種類の単純交互作用が有意であり（F (1, 108) = 4.81,

p < .05），観察瞑想条件で自己評定低群の得点が高群よ

りも有意に高く，自己評定高群では呼吸瞑想条件の得点

が観察瞑想条件に比べて有意に高かった（ps < .05）。

また，瞑想の種類の主効果が有意傾向を示し，呼吸瞑

想条件は観察瞑想条件と比べて得点が高い傾向にあっ

た。回数の主効果も有意であり，1，2 回目と比べて 3，

4回目の得点が有意に低かった（ps < .05）。

　

集 中　自己評定の主効果が有意であり，高群の得点

が低群に比べて高かった。また時点の主効果も有意であ

り，1回目と比べて 3，4回目，2回目と比べて 4回目の

得点がそれぞれ有意に低かった（ps < .05）。

　

理 解　自己評定×瞑想の種類×回数の2次の交互作用

が有意傾向を示し，自己評定低群における瞑想の種類×

回数の単純交互作用が有意であった（F (3, 75) = 3.51,

p < .05）。自己評定低群では 4回目で呼吸瞑想条件の得

点が観察瞑想条件に比べて有意に高かった（p < .01）。

また，呼吸瞑想条件の 1 回目に比べて 3 回目の得点

が有意に低く（p < .05），2 回目も低い傾向がみられ

（p < .10），観察瞑想条件では 1回目に比べて 3，4回目

の得点が有意に低く，2回目と比べても 4回目の得点は

有意に低かった（ps < .01）。

自己評定の主効果が有意傾向を示し，高群の得点は低

群よりも高い傾向にあった。瞑想の種類の主効果も有意

傾向を示し，呼吸瞑想条件の得点が観察瞑想条件と比べ

て高い傾向にあった。回数の主効果も有意であり，1回

目に比べて 2，3，4回目の得点が有意に低く，2回目と

比べて 4回目が有意に低かった（ps < .05）。また，2回

目と比べて 3回目の得点が低い傾向にあった（p < .10）。

　

興 味　回数の主効果が有意であり，1 回目に比べて

2，3，4回目の得点が有意に低く，2回目に比べて 4回

目が有意に低かった（ps < .05）。

各瞑想条件における得点間の相関分析

上述の 56 名の呼吸瞑想条件・観察瞑想条件・瞑想実

施なし回のそれぞれにおける各従属変数について，平均

得点の相互の相関係数を算出した。この結果，呼吸瞑想

条件では「集中」，「理解」，「興味」が NAとの間（集中:

r = .36, p < .01; 理解: r = .35, p < .01; 興味: r = .30,
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p < .05），および「不安」との間（集中: r = .30, p < .01;

理解: r = .26, p < .10; 興味: r = .27, p < .05）に有

意な正の相関，あるいは相関傾向を示した。観察瞑想条

件でも同様に，「集中」，「理解」，「興味」が NA との間

（集中: r = .33, p < .05; 理解: r = .26, p < .10; 興

味: r = .27, p < .05），および「不安」との間（集中:

r = .35, p < .01; 理解: r = .25, p < .10; 興味: r = .34,

p < .05）に有意な正の相関，あるいは相関傾向を示し

た。一方，瞑想実施なし回ではこれらの変数間に有意な

相関はみられなかった（rs = −.04 — .19, n.s.）。

考　察

本研究の目的は，大学講義の冒頭で行う 5分間の呼吸

瞑想ないし観察瞑想が，講義終了時における大学生の気

分および講義への取り組みに及ぼす効果を検証すること

であった。

まず，瞑想を実施した回では実施しなかった回と比べ

て，学生がよりリラックスした態度で講義に参加してい

たことが示された（Table 1）。これと同様の効果は，講

義での 5分間瞑想を扱った小原（2006）においても報告

されていることから，講義教室における短時間の瞑想に

よる影響として学生が実感しやすいものであると考えら

れる。なお，本研究では講義冒頭に瞑想を行い，講義終

了時に質問項目への回答を求めた。すなわち，5分間と

いう短時間の瞑想実践は，90分の講義時間にわたって学

生の気分に対する一定の効果を示すのかもしれない。た

だし，その効果量は小さく，瞑想の実践が実質的にどの

程度の影響を学生に及ぼすのかは慎重に検討する必要が

あるであろう。

また，各瞑想条件の 1 回目を比べると，呼吸瞑想条

件では観察瞑想条件よりも高いポジティブ気分が報告さ

れた。すなわち，簡易的な教示のもとで初めて実践を行

う際には，呼吸瞑想の方が学生にとって気分状態への好

ましい効果を実感しやすいものであったことが示唆され

る。この結果は，後述するような 2つの瞑想の内容や行

いやすさの差異によるものである可能性が考えられる。

さらに，本研究では講義内の瞑想の出来に対する自

己評定が，瞑想の効果に影響を及ぼすことが示された。

すなわち，毎回の瞑想が上手くできたと感じていた学生

は，そうでない学生と比べて，リラックス気分，講義へ

の集中，講義内容の理解，講義内容への興味の得点がよ

り高かった（Table 3）。特に瞑想の自己評定高・低群間

での講義内容への興味の差は，いずれかの瞑想を行った

回の平均でのみ確認され，瞑想実施のない回ではみられ

なかった。すなわち，講義を通じて自身の瞑想の達成度

をどう評価していたかにより，瞑想を行った回の講義の

内容への興味が左右されることが示唆された。集中度の

高まり，講義内容の理解促進は，いずれも短時間の瞑想

の効果として先行研究で報告されており（小原，2006;

Ramsburg & Youmans, 2014; Xu et al., 2017），毎回

の瞑想がうまくできたと感じていた学生の方がこの効果

が得られやすかったという本研究の結果は，これらと矛

盾しないものである。また，呼吸瞑想・観察瞑想の双方

の要素を内包するマインドフルネス瞑想は自己の内的体

験への好奇心を高めるとされる（Lau et al., 2006）。毎

回の瞑想がうまくできていた学生では，講義冒頭の簡易

的な呼吸瞑想・観察瞑想の実践によってこのような態度

が引き起こされ，うまくできなかった学生と比べて講義

で提示された情報およびその体験に対する興味関心が高

まったのかもしれない。

本研究では，瞑想の自己評定との関連において，呼吸

瞑想と観察瞑想がいくつかの異なる効果をもたらす可能

性が示された。まず，観察瞑想条件と瞑想実施なし回の

平均値を比較すると，瞑想の自己評定が低い学生では，

講義内容への興味が後者と比べて前者で低かった。ま

た，瞑想条件間で比較すると，瞑想の自己評定が低い学

生は呼吸瞑想条件の 4回目において，観察瞑想条件の 4

回目よりもリラックス気分，講義内容の理解度が高かっ

た。瞑想の自己評定が低い学生ではこれらの得点が全

体として回数を追うごとに低下していたが，呼吸瞑想を

行った回の方がこの低下の度合いが抑えられていたとい

うことができるであろう。観察瞑想は，呼吸などの明確

で固定された注意焦点化の対象をもたず，また思考や感

覚から一定の心的距離を保ちながら観察するという，普

段とは異なる態度を要求されることから，呼吸瞑想に比

べて実践が難しい技法であると考えられる。思考や感覚

への注意はネガティブな自己注目やマインドワンダリン

グの引き金となることも考えられよう。したがって，毎

回の瞑想がうまくできないと感じていた学生は，最後の

4回目まで観察瞑想における評価や判断を伴わない注意

の向け方を掴むことができず，瞑想時に活性化した思考

によって講義時間中に注意が逸れやすくなってしまった

り，観察瞑想そのものへの緊張や困惑を感じていたのか

もしれない。一方，呼吸瞑想はこうした学生においても

比較的実践しやすかったために，4回目の時点で観察瞑

想よりも好ましい効果が得られた可能性がある。

瞑想の自己評定が高い学生においても，呼吸瞑想条件

の 1 回目では観察瞑想条件の 1 回目よりも高いリラッ

クス気分が報告された。したがって，毎回の瞑想にしっ

かりと取り組めたと感じていた学生であっても，初め

て観察瞑想を行った際には先述のような緊張，混乱が起

23



石川ほか：大学授業中の 5分間瞑想

こっていた可能性が考えられよう。なお，観察瞑想条件

の 1 回目では瞑想の自己評定の高い学生よりも低い学

生の方がリラックスしていたことが示された。瞑想の自

己評定の高い学生は，初めて観察瞑想を実践した際，指

示に従って積極的に思考や感情に注意を向けた結果とし

て，より不快な思考や感覚に気づきやすかったのかもし

れない。

以上より，講義時間内で簡易的な瞑想を行う場合，呼

吸瞑想に比べて観察瞑想では気分状態および講義の受講

態度の向上につながる効果が得られにくいことが示唆さ

れた。これまで，大学の講義時間内での瞑想実践として

は呼吸瞑想を用いたもののみが報告されており（小原，

2006; Ramsburg & Youmans, 2014），実際に呼吸瞑想

が学生の講義への取り組みを向上させることも示されて

いる（Hall, 1999; Ramsburg & Youmans, 2014）。講

義時間内での瞑想は，教示の簡略化や個人へのフィード

バックの省略といった制約のもとで行わざるを得ない。

こうした条件下で行われる観察瞑想は，特に全体として

瞑想がうまくできないと感じていた学生にとって，呼吸

瞑想のような好ましい効果を実感しにくいものであった

と推察される。したがって，より多くの学生に対して気

分状態や受講態度への好影響をもたらすことを目的とし

た場合には，先行研究同様に呼吸瞑想を用いることが効

率的であるといえよう。ただし，例えば講義の回を重ね

るごとに瞑想の教示内容を変化させていく，学生からの

質問に対して全体へのフィードバックを行うといった方

法によって，講義時間内でも観察瞑想への理解を高める

ことができる可能性もあろう。こうした教示の工夫を重

ねた上で，簡易的な観察瞑想の効果をさらに検討してい

くことが望まれる。

また，本研究では講義内での瞑想実践に際して留意す

べき点に関する示唆も得られた。瞑想条件ごとの変数間

の相関分析では，呼吸・観察瞑想条件においてのみ，講

義への集中，講義内容の理解，講義内容への興味の得点

と，ネガティブ気分および不安の間に正の相関関係が見

出された。すなわち，講義内での簡易的瞑想の実践は，

受講態度への望ましい影響と同時にネガティブな気分状

態をもたらす可能性が示された。マインドフルネスにお

いては，気づきと共に受容的態度が中核的な要素である

とされ（Bishop et al., 2006），前者が高くとも後者が低

い場合には，全般的な精神的健康が低い状態となること

が指摘されている（前川・越川，2015）。本研究におけ

る瞑想実践では，こうした価値判断を伴わない受容的態

度の涵養が不十分であったために，瞑想時に自己の不快

な感覚や考えに対する気づきのみが高められ，抑うつや

不安をより強く感じさせる効果を生んでしまった可能性

がある。したがって，簡易的な瞑想実践によって学生の

気分状態へのポジティブな効果を生むためには，特に気

づきと受容的態度の双方を十分に意識させるような教示

を工夫する必要があると考えられる。

以上より，本研究では，大学の講義時間内における簡

易的な瞑想が学生の気分状態および受講態度に一定の

効果を及ぼすことが示された。すなわち，適切な教示に

よって学生の理解を促すことができれば，講義における

5分間の簡易的な瞑想（特に呼吸瞑想）の実践は，学生

の気分状態を安定させ，講義への動機づけを高める有用

な取り組みになりうるといえるだろう。近年は初心者に

向けた呼吸瞑想・観察瞑想の教示法に関する研究も進め

られており（藤野他，2019），こうした知見をふまえな

がら実践プログラムを改善していくことで，講義時間中

における簡易的瞑想の有効性をさらに向上させることが

できると期待される。

最後に，本研究の限界と今後の展望を述べる。まず，

本研究では瞑想実施あり回で呼吸瞑想と観察瞑想を交

互に近い順序で行った。これは受講生が出席時になるべ

く双方の瞑想を体験しやすいようにするための教育的な

配慮に基づいたものであったが，研究的観点からすると

2つの瞑想による効果の交絡を引き起こす原因になった

と考えられる。厳密に呼吸瞑想・観察瞑想の効果を比較

する上では，講義期間の前半と後半で両者を切り替える

といった方法が望ましいであろう。次に，本研究におけ

る全ての変数が学生の自己回答で得られたものであるた

め，その客観的な妥当性を評価することができない。し

たがって，例えば瞑想の出来に関する自己評定が高かっ

た学生が実際に適切に瞑想を実践できていたのかは定か

でない。自尊感情やその他の性格特性が，瞑想の出来に

関する評定に影響していた可能性も考えられるだろう。

今後の研究では，自己記述式の心理状態尺度項目に加え

て，心理特性尺度，行動指標や生理指標，学業成績など，

より多角的で客観性の高い指標を用いて効果を検討する

ことが必要である。また，本研究では講義終了時に測定

を行ったことから，瞑想条件や回数の効果のみならず毎

回の講義の内容も，各変数の得点に少なからず影響を及

ぼしていたと考えられる。瞑想の種類や，それらを講義

で反復的に実践することによる効果が安定的に得られる

ものであるかについて，さらに検証を重ねていく必要が

ある。そして，講義期間中に質問項目への反復的な回答

を求めたことが，学生の回答内容に影響を及ぼした可能

性が考えられる。本研究では，単一項目尺度の得点が概

ね，各瞑想条件の 1回目から 4回目にかけて低下してい

く結果となった。これは瞑想実践を重ねることで効果が

薄れていること，ないし講義自体への動機づけ水準の低
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下を示すのかもしれないが，一方で反復的な質問による

学生の回答の歪みを表している可能性もある。実際，質

問項目に回答する学生は回を追うごとに減少する傾向に

あり，全ての講義回を通して利用可能なデータは参加者

の人数に比して少数であった。特に瞑想の自己評定に関

する分析（Table 3，4）では，各水準のサンプルサイズ

の小ささが推定に影響した可能性が否めない。したがっ

て，回答のバイアスが生じにくく，十分なサンプルサイ

ズの縦断データが取得できるような条件で，再度，大学

講義における瞑想の効果を検証することが望まれる。こ

うした実証的知見を蓄積することで，マインドフルネス

瞑想の大学教育への応用がより効果的な形で実現できる

ようになると期待される。
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