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Abstract

The purpose of this study was to investigate whether “self-help” can be effective in

maintaining the well-being of elderly people, especially in comparison to the prevalent

concept of “mutual support” as obtained through social contact. In this study, we

examined the effects of mindfulness as a type of “self-help” for the well-being of this

population. First, we conducted a questionnaire survey of 76 elderly people. Then, we

implemented a program, developed by us, introducing mindfulness to 33 of those 76

participants. The remaining 43 participants became the control group. We analyzed

the effect mindfulness had on subjective well-being and K6 mental health scale in the

76 participants, while controlling for related variables. Our analysis suggested that

mindfulness and financial conditions positively affect subjective well-being and K6.

Social contact also had a positive impact on subjective well-being, whereas spouse

and employment status had a negative effect. The results of the mindfulness interven-

tion program suggested that subjective well-being increases in intra-group comparison

before and after intervention. This effect was also seen in the inter-group comparison

of before and one month after the intervention.
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概　要

高齢者の well-beingを保つためには社会的接触で得られる「互助」に加えてセルフヘル

プとしての「自助」が有効と考え，「自助」としてのマインドフルネスが高齢者の well-being

に及ぼす影響について検討した。高齢者 76 名を対象に K6 と主観的幸福感に対するマイ

ンドフルネスの影響について，関連変数を統制して分析した。結果，マインドフルネスと

経済状況はいずれにもポジティブな影響が示された。主観的幸福感に対しては社会的接触

はポジティブ，配偶者と就労状況はネガティブな影響が示された。また，マインドフルネ

スを導入したプログラムを開発して上記の内 33名（介入群）に実施し，残り 43名を統制

群として比較検討を行った。結果，介入直後の群内比較および介入前と介入後 1カ月時の

群間比較で主観的幸福感が高まった。マインドフルネスは well-beingを高めるセルフヘル

プとして「自助」機能を持つ可能性が示唆された。
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問題と目的

高齢者の well-being

2018年度の統計によれば，我が国の 65歳以上人口は

3,558万人，高齢化率は 28.1％に上っており日本は超高

齢化社会を迎えている（内閣府，2019）。健康上の問題で

日常生活が制限されることなく生活できる期間を示す健

康寿命は，2016年時点で男性が 72.14年，女性が 74.79

年で，2010年との比較では男性で 1.72年，女性で 1.17

年と延びている。一方，60 歳以上の高齢者の自殺者は

自殺者全体の 39.43％と約 4割を占めており（厚生労働

省・警察庁，2020），超高齢化社会において高齢者が精

神的健康を保つことが課題といえる。

高齢者の精神的健康を示す指標については，抑うつ指

標，well-being，主観的幸福感，QOL（Quality of Life），

孤立感，生活満足感など様々な指標が用いられているが，

本論では高齢者を対象とする先行研究でも使用されてい

る well-beingを用いることとする（小林・深谷・杉原・

秋山・Liang，2014）。なお，小林他（2014）は生活満足

感と抑うつを測定して主観的ウェルビーイングとしてい

ることから，本研究でもポジティブな側面だけでなくネ

ガティブな側面を含めて well-beingという概念を用い，

高齢者の well-beingを高めるために必要なことは何かを

検討する。

高齢者の well-beingを高めるための政策

高齢者の well-beingを高めるための政策として，厚生

労働省は団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途

に，地域包括ケアシステムの構築を進めている（厚生労

働省，2020）。地域包括ケアシステムには自助・互助・共

助・公助という側面があるが（三菱 UFJ リサーチ＆コ

ンサルティング，2013），今後は少子高齢化や財政状況

から「共助」「公助」の大幅な拡充を期待することは難し

いため，「自助」「互助」の果たす役割が大きくなること

を意識した取り組みの必要性が指摘されている。

「互助」は，ボランティア活動や住民組織の活動など

の費用負担が制度的に裏付けられていない，住民が自

発的に行う相互の支え合いとされている（三菱 UFJ リ

サーチ&コンサルティング，2013）。先行研究において

社会的接触等の社会参加として検討され，社会的接触

と主観的幸福感との関係性や（Pinquart & Sörensen,

2000），社会的サポートや社会的関係の質と抑うつとの

関係性（Schwarzbach, Luppa, Forstmeier, König, &

Riedel-Heller, 2014），居住形態やネットワークサイズや

メンバーの種類，接触頻度と抑うつとの関係も示唆され

ている（増地・岸，2001）。

しかし，「互助」について費用負担が制度的に裏付けら

れていない自発的なものとされており，期待されるもの

ではあるが，必ず存在するものではないとも言われてい

る（三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング，2013）。事

実，「互助」の契機となる社会活動に参加していない人は

70歳以上では 52.5％と半数以上を占めており，参加率

は加齢とともに低減している（厚生労働省，2017）。ま

た，活動性の高い人は身体的にも健康であるが（岡本・

岡田・白澤，2006），高齢者の中には疾患や肢体の身体

的な機能不全により参加が難しい人もいる。仮に健康で

あっても，社会参加・奉仕活動には，地域への長期的コ

ミットメントの必要性も示唆されていることから（岡本

他，2006)，高齢になってからの社会参加を一律に推進す

ることには難しさがある。さらに，高齢者の 27.4 ％が

社会貢献活動をする意思を持っていないとの指摘もある

（澤岡，2016）。

以上より，何らかの理由で「互助」につながれない，あ

るいはつながらない可能性も想定する必要がある。その

ため，社会参加などによる「互助」システムを構築しな

がらも，その難しさや限界への対処として自分自身をケ

アする「自助」を組み込む必要があると考えられる。「自

助」は単に家事などを自分ですることだけでなく，心身

の状態が悪化し，要介護状態にならないよう，自らの健

康に対して，適切な知識や情報を得て，具体的に行動し，

健康・介護予防に対して自らが責任を持って管理する努

力（セルフマネジメント）も含まれている（三菱 UFJリ

サーチ＆コンサルティング，2016）。以上より，高齢者

の well-beingの維持向上のためには，社会参加などの実

際の社会的接触による「互助」のシステムの構築にかか

わらず，予防的に「自助」を高めるセルフマネジメント

方略を持つことが有効と考えられる。

高齢者の well-beingを促進するための自助

高齢者の well-being を保つための「自助」を考える

上で，生涯発達の知見を参照してみると，高齢者は身体

的健康や認知機能など様々な喪失を体験するという特

徴が強調されている（e.g. Moos, Brennan, Schutte, &

Moos, 2006）。そして，多くの喪失体験を持つ高齢者が

well-beingを維持するためには，欲求や願望に適するよ

うに外界を変える 1次的制御より，外界に調和するため

に内なる世界を調整する 2次的制御が重要であると考え

られている（Schulz & Heckhausen, 1997）。若い頃は 1

次的制御に基づいて外界をコントロールしていく獲得的

な生き方を志向できるが，高齢になるにつれ，2次的制
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御の比重が高まるといえる。2次的制御の方略を身に付

けるためには，新たに何かを獲得して欲求や願望を叶え

るのではなく，今あるものに気づきそれを大事にするこ

とによって内なる世界を調整するアプローチが有効と考

えられる。

個人の内的作業により，今ここにあるものへの気づき

を高めることができるアプローチの一つにマインドフル

ネスがある。マインドフルネスは well-being に対して

ポジティブな影響を及ぼすことが先行研究によって明ら

かとなっており（Brown & Ryan, 2003），高齢者につい

ても，マインドフルネス特性の高さと well-beingの関係

が指摘されている（de Frias & Whyne, 2015; Fiocco &

Mallya, 2015）。特に日本の高齢者が生きてきた時代に

は，人を押しのけて競争に勝ち「達成する」ことよりも，

自然を尊び先祖を敬い他者に礼を尽くし，慎ましく「あ

ること」が奨励されてきたことから，日本の高齢者はマ

インドフルネスに馴染みやすい可能性も示唆されている

（黒川・フォーク，2018）。

また，高齢者を対象とするマインドフルネス実践を

用いた介入研究も行われている。介入研究のレビュー

を行った Hazlett-Stevens, Singer, & Chong（2019）は

MBSR（Mindfulness-based stress reduction：マインド

フルネスストレス低減法）またはMBCT（Mindfulness

Based Cognitive Therapy：マインドフルネス認知療法）

の 7つの無作為化比較試験について介入効果を検討した

結果，MBSRは慢性腰痛や慢性不眠，不安・抑うつの軽

減と記憶や実行機能の改善が認められ，MBCTは抑うつ

症状の低減に効果が認められた。また，Foulk, Ingersoll-

Dayton, Kavanagh, Robinson, & Kales（2014）はうつ

や不安のある 61 歳から 89 歳までの高齢者 5 グループ

計 50名を対象にMBCTを行った結果，不安や反すう思

考，睡眠障害，うつ症状において改善が見られたと報告

している。また，Williams, Meeten, & Whiting（2018）

はMBCTに参加した 65歳以上の 13人の高齢者を対象

にインタビューを行った結果，メンタルヘルスや well-

beingに対するポジティブな変化や過去から解放された

と報告している。

マインドフルネスがwell-beingに影響する作用機序に

ついて，Shapiro, Oman, Thoresen, Plante, & Flinders

（2008）は知覚されたストレスおよび反すうはマインド

フルネスを媒介して well-beingに影響することを明らか

にしている。また，高齢者に関しては，マインドフルネ

スの要素の内，今ここの瞬間への気づきと判断しないこ

とが加齢に伴う well-beingに重要であることが示唆され

ているが（Mahlo & Windsor, 2020），先行研究におい

てまだ十分に検討されていない。

日本においても，黒川・フォーク（2018）は，日本の

高齢者は若年世代よりも仏教や瞑想に由来する振る舞

いや文化になじみがあることからマインドフルネスを

受け入れるベースがあると指摘しているが，高齢者のマ

インドフルネス特性やマインドフルネスに基づく実践が

well-being に及ぼす影響に関する研究は見当たらない。

高齢者がマインドフルネスをセルフマネジメントとして

日常的に活用することができれば，高齢者の「自助」を

高めるためのアプローチとなる可能性がある。したがっ

て，超高齢化社会を迎えた日本の高齢者の「自助」機能

を高め，well-being を維持向上する要素の一つとして，

マインドフルネスの可能性を検討する研究が必要と考え

られる。

本研究の目的

高齢者の well-being を維持するための関連要因につ

いては内外の研究によって様々な検討が行われてきた

が，現代日本の超高齢化社会においては，「互助」による

支援の構築だけでなく「自助」を高めるセルフヘルプが

有効と考えられる。高齢者の発達理論からマインドフル

ネスが高齢者の「自助」として機能する可能性があると

考えられたが，日本では高齢者を対象にマインドフルネ

ス特性やマインドフルネスを用いた実践に関する研究は

行われていない。

そこで，本研究では「自助」を高める要因としてマイ

ンドフルネスに注目し，マインドフルネスが高齢者の

well-beingに及ぼす影響について検討することを目的と

する。研究 1 では，高齢者の well-being に対する「自

助」の有効性を検討するために，「互助」に関する変数

と，高齢者の well-beingへの影響が指摘されているデモ

グラフィック変数を統制した上で，マインドフルネスを

指標とする「自助」の影響を検討する。さらにマインド

フルネス実践が高齢者の well-beingに及ぼす影響を検討

するため，研究 2ではマインドフルネス瞑想を導入した

プログラムを開発，実践し，介入の効果評価を行う。

なお，プログラムは後述のように市民セミナーの一講

座として実施されたことから，一般の高齢者にとってマ

インドフルネスや瞑想という言葉やワークを前面に出す

ことには違和感が強いと考えられた。また，山口（1996）

の研究では，60歳以上の高齢者の 75.8％が個人内で回

想していること，年齢とともに将来への希望と目標志向

性は低くなることが示されていることから，高齢者は過

去に思いを馳せたり，将来に対しては消極的になる可能

性がある。したがって，日常の思考から離れて今ここに

注意を向ける感覚を明確化するために，まずは人生にお

ける今がどういう時かを考えてもらったうえで，今この
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瞬間を人生の一瞬と捉えるように促して瞑想を行うな

ど，マインドフルネス瞑想以外の要素を含むデザインと

した（プログラムの詳細は後述する）。

「自助」の指標となるマインドフルネスを測定する尺度

としては，Brown & Ryan（2003）がマインドフルネス

を測定するために開発したMAAS（Mindful Attention

Awareness Scale）の日本語版（藤野・梶村・野村，2015）

を使用する。マインドフルネスを測定する尺度は複数開

発されているが，MAASは項目数が少なく高齢者の負担

が少ないと考えられた。また，MAASは特性としてのマ

インドフルネスを測定するものであるが，状態としての

マインドフルネスとの関連もあり，マインドフルネスを

用いた心理療法によって高くなることが明らかとなって

いることから（Shapiro, Brown, & Biegel, 2007），本研

究の意図に合致すると考えた。「互助」に関する変数と

しては，社会的関係については，高齢者を対象とする先

行研究で well-beingとの関係が指摘されている配偶者の

有無，子どもの有無，同居家族について尋ねるとともに，

同居人以外の人との社会的接触についても確認する。

なお，高齢者の well-being についてはこれまで多く

の研究が蓄積されており，関連するデモグラフィック

変数として様々な検討がなされてきた。性別や年齢など

の変数の他（小林他，2014），婚姻状況の影響（Raymo,

Kikuzawa, Liang, & Kobayashi, 2008），経済的状況の

影響（Wilkinson, 2016；小林他，2014），教育や収入に

ついても影響が示唆されている（Pinquart & Sörensen,

2000）。また，生産的役割（サービスやものを生産する有

償無償を問わない活動）（Sugihara, Sugisawa, Shibata,

& Harada, 2008）や就労の影響も指摘されている（小林

他，2014）。これらの変数を統制するため，本研究では

デモグラフィック変数として年齢，性別，健康状態，経

済状況，就労状況，最終学歴を用いる。

方 法

実践の手続き

調査は「超高齢社会における生涯学習を通じたコミュ

ニティづくり」を目的として，第 1・第 3著者の所属す

る大学と郊外型の団地を有する A 市が連携して行った

「いつまでもいきいきと自分らしく元気に暮らすための

生きがいづくりを応援するためのセミナー」で企画され

た 6講座の内，本研究が企画・実施した「人生の踊り場

で考える―自分との向き合い方」をテーマにした講座と，

別の企画者による「地域で活動している先生方とふれあ

い，新しい趣味を見つけ」ることを目的とした B講座の

2講座に応募した参加者を対象に行われた。両講座の参

加者に重複はない。

本研究が企画した講座は，2016 年 3 月上旬に 1 週間

の間をおいて 2 回実施され，1 回の実施時間は 2 時間

であった。場所は A 市の地域医療連携センターの会場

を使用した。講座の内容は，参加者募集時には「人生の

踊り場で立ち止まり，瞑想を通して，今の自分との向き

合い方を学びます」と説明した（講座の内容については

後述）。

介入直後の短期的な影響だけでなく，長期的な影響を

検討するために，介入群に対しては 1 日目の開始時（1

日目プレ），2日目の終了時（2日目ポスト），実施 1カ月

後（フォローアップ）に質問紙調査を行った。1日目プ

レと 2日目ポストは会場で回収し，フォローアップにつ

いては郵送で依頼と回収をした。統制群に対しては，介

入群の調査実施時期に合わせて 2回，郵送で質問紙調査

を行った。1 回目は本セミナーの 1 日目開始時（1 日目

プレ）に相当するタイミング，2回目は本セミナーの実

施 1カ月後（フォローアップ）に相当するタイミングで

あった。

介入群と統制群全体は 76名（男性 18名，女性 58名），

平均年齢は 72.36歳（標準偏差 7.05）であった。このう

ち，介入群は 33名（男性 8名，女性 25名），平均年齢

73.42歳（標準偏差 7.94），統制群は 43名（男性 10名，

女性 33名），平均年齢 71.53歳（標準偏差 6.57）であっ

た。対象者の概要を Table 1に示す。

プログラムの概要

プログラムは，高齢者を対象とする「いつまでもい

きいきと自分らしく元気に暮らすための生きがいづく

りを応援するためのセミナー」の一環として開発され

たものであり，自助としてのマインドフルネス瞑想が

well-beingにつながると想定された。ただし，セミナー

に参加する高齢者の多くにとってマインドフルネスはな

じみがないため，できるだけ違和感なくマインドフルネ

ス瞑想を導入する必要があった。そのため，まずはプロ

グラムに参加している今この瞬間を人生の一瞬として捉

える時間を持ってもらった。その上で，マインドフルネ

ス瞑想を行い，生涯発達の研究をもとに高齢期における

2次的制御の重要性という文脈からその意義を説明した。

さらに，「生き生きと自分らしく元気に過ごす」というセ

ミナーの目的に即して，最後はマインドフルな行動や活

動につなげていくデザインとした。

なお，マインドフルネス瞑想には体験的な理解が重要

であること，日々の中で習慣化することが効果的とされ

ていることから，プログラムは 1週間を空けて 2日にわ
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Table 1．対象者の概要

たって実施するデザインとした。1日目は「人生の踊り

場，今を感じる瞑想」，2日目は「瞑想体験，自分に向き

合う・自分で選ぶ」とした。1 日目・2 日目のいずれに

もマインドフルネス瞑想を実践し，その体験をシェアし

た。両日の詳細を Table 2に記載する。

調査項目

本研究では従属変数となる well-being を測定する尺

度として多くの先行研究で使用されている主観的幸福感

尺度に加え，うつ病・不安障害等の精神疾患に関する尺

度である K6（Kessler 6 scale）を使用した。

主観的幸福感尺度　主観的幸福感を測定する尺度で，

「人生に対する前向きの気持ち」,「達成感」,「自信」,

「至福感」,「人生に対する失望感」の 5因子 15項目から

なる（伊藤・相良・池田・川浦，2003）。本調査では合計

点を主観的幸福感として用いた。回答は設問ごとに 4件

法で求めた。

K6　うつなどの精神疾患をスクリーニングするため

の尺度で，過去 1カ月に「神経過敏に感じましたか」等

の 6項目から構成される（Furukawa et al., 2008）。「い

Table 2．マインドフルネスを導入したプログラムの内容
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つも（4）」から「まったくない（0）」までの 5件法で回

答を求めた。

日本語版MAAS 　マインドフルネスを測定する尺

度としては日本語版 MAAS（藤野他，2015）を使用し

た。MAASは 1因子 15項目から構成され，回答は「ほ

とんど全くない（1）」から「ほとんど常にある（6）」ま

での 6件法で求めた。

互助に関する変数　「互助」の変数として，社会的関

係の有無を確認するため，配偶者の有無，子どもの有無，

同居家族について尋ねた。社会的接触については「普段，

どのくらい同居以外の人（別に暮らす家族や，友人など）

と会ったり，連絡を取ったりしますか」という設問を設

け，「全くない（7）」から「ほとんど毎日（1）」までの 7

件法で尋ねた。

デモグラフィック変数　年齢，性別，健康状態，経済

状況，就労状況，最終学歴を尋ねた（各設問の選択肢に

ついては Table 1を参照）。

介入効果について質的に検討するために，介入群の 2

日目ポストとフォローアップの質問紙票には自由記述を

設け，感想を求めた。

分 析

研究 1では，マインドフルネス，社会的接触を含むデ

モグラフィックデータと well-beingの関係を検討するた

め，介入群・統制群の合計データを用いて相関係数を算

出するとともに重回帰分析を行った。研究 2では，マイ

ンドフルネス瞑想を導入したセミナーの介入効果を検討

し，以下の 3つの分析を行った。分析 1では縦断的な効

果を検討するために，介入群を対象にシャピロ–ウィル

ク検定を行ない，正規性が認められた変数について対応

のある t 検定，正規性が認められない変数についてウィ

ルコクソンの符号付順位検定を行った。分析 2では，介

入群と統制群の比較により長期的な介入効果を検討する

ため，各群の介入前とフォローアップ時の 2時点の変化

量を算出し，シャピロ–ウィルク検定により正規性を確

認した上で t 検定を行った。なお，統制群が参加した B

講座は本講座が始まる前の別の時期に，別の参加者を対

象として実施済みであったため，本調査においては B講

座の介入前後の効果を測定したわけではない。分析 3で

は，2日目終了後，フォローアップの質問紙調査の自由

記述欄に記載された感想についてKJ法（川喜田，1986）

の手法を援用して分析した。量的分析は SPSS Ver. 23

と R Ver. 4.0.0を用いて行われた。

倫理的手続き

本研究は東京大学倫理審査専門委員会の承認を受けて

実施した（審査番号：15-231）。質問紙調査は表紙に研究

目的，データの取り扱い，協力の任意性について記述す

るとともに実施時に口頭で説明し，回答を以て同意と判

断した。

結 果

研究 1：マインドフルネスと well-beingおよび

　　　　精神健康度の関係に関する分析

介入群と統制群の合計の各変数について Pearson の

相関係数を求めた（Table 3参照）。結果，主観的幸福感

については，経済状況，社会的接触，マインドフルネス

と 1％水準で有意な正の相関が，また配偶者の有無で 5

％水準で有意な負の相関が示された。K6 は経済状況，

マインドフルネスと 1％水準で有意な負の相関が認めら

れた。さらに，マインドフルネスおよび社会的接触を含

むデモグラフィックデータを独立変数，主観的幸福感と

K6 を従属変数とする重回帰分析を行った（Table 4 参

照）。結果，K6は経済状況と 5％水準で，マインドフル

ネスとは 1％水準で負の相関が見られた。主観的幸福感

は経済状況，社会的接触，マインドフルネスと 1％水準

で有意な正の相関が，配偶者の有無と就労状況と 5％水

準で有意な負の相関が示された。

Table 3．各変数の Pearsonの相関係数
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Table 4．各変数の平均と標準偏差および主観的幸福感と K6を従属変数とする重回帰分析

研究 2：マインドフルネス瞑想を導入したセミナーの

　　　　介入効果に関する事前事後の分析

分析 1　介入群の群内比較　介入群に対する介入効果

を検討するために，時間差による群内比較を行った。主

観的幸福感尺度（5因子と合計点），K6，マインドフルネ

スを従属変数として，1回目プレ× 2回目ポストについ

て t 検定およびウィルコクソンの符号付順位検定を行っ

た。その結果，主観的幸福感の合計点について 5％水準

で有意な変化が認められた（Table 5参照）。

分析 2 　介入群と統制群の変化量の群間比較　介入

群の 1日目プレとフォローアップ時，統制群の同時期の

2時点データの変化量について比較検討を行った。フォ

ローアップの質問紙票は 54名（うち介入群 22名，統制

群 34名）から回収され，全データを分析の対象とした。

介入群と統制群について，主観的幸福感の合計点，K6，

マインドフルネスの 1回目プレとフォローアップの変化

量を算出し，t 検定を行った（Table 6参照）。結果，主

観的幸福感の合計点について 5％水準で有意な変化が認

められた。

分析 3　介入群の自由記述を元にした質的分析　介入

群に対して実施した 2日目ポスト，フォローアップの各

質問紙調査の自由記述欄に記載された感想をデータとし

て，KJ 法（川喜田，1986）の手法を援用して質的分析

を行った。結果を以下に示す（2日目後：Table 7，フォ

ローアップ：Table 8参照）。2日目は《自分の生活への

評価》《良く生きようとする》《マインドフルネスを体感

する》《瞑想の難しさ》の 4つのラベルが，フォローアッ

プでは《良く生きようとする》《円滑な人間関係を築きた

いと思う》《マインドフルネスを味わう》の 3 つのラベ

ルが得られた。

Table 5．t 検定およびウィルコクソンの符号付順位検定

Table 6．t 検定
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Table 7．介入群の介入 2日目直後の感想

Table 8．介入群の 1カ月後フォローアップ時の感想

考 察

マインドフルネスと well-beingに関する考察

研究 1の結果より，主観的幸福感と K6のいずれも経

済状況とマインドフルネスと有意な関係が見られたこと

から，経済状況が良いことやマインドフルネスが高いこ

とが well-beingの良さにつながる可能性が示唆された。

これは，高齢者の well-beingには経済的状況が影響する

先行研究（小林他，2014；Wilkinson, 2016）や，マイン

ドフルネスと well-beingの関係を示唆する先行研究（de

Frias & Whyne, 2015; Fiocco & Mallya, 2015）を支持

する結果といえる。経済状況は本人の努力で迅速に改善

することが難しい変数であるが，マインドフルネスにつ

いては介入可能性があるため，マインドフルネスを高め

ることが「自助」につながる可能性があると考えられる。

また，「互助」の変数として加えられた社会的接触は，

主観的幸福感に対してポジティブな影響を持つことが示

された。これは社会的接触と well-being の関係を示唆

する先行研究（Pinquart & Sörensen, 2000）を支持す

る結果であり，同居以外の人との接触という意味での社

会的接触は「互助」としての機能を持つ可能性が示唆さ

れる。

一方，同居家族や子どもの有無について尋ねた社会的

関係については有意な関係は見られず，配偶者の有無に

至っては主観的幸福感にネガティブな影響を持つことが

示唆された。また，社会的接触が可能な他者が身近にい

ることで孤独を感じにくい状況にあると推測されること

から，同居家族や家族の存在は well-being につながる

可能性が考えられるが，本研究では身近な社会的関係は

「互助」として機能しない，あるいはネガティブな影響が

あることが示唆された。

さらに，就労については，先行研究から well-beingに



高橋・馬場・中山：マインドフルネスが高齢者に及ぼす影響

対してポジティブな影響が想定されたが（小林他，2014；

Sugihara et al., 2008），本研究では主観的幸福感にネガ

ティブな影響を持つことが示唆された。就労はデモグラ

フィック変数として加えられたが，経済状況と関係する

変数であると同時に，社会参加の一形態でもあるという

点では「互助」として機能する可能性も想定される。60

歳以上を対象とした国際比較調査（内閣府，2016）によ

れば，日本の高齢者が就労の継続を希望する理由で一番

多いのは「収入がほしいから」であり，就労継続を希望

しない理由は「ゆっくりとした生活がしたいから」が最

も多く，経済的事情さえなければ積極的な就労を望まな

い可能性もある。就労はやりがいなど心理的な充実感に

つながることもあるが，高齢者にとっての就労は社会参

加の機会としての「互助」的な機能はなく，well-being

に対してはむしろネガティブな影響を持つことが示唆さ

れた。

マインドフルネスを導入したプログラムの

介入効果に関する考察

研究 2でマインドフルネス実践を導入した介入を行っ

たが，分析 1 の群内比較においても，分析 2 の群間比

較においても，マインドフルネスそのものには有意な変

化は認められず，本プログラムでマインドフルネスその

ものを高めることはできなかった。介入後の自由記述で

も，マインドフルネスについては肯定的な意見が多く見

られるものの，瞑想については難しさも窺われることか

ら，瞑想やマインドフルネスへの感度には個人差がある

可能性がある。

一方，研究 2 の分析 1 と分析 2 のいずれにおいても

主観的幸福感が有意に高まることが示された。これは，

マインドフルネスを導入したプログラムが短期的にも長

期的にも well-being を高めることを示唆する先行研究

（Fiocco & Mallya, 2015；Foulk et al., 2014など）を支

持する結果であり，マインドフルネス実践を用いた介入

によって「自助」が高まる可能性を示すものといえる。

なお，本研究で用いた MAASについては，先行研究

でも well-being に影響する作用機序について論じられ

ており，マインドフルネス経由で well-beingが高まるこ

とが指摘されている（Brown & Ryan, 2003; Shapiro et

al., 2008）。しかし，本研究ではマインドフルネスへの直

接的な効果が認められなかったにもかかわらず，どのよ

うな作用機序で well-beingに効果をもたらしたのだろう

か。マインドフルネスに直接的な効果が認められなかっ

た要因については限界でも述べるが，まずは MAAS で

測定されたものとされなかったものという視点から検討

する。

今回は高齢者の負担を減らすため数あるマインドフ

ルネス尺度の中でも項目数の少ない MAAS を使用し

た。MAAS で測定されるのは注意と気づきとされて

いるが（Brown & Ryan, 2003），FFMQ（Five Facet

Mindfulness Questionnaire）は 5因子構造であり（Baer,

Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006），5 因

子はさらに注意の自己制御と体験への態度に大別されて

いる（Tran, Glück, & Nader, 2013）。また，Lenze et

al.（2014）の研究では，8 週間の MBSR 介入による効

果評価において，注意，現在への集中，気づき，受容の

4 因子構造を持つ CAMS-R（Cognitive and Affective

Mindfulness Scale-Revised）（Feldman, Hayes, Kumar,

Greeson, & Laurenceau, 2007）ではマインドフルネス

が有意に高まったが，MAASでは有意な効果は示されて

いないことから，MAAS で測定されたマインドフルネ

スは要素の一部と考えられる。今回の研究においては，

MAAS で測定される注意と気づきについては有意な変

化は認められなかったが，それ以外の要素については結

論を保留すべきであろう。

ただし，分析 3 の質的分析からは，本講座への参加

が人生について改めて考える契機となり，2週にわたる

瞑想体験を通じてマインドフルネスを体感し，よく生き

ようと動機づけられていく様子が窺われた。また，フォ

ローアップでは瞑想そのものへの言及はないが，セミ

ナー参加中には見られなかった人間関係を大事にする

意識などが見られており，長期的には，今ある関係性へ

の想いの強まりや平凡さへの感謝が高まったと考えら

れる。これは外界に調和するために内なる世界を調整

する 2 次的制御の高まりを示唆する結果と考えられる

（Schulz & Heckhausen, 1997）。

分析 3 の結果が well-being につながるとすれば，

MAAS で測定されるもの以外の受容や思いやり，開

放性といったマインドフルネスの要素の影響があるのか

もしれない。特に，発達心理学では，高齢期には時間や

空間に対する合理的な考え方が変化し，最終的には宇宙

という大いなる存在に繋がっているという認識を持つ老

年的超越に至るとされており（増井，2016），老年的超越

が超高齢期の心理的 well-beingに影響することが明らか

になっている（増井他，2010）。また，高齢者研究にお

いて，Lifshitz, Nimrod, & Bachner（2019）は自身に対

するスピリチュアル性の高さが well-beingに影響すると

指摘している。これらの高齢者の特徴に関連することが

想定されるマインドフルネスの要素については，MAAS

では測定できなかったと考えられる。
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マインドフルネスが「自助」および「互助」に及ぼす影響

研究 1において，社会的接触による支え合いが「互助」

として一定の機能を持つ可能性が示唆されたものの，社

会的関係および配偶者の存在と就労と主観的幸福感の関

係からは「互助」の限界が示唆された。一方で，マイン

ドフルネスはＫ 6と主観的幸福感にポジティブな影響を

及ぼすことが示唆された。また，研究 2の結果，量的分

析（分析 1と 2）ではマインドフルネスそのものの向上

は認められなかったが，主観的幸福感が高まることが示

唆された。さらに，質的分析（分析 3）においては一部

の参加者はマインドフルネス体験に対するポジティブな

感想が見られたことから，高齢者においてマインドフル

ネスは well-beingに対してポジティブな効果を有すると

考えられる。これはマインドフルネスをセルフケアとし

て用いた場合には「自助」を高める可能性を示唆する結

果といえよう。

研究 2の質的研究（分析 3）のフォローアップでは「円

滑な人間関係を築きたいと思う」という記述がみられた

ことから，マインドフルネス瞑想を導入した講座の参加

が心理的な「互助」に動機づけられる可能性が示唆され

た。マインドフルネスは援助関係においても共生感と慈

しみに満ちた共同に基づく関係構築につながることが指

摘されていることから（池埜，2016），マインドフルネス

によって「互助」にもつながりうる関係構築の意識が高

まった可能性も考えられる。一方で，マインドフルネス

に基づいたプログラムでは，グループワークの効果が指

摘されていることから（Woods, Rockman, & Collins,

2019），他者との関係性が功を奏した可能性も否定でき

ない。したがって，「互助」につながる感覚が講座の内容

がマインドフルネスであったことによる「自助」の影響

によるものか，あるいはこの講座自体が集合形式による

社会参加型であったという「互助」の影響によるものか

は定かではない。これらを弁別するためには，個人的な

マインドフルネス実践に関する効果との比較検討をする

必要がある。

いずれにしても，集団形式の講座によって「自助」の

方略を獲得することができれば，「自助」を通して他者

との心理的なつながりを感じることができる可能性はあ

る。したがって，心身の健康状態や機能低下により実際

に社会的接触を持つという意味で「互助」が難しくなっ

た場合でも，マインドフルネスは精神的な豊かさが得ら

れる「自助」の方略の一つとなり得ると考えられる。一

方で，「自助」により精神的な豊かさが保たれれば，他者

と社会的接触を持つ際にも思いやりのあるかかわりが可

能となり，「互助」を促進することにもつながる相互作用

が生じる可能性もある。

本研究の限界と今後の課題

以上のように，本研究では高齢者を対象とするマイン

ドフルネスの well-being に対するポジティブな影響が

示され，高齢者の「自助」への効果が示唆された。ただ

し，本研究には以下のような限界がある。

研究 2のマインドフルネスの介入研究では，主観的幸

福感は高まったものの，マインドフルネスそのものの向

上は見られなかった。これについては，尺度の影響も考

えられる。MAASについては構成概念妥当性の課題や，

逆転項目で現在の意図的な注意や気づきを測定するこ

との問題も指摘されていることから（Jensen, Niclasen,

Vangkilde, Petersen, & Hasselbalch, 2016; Nicholas,

Mitch, & Ashley, 2010）。今後は高齢者という対象を考

慮しながらも，マインドフルネスの多面性を測定する質

問紙票の選択が必要である。

さらに，インストラクターのマインドフルネス実践の

能力，高齢者の心身の機能状況や疲労の影響など実施上

の複数の要因なども考えられる。中でも，プログラムの

構成や内容については，今回は高齢者の心身の負担を考

慮してできるだけ簡潔かつ短期間のプログラムとしたた

め，実践の時間の長さや機会が十分でなかった可能性が

ある。また，市民セミナーの一環として実施したことも

あり，マインドフルネス以外の要素も含まれたため，純

粋にマインドフルネスの介入効果のみを測定していると

はいいがたい。今後は，高齢者を対象としたMBCTや

MBSR など本格的なマインドフルネスプログラムの導

入について検討する必要がある。

また，量的調査では複数の従属変数を採用したため項

目数が増え，高齢者の疲労や集中困難につながった可能

性がある。それによって，回答の妥当性が低下した可能

性も否定できないことから，今後はより簡潔な質問紙を

用いるなど，回答時の負担軽減についても検討すること

が有効である。
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