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Abstract
Martial arts refer to physical and mental practices based on historical combat techniques, and have been suggested to involve components parallel to those of mindfulness.
However, empirical studies involving Japanese practitioners of martial arts remain
scarce. The present study aimed to examine dispositional mindfulness, interoceptive
awareness, and psychological health outcomes in a continuous practitioner of martial
arts and three non-practitioners. A heartbeat detection task, an original task to estimate the respiration rate, and a psychological scale were used to examine interoceptive
accuracy. The results showed that the martial arts practitioner performed better than
the non-practitioners in the heartbeat detection task. In addition, regarding the psychological scales, the practitioner obtained higher total and multiple subscale scores
on mindfulness, higher multiple subscale scores on interoceptive awareness, and higher
total and multiple subscale scores on subjective well-being compared with the nonpractitioners. These preliminarily data support the idea that the continued practice of
marital arts can increase multiple dimensions of mindfulness tendencies, interoceptive
awareness, and psychological health.
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heartbeat detection task, psychological health

Correspondence concerning this article should be sent to: Hiromitsu Miyata, Faculty
of Letters, Arts and Sciences, Waseda University, 1-24-1 Toyama, Shinjuku-ku, Tokyo,
162-8644, Japan (E-mail: miyata@waseda.jp).

マインドフルネス研究 2021 年 第 6 巻 第 1 号
研究報告（実証）

pp.

剣術実践者における
マインドフルネス特性と内受容感覚への気づき
予備的検討

早期公開：2021 年 10 月 16 日
［受稿：2020 年 2 月 21 日・受理：2021 年 9 月 26 日］

宮田 裕光（早稲田大学文学学術院）
田野 真那佳（早稲田大学文学学術院）
金 法龍（早稲田大学文学学術院）
董 子玉（早稲田大学文学学術院）
ロア 万莉（早稲田大学文学学術院）
概 要
武道は歴史的戦闘技術を起源とする実践であり，マインドフルネスと共通の要素を持つ
ことが指摘されている。しかしながら，日本における実践者を対象とした実証的知見は少
ない。本研究では，剣術実践者 1 名および非実践者 3 名を対象に，マインドフルネス傾向，
内受容感覚への気づき，および心理的健康度を検討した。内受容感覚への気づきの課題と
して，心理測定尺度に加え，心拍検出課題，および呼吸数計数の正確さを測定する独自の
課題を用いた。その結果，実践者では，心拍検出課題の成績が非実践者よりも高かった。
また，マインドフルネスの合計および複数の下位尺度の得点，内受容感覚への気づきの複
数の因子の得点，および主観的幸福感の合計および複数の下位尺度の得点も，実践者のほ
うが高かった。武道の継続的実践がマインドフルネス，身体内部環境への鋭敏な気づき，
および心理的健康度を高めているという見方を支持する予備的知見であると考えられる。
キーワード：剣術，特性マインドフルネス，内受容感覚，心拍検出課題，心理的健康
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極拳が，多発性硬化症患者を対象とした治療的介入に

序 論

おいて，抑うつの軽減や身体バランス，身体の協調能力
の改善といった心身への効果をもたらすことが報告さ

武道は，歴史的な戦闘の技術を起源として成立してき

れている（Burschka, Keune, Oy, Oschmann, & Kuhn,

た実践である。現代では戦闘の手段としての意義はほぼ

2014; Kerr, Agrawal, & Nayak, 2016 も参照）。Lothes,

失われており，武道は修行，稽古を通して，身体の現在

Hakan, & Kassab（2013）は，米国における合気道の実

性（いま，ここにある身体）や，
「心身一如」すなわち心

践者を対象に横断的および縦断的調査を行い，高い級の

と身体の一体不可分のあり方に関する実践的理解を追求

実践者ほどマインドフルネス傾向の自己報告得点が高い

する活動と捉えられている。現代の武道は，戦闘の技術

ことを報告している。日本の伝統に基づく武道に関して

（武術）をもとにルールと審判の存在下で他者と勝敗や

は，型の稽古中における熟達した 2 者間での脳波の位相

優劣を競う，競技スポーツないし格闘スポーツとして教

同期の証拠などが報告されている（Kawano et al., 2000,

育場面などで実践されている場合も多い（湯川，2014）。

2001）。しかしながら，日本の武道を対象とした体系的

しかしながら，本来の武道は，優劣や勝敗を問題とせず，

な実証研究は少なく，実践に関連した生理および心理指

そのため審判やルールのような外的基準もなく，形を練

標の変容についてもほとんど知られていない。

る修行，稽古をただ実践し続けることで勝敗や生死をも

本研究では，日本の伝統に基づく武道，具体的には，

超えた禅的な境地を求めるものであり，スポーツとは根

武道家の青木宏之が創始した流派である「剣武天真流」

本的に異なるものと捉えられる（湯川，2014）。このよ

（青木，2017）の継続的実践者を対象とした。剣武天真

うに，武道の本質的なあり方は，黙想などの要素だけで

流は，剣術，空手，棒術などの日本の伝統的実践の要素

はなく実践全体が禅仏教とも収斂すると考えられること

を取り入れて青木宏之が創始した流派である「新体道」

から，伝統的に「剣禅一如」のような表現がなされてき

を母体として，居合抜刀術の新たな型を取り入れ，組み

た（笠井，2006）
。武道には剣術，空手，弓道など多数の

合わせたものである。剣武天真流は，剣術を主体とする

種類ないし流派があるが，いずれも形を練る稽古によっ

体技としての技術面（武術）に加え，宇宙に満ちるエネ

て呼吸や身体への気づきや注意集中を高め，それらの一

ルギーとされている「天真」あるいは大自然と融和し，

体化を目指す点では共通性があると考えられる（湯川，

人々と相和して生きることを目指す「武道」と位置づけ

2014）。

られている（青木，2017）
。剣武天真流の実践内容は，す

上述のような武道の性質に基づくと，心理学的観点か

べて日本の伝統を踏まえたものであるが，現代人を対象

らは，武道は身体操作の技術的側面（武術）に加え，マ

に心身への気づきを涵養することを念頭に置いており，

インドフルネスの要素を含む実践と捉えることができる

他の武道の種類ないし流派とも同様に，マインドフルネ

（湯川，2014）。マインドフルネスは，「今ここでの経験
に，評価や判断を加えることなく，能動的に注意を向ける

スと共通の要素を含んでいることが考えられる。
以上のことから本研究では，武道（剣武天真流）実践

こと（Kabat-Zinn, 1994, p. 4）
」と位置づけられている。

者 1 名を対象とした予備的検討として，実験および質問

マインドフルネスストレス低減法（Mindfulness-Based

紙調査をもとに，実践者と非実践者間における特性マイ

Stress Reduction: MBSR）（Kabat-Zinn, 1982, 1990）

ンドフルネスの高さ，呼吸や身体への気づきの鋭敏さ，

やマインドフルネス認知療法（Mindfulness-Based Cog-

および心理的健康度の高さの差異を検討することを目

nitive Therapy: MBCT）
（Segal, Williams, & Teasdale,

的とする。実験課題としては，身体内部環境に対する感

2002）といったマインドフルネスに基づく介入プログラ

覚である内受容感覚（寺澤・梅田，2014）への気づきの

ムは，自身の呼吸や身体への非判断的，受容的な気づき

鋭敏さの測定課題として広く用いられている，自身の心

を向けることを基礎としており，不安やストレスの低減，

拍の計数の正確さを検討する心拍検出課題（Schandry,

幸福感の増大といった心理的健康度の向上に寄与する

1981），および，同様の手続きで呼吸回数の推定の正確さ

ことが指摘されている（Baer, 2003; Carmody & Baer,

を検討する，独自の呼吸数推定課題を用いる。心拍検出

2008）。武道においても，修行，稽古を通して「今，こ

課題によって測定される内受容感覚への気づきは，感情

こ」の身体ないし呼吸に非判断的，受容的な気づきを向

体験と一定の関連があることが示唆されている（寺澤・

けられるようになると考えられる（湯川，2014）ことか

梅田，2014）。上述の仮説から，実践者では非実践者よ

ら，武道の継続的な実践により，MBSR や MBCT のよ

りも，生理指標，心理指標ともに，マインドフルネス傾

うな介入と同様の変容がみられる可能性がある。

向や呼吸，身体への鋭敏な気づき，および心理的健康度

武道に関する実証的研究については，中国武術の太

が高いことが予想される。
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験は，参加者と実験者がともに椅子に座った状態で行わ

方 法

れた。実験セッション開始前に，参加者は 2 種類のセ
ンサーを自身で装着した。装着方法については，実験者
がデモを示した。センサーを装着した状態で，呼吸数推

参加者

定課題および心拍検出課題を各 1 セッション実施した。

参加者はいずれも健康な日本人成人で，剣術の実践者

セッション中を通して，参加者は，気分が悪い，違和感

1 名（男性，31 歳）および非実践者 3 名（男性，29–30

がある等の理由で計測を中断したい場合を除いて，でき

歳，平均 29.3 歳，SD = 0.5）であった。実践者は，剣術

る限り体を動かさず，教示や音に対しても相槌などの反

を主体とする武道の流派「剣武天真流」を 11.3 年間実践

応をしないよう教示された。

しており，所属団体において四段（現所属者中の最高段

第 1 セッションでは，呼吸数推定課題を実施した。予

位）および正師範の地位を有していた。実践者の自己報

備実験において，自身の呼吸回数を数えさせる 5 分間の

告に基づくと，実践頻度は 1 週間あたり 7 日で，1 日あ

呼吸計数課題を実施したが，非実践者における呼吸計数

たりの平均実践時間は 2 時間であった。実践者の日常の

が正確で実測値とのずれがなかった。そのため，5 分間

具体的な実践内容は，剣術の形の稽古，動きの確認（体

の安静期間における呼吸回数を事後的に推定して報告さ

捌きなど）
，瞑想による精神統一など，いずれも「剣武天

せる呼吸数推定課題を導入した。参加者は，セッション

真流」の一連の稽古に含まれるものであった。非実践者

中を通して，リラックスして座るよう教示された。自身

は，剣術ないしその他の武道，東洋的行法，瞑想などを，

の心拍ないし呼吸に注意を向ける，または数えることは

いずれも日常的に実践していなかった。エジンバラ利き

指示しなかった。実践者については，瞑想法に関する基

手検査（Oldﬁeld, 1971）の結果，実践者は両利き，非実

礎的知識も有していたため，瞑想を行う課題ではないこ

践者は全員が右利きであった。全参加者が，研究への協

とを明示した。セッションの開始および終了は実験者が

力に同意した場合に，同意書に自筆署名した。説明書で

口頭で直前に指示し，開始時と終了時に制御用 PC でベ

は，本研究への参加は参加者の自由意志であること，お

ル音を鳴らした。5 分間のセッション終了後，参加者は

よび学術上の目的に限り調査結果を公表する場合がある

セッション中における自身の呼吸回数を推定して報告す

ことを明記した。研究終了後に，各参加者に少額の謝礼

るよう教示された。呼吸は「吐く– 吸う」を 1 回とみな

を支払った。

すよう指示した。

呼吸数推定課題および心拍検出課題

第 2 セ ッ シ ョ ン で は ，心 拍 検 出 課 題 を 実 施 し た 。

Schandry（1981）の手続きに従い，セッションは「レス

自律神経活動計測を用いた実

ト（安静状態）60 秒—心拍計数 25 秒—レスト 30 秒—

験課題は，マルチセンサー生理計測システム Nexus-4

心拍計数 35 秒—レスト 30 秒—心拍計数 45 秒—レスト

（Mind Media B.V., Roermond-Harten, Netherlands）

60 秒」の構成とした。3 回の心拍計数期間の開始と終了

を用いて行った。Nexus-4 は，自律神経活動を含む複

は口頭で指示し，開始時と終了時にベル音を鳴らした。

数の生理指標を非侵襲的に同時計測できる装置であ

参加者は，それぞれの心拍計数期間中に自身の身体の感

り，制御用ノート型 PC（CF-SV72FGQR, Panasonic,

覚に注意を集中し，自身の心拍の回数を数えるよう教示

Kadoma, Japan; CPU: Intel (R) Core (TM) i5-8250U

された。また参加者は，セッション中は自身の脈を取ら

1.80 GHz）と Bluetooth 接続されていた。計測の実施

ず，その他，心拍が数えやすくなるような動きや操作も

およびデータ解析には，制御用 PC にインストールされ

しないよう教示された。各心拍計数期間の終了直後に，

た BioTrace+ 日本語版ソフトウェアを用いた。容積脈

当該期間中の自身の心拍回数を報告するよう指示した。

波センサーおよび呼吸バンドセンサーが，Nexus-4 本体

レスト期間中は，心拍を数えず，リラックスして過ごす

に接続された。容積脈波センサーは，参加者の左手の人

よう教示した。心拍計数期間およびレストの時間と回数

差し指の先端に装着した。呼吸バンドセンサーは，参加

は，事前に参加者には知らされなかった。

装置・セッティング

者の腹部にベルトを巻き付けることで装着した。
手続き

実験および質問紙調査は，大学内のカーペッ

心理測定尺度

ト敷きの静かな室内で行われた。室内には，長机と椅子

計測実験の終了後，参加者は以下の心理特性尺度に

が置かれていた。参加者が部屋に到着した後，実験者は

回答した。用いた尺度は，いずれも日本語版が確立され

研究の目的および内容を説明書を用いて説明し，参加

ていた。いずれの質問も個人の評価や優劣とは関係がな

者が協力に同意した場合には同意書への署名を得た。実

く，また各質問項目に良いまたは悪い回答はないため，
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感じた通りありのままを回答するよう教示した。

は，状態不安尺度（STAI-S）と特性不安尺度（STAI-T）

5 因子マインドフルネス質問紙（Five Facet

から構成される不安尺度である。清水・今栄（1981）に

Mindfulness Questionnaire: FFMQ）（Sugiura,

よって日本語版が作成され，信頼性（αs = 0.83–0.87）
・

1.

Sato, Ito, & Murakami, 2012） FFMQ は，
「観察」
「反

妥当性が確認されている。本研究では，他の特性尺度と

応しないこと」
「判断しないこと」
「描写」
「気づきながら

の統一のため，STAI-T を用いた。STAI-T は，
「決して

の行動」の 5 因子 39 項目からなる，特性マインドフルネ

そうではない」を 1，
「たまにそうである」を 2，
「しばし

スの尺度である（Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer,

ばそうである」を 3，
「いつもそうである」を 4 とする 4

& Toney, 2006）。「反応しないこと」因子が 7 項目，そ

件法で，普段，一般にどの程度不安を感じているかを測

の他の 4 因子が 8 項目からなる。参加者は，各項目に対

定する。20 の項目にそれぞれ 1 〜 4 点を与え，合計得

して，「まったくあてはまらない」を 1，
「あてはまらな

点を算出する。

い」を 2，
「どちらともいえない」を 3，
「あてはまる」を

4，「とてもあてはまる」を 5 とする 5 件法で回答する。

データ解析

Sugiura et al.（2012）によって日本語版が作成され，信

呼吸数推定課題および心拍検出課題について，呼吸数

頼性（Cronbach’s αs = 0.67–0.85）および妥当性が確

および心拍回数の計測値は，BioTrace+ ソフトウェアの

認されている。本研究では，参加者の日常における心理

解析画面において，呼吸振幅および容積脈波の波形デー

特性を検討するため，各項目が普段の参加者自身にどの

タを用いて計数した。アーチファクトとして分析から除

程度あてはまるかを尋ねた。

外されたデータはなかった。心拍検出課題については，

内受容感覚への気づきの多次元的アセスメ

参加者が報告した心拍回数から計測された心拍回数を引

ント（Multidimensional Assessment of Intero-

き，計測された心拍回数で割った値の絶対値をエラー得

MAIA）（Shoji, Mehling,

点とし，心拍知覚の鋭敏さの指標とした。計測セッショ

2.

ceptive Awareness:

MAIA は Mehling

ン中の 3 回の心拍知覚期間について，各回のエラー得

et al.（2012）によって作成された，内受容感覚への気づ
きの程度を測定する尺度であり，Shoji et al.（2018）に

点を参加者内で合計した（Schandry, 1981; Zamariola,

よって日本語版の信頼性（αs = 0.67–0.87）
・妥当性が確

数推定課題についても同様に，参加者が報告した呼吸回

認されている。「気づき」「気が散らない」「心配しない」

数から計測された呼吸回数を引き，計測された呼吸回数

Hautzinger, & Herbert, 2018）

「注意制御」
「感情への気づき」
「自己制御」
「身体を聴く」
「信頼する」の 8 因子 32 項目で構成されている。各項目
が自身の日常生活においてどのくらい当てはまるかを，
「全くない」が 0 から「いつもある」が 5 までの 6 件法
で回答する。各因子について，平均得点を算出する。

3.

主観的幸福感尺度（Subjective Well-Being

Maurage, Luminet, & Corneille, 2018 も参照）。呼吸

で割った値の絶対値をエラー得点とした。
心理測定尺度については，各群の参加者におけるの各
尺度の合計得点と下位尺度得点を算出した。MAIA の下
位尺度「心配しない」については，実践者の回答に欠損
項目があり，データが得られなかった。統計解析は，フ
リーの統計解析ソフト HAD（Ver. 16.0）
（清水，2016）

Scale: SWBS）（伊藤・相良・池田・川浦，2003）

を用いて行った。心拍検出課題と呼吸数推定課題のエ

SWBS は，
「満足感」
「自信」
「達成感」
「失望感（の少なさ）
」

ラー得点，および心理測定尺度の得点について，実践者

「至福感」の 5 因子 15 項目で主観的幸福感を測定する尺

の得点と非実践者 3 名の得点とを，1 サンプルの t 検定

度である。世界保健機関（World Health Organization;

によって比較した。参加者数が少なく，統計的有意性に

WHO）により開発された Subjective Well-Being Inven-

基づく議論には限界があると考えられるため，主に効果

tory（SUBI; Sell & Nagpal, 1992）をもとに，伊藤他

量（Cohen’s d）により実践者と非実践者間の差異を検

（2003）によって日本語で作成され，信頼性（αs = 0.84–

討した。Cohen（1988）に基づき，d = 0.80 を大きな効

0.86）および妥当性が確認されている。各質問項目（例:

果量，d = 0.50 を中程度の効果量，d = 0.20 を小さな効

あなたは人生が面白いと思いますか）に対して，それぞ

果量の目安とした（水本・竹内，2008 も参照）。

れ 4 件法（例:「全くそう思わない」を 1，
「あまりそう思
わない」を 2，
「ある程度は」を 3，
「非常に」を 4）で評

結 果

定し，各因子および全体の合計得点を算出する。

4. 特性不安尺度（State-Trait Anxiety Inventory
Trait: STAI-T）（清水・今栄，1981） 状態–特性不安
尺度（STAI; Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970）

呼吸数推定課題および心拍検出課題
呼吸数推定課題および心拍検出課題ともに，実践者
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のほうが非実践者よりもエラー得点の数値は小さく，差

インドフルネス，内受容感覚への気づき，および主観的

の効果量は大きかった。心拍検出課題のほうが呼吸数推

幸福感の合計ないし複数の下位尺度について，高い得点

定課題よりも差の効果量は大きかったが，いずれの課題

を自己報告する傾向にあった。

でも群間の得点に有意差はみられなかった（Table 1）。
サンプル数が少なかったため，心拍検出課題について

心理測定尺度

FFMQ については，合計得点および下位尺度「観察」

は，3 回の心拍知覚課題のエラー得点をそれぞれ独立に
扱い，群間の得点を独立サンプルの t 検定で比較する分

の得点は実践者のほうが非実践者よりも高く，差の効果

析も行った。その結果，実践者のエラー得点は非実践者

量は大きかった。
「観察」では，t 検定で有意差がみられ

よりも有意に低かった（t[6.540] = −3.022, p = .021,

た（Table 1）
。その他の下位尺度については，
「判断しな

Cohen’s d = 0.79）。すなわち，少なくとも心拍検出課

いこと」を除いて実践者のほうが得点が高かった。差の

題については，実践者のほうが非実践者よりも心拍回数

効果量は，「反応しないこと」，
「描写」については大き

の報告値と実測値とのずれが小さく，心拍知覚がより正

かったが，「気づきながらの行動」については小さかっ

確であった。

た。MAIA については，「気づき」，
「注意制御」，
「身体

以上のデータから，実践者は非実践者と比較して，マ

を聴く」，
「信頼する」の得点は実践者のほうが非実践者

Table 1．実践者と非実践者における呼吸数推定課題，心拍検出課題のエラー得点，心理測定尺度の得点，
および t 検定による比較（+ : p < .10; *: p < .05; **: p < .01）

注） 各尺度の得点範囲は，FFMQ 合計: 39–195 点，FFMQ 下位尺度「観察」
「判断しないこと」
「描写」
「気づきなが
らの行動」: 8–40 点，FFMQ 下位尺度「反応しないこと」: 7–35 点，MAIA 各因子: 0–5 点，SWBS 合計: 15–60
点，SWBS 各下位尺度: 3–12 点，STAI-T 合計: 20–80 点。
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より有意に高く，差の効果量は大きかった。その他の下

盾せず，日本における武道の継続的実践者における心身

位尺度についても，「気が散らない」と実践者のデータ

の望ましいあり方を，心理レベルに加えて生理的レベル

が得られなかった「心配しない」を除いて実践者のほう

も含めて示したものと位置づけられるだろう。

が得点が高く，差の効果量は大きかった。SWBS につい

湯浅（1990）は，東洋的な心身観の特徴として，修行，

ては，合計得点および下位尺度「至福感」の得点は，実

稽古を通して「心身一如」すなわち心と身体の一体不可

践者のほうが非実践者よりも有意に高く，効果量は大き

分のあり方に関する実践的理解を目指すことを挙げてい

かった。その他の下位尺度については，
「失望感（の少な

る。上述のようにこうした心身のあり方は，日本の武道

さ）
」を除いて，実践者の方が得点は高く，差の効果量は

の伝統では，剣術と禅仏教の本質が一致することを意味

大きかった。STAI-T については，実践者のほうが非実

する「剣禅一如」（笠井，2016）のように表現されてき

践者よりも有意でないものの得点は低かった。

た。本研究の結果は，こうした日本の伝統的な心身のあ
り方が，比較的新しい武道の流派である「剣武天真流」

考 察

（青木，2017）にもあてはまることを示唆していると考
えられる。すなわち，剣術を主体とした一連の実践が，

本研究の目的は，日本の伝統に基づく武道（剣武天真

マインドフルネスとも共通する呼吸や身体への気づきの

流）の実践者において，統制群の非実践者よりもマイン

涵養を通して，現代人の心理的健康度の向上に資するこ

ドフルネス傾向，呼吸や身体への気づきの鋭敏さ，およ

とが考えられる。

び心理的健康度が高いか，実験課題および心理測定尺度

以上の新規な知見と示唆が得られたが，本研究の限界

により比較検討することであった。その結果，武道の実

としては以下の点が指摘できる。第一に，参加者数が少

践者では，心拍検出課題および独自の呼吸数推定課題に

ない点が挙げられる。本研究は実践者 1 名のみを対象と

ついて，非実践者よりも遂行成績が高かった。心理測定

したため，予備的検討の段階にあると考えられる。継続

尺度の結果もおおむねこれらの実験課題と同様の傾向で

的に実践を行っている実践者は人数が限られており，ま

あり，実践者では，非実践者よりもマインドフルネスの

たそうした実践者を数年から数 10 年といった長期にわ

合計得点および複数の下位尺度の得点が高く，内受容感

たって追跡することは実際上困難であるため，こうした

覚への気づきの複数の因子，および主観的幸福感の合計

データの提示には意義があるといえるだろう。しかしな

得点および複数の下位尺度の得点も非実践者より高かっ

がら，今後はより多数の実践者や初心者をも対象に含め，

た。これらの結果は，少なくとも本研究に参加した実践

非実践者との比較や，実践期間や熟達の程度と各生理指

者においては，マインドフルネス，身体内部環境への気

標および心理指標との関連を検討することが必要だと考

づきの鋭敏さ，および心理的健康度が非実践者よりも高

えられる。実際，FFMQ の下位尺度「判断しないこと」

い傾向にあることを，生理指標および心理指標の両方か

や MAIA の下位尺度「気が散らない」は，マインドフル

ら示唆している。

ネスの構成要素，ないし密接に関連する要素と考えられ

本研究の結果は，日本の伝統に基づく武道の継続的実

るが，本研究では実践者のほうが非実践者より得点が低

践が，望ましい心身変容をもたらすという見方を支持す

かった。こうした点については，今後より多くの実践者

るものと考えられる。上述のように，日本国外における

を対象として慎重に検討する必要があるだろう。

研究では，太極拳や合気道といった武道の実践がマイン

第二に，横断的研究による一時点での比較である点

ドフルネス傾向を高めることや（Lothes et al., 2013），

が挙げられる。こうした横断的研究では，当該の実践者

多発性硬化症患者の抑うつ傾向や身体バランス，身体の

が実践を開始する前から，マインドフルネス傾向や呼

協調能力の改善といった効果を持つこと（Burschka et

吸，身体への気づき，および心理的健康度が非実践者よ

al., 2014）が報告されている。日本国内では，伝統的ヨ

りも高かった可能性を捨象することは難しい（Miyata,

ガの実践者（Miyata, Okanoya, & Kawai, 2015）や，瞑

Okanoya, & Kawai, 2015; Miyata & Sasaki, 2019 も参

想的な注意集中訓練に基づく「朴-佐々木式速読法」の

照）
。そのため今後は，横断的研究だけではなく，実践の

訓練者（Miyata & Sasaki, 2019）が，実践ないし訓練

継続による中–長期的変容を追跡する縦断的研究を行う

の期間や熟達の程度に対応して，高いマインドフルネス

ことで，実践による心身変容の時間的経過を捉えること

傾向および高い心理的健康度を自己報告することが示さ

ができると考えられる。縦断的研究を行う上では，大学

れている（Miyata, 2020; Miyata, Kobayashi, Sonoda,

におけるクラブ活動のように，複数の実践者の継続的な

Motoike, & Akatsuka, 2020 も参照）。本研究は，こう

参加協力を体系的に得やすい集団を対象にすることも有

した国内外の関連する実践において得られた結果とも矛

効であろう。
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第三に，本研究で用いた実験課題に関わる点が挙げ

pression. BMC Neurology, 14, 165 (2014).

られる。心拍検出課題については，身体内部の状態に対

Carmody, J., & Baer, R. A. (2008). Relationships

する認知的な推測過程の影響を排除できないという指摘

between mindfulness practice and levels of mind-

もなされている（福島，2014）。心拍を感じるたびに反

fulness, medical and psychological symptoms and

応する心拍追跡課題など，より生理的レベルでの心拍知

well-being in a mindfulness-based stress reduction

覚を反映した課題を併用することも考えられるだろう。

program. Journal of Behavioral Medicine, 31, 23–

また呼吸数推定課題については，呼吸を数える教示はせ

33.

ず，事後的に呼吸数を推定して報告させる課題であった

Cohen, J. (1988).

Statistical power analysis for

ため，経過した時間の長さに対する推定の正確さや，安

the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ:

静時における自身の呼吸数に対する知識などが関与して

Lawrence Earlbaum Associates.

いる可能性が考えらる（Desmedt et al., 2020）
。そのた

Desmedt, O., Corneille, O., Luminet, O., Murphy, J.,

め，得られた結果が呼吸に対する気づきの鋭敏さの差を

Bird, G., & Maurage, P. (2020). Contribution of

反映したものか，それ以外の要因における差異を反映し

time estimation and knowledge to heartbeat count-

たものかは，切り分けが難しいと考えられる。呼吸に対

ing task performance under original and adapted

する気づきの鋭敏さをより正確に測定するには，呼吸を
数える課題をより長い時間実施するなど，手続きの改良

instructions. Biological Psychology, 154, 107904.
福島 宏器（2014）．内受容感覚と感情の複雑な関係──
寺澤・梅田論文へのコメント── 心理学評論，57 ，

が必要になるだろう。
最後に，本研究では，日本の伝統に基づく特定の武道
の流派を対象とした。剣術を主体とした武道以外にも，

67–76．
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