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精神的安静や行動の変容を目指す仏教の修道論に関して、四諦説、八正道、

三学、坐禅について心理学的立場から文献的に紹介する。その際、坐禅の構

成要素である調身、調息、調心に関して、それぞれの意味を説明し、また、

これまで行われた心理生理学的研究の成果の概要も紹介する。ヨーガ修行法

についても、同様にその概要を紹介する。他方、身体的操作を通して身心の

安静をもたらすという点で、東洋的行法と類似している漸進的弛緩法につい

ても概観する。このような修行法や訓練法を体験する人々に共通する心理生

理的機能状態についての関心事は、覚醒レベルの問題である。本稿では覚醒

の心理生理学的機構についても言及する。また、スポーツや武道等の身体運

動の効果についても述べる。

キーワード：修道論、坐禅、ヨーガ修行法、覚醒の機構、身体運動の効果
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はじめに

主として東洋においては、主として東洋においては、古くから身体の働きと心の働きを分離せず、

｢心身一如」という言葉で表現されるように、個体を心身不可分の一体とし

てとらえている。このような心身一元論の考えは、特に東洋で発祥した宗教

のなかに見出すことが出来る。すなわち、そのような宗教においての身体的

－１３２－



身体的修行の理論と心理生理学的機構

修行は、即時に心の鍛錬や安静に結びつくのである。宗教における身体的修

行法の代表的なものとして、仏教の坐禅やヨーガの各稲の体位法、呼吸法な

どが挙げられる。また、身体を通して心を鍛える修行法や訓練法は、宗教だ

けでなく武道の修行形態やスポーツの身体運動のなかにも見ることが出来る。

ところで、西洋において考案された類似の方法として、Jacobson（1938）

による漸進的弛緩法（ProgressiveRelaxation）がある。この方法は臨床医

学の領域で考案され、実践されてきたものであるが、主として筋肉の随意的

操作によって心身の安静をもたらそうとするものである。

本稿においては、仏教における修道論、ヨーガ修行法、漸進的弛緩法等に

関する基礎的理論とそのような方法を実践した場合の心理生理学的メカニズ

ムについて、文献に則して紹介する。加えて、覚醒の生理心理学的機構とス

ポーツ等の身体運動の生理的、心理的機能へ及ぼす効果について概観する。

１．仏教における修道論

１－１．四諦説

締は真理を意味し、四締は四種の真理を表現している。四諦説は釈尊が他

人のために説いた最初の教理だと言われている。四締は、苦諦、集諦、滅諦、

道諦から構成され、この教理は仏教界で無苦安穏の浬梁の世界に導く論理と

修行方法を因果論的に説いたものである。しかしながら、四諦説は仏教以外

の諸領域において、理想追求の考えと実践方法として広範囲に応用できる原

理だと解される。四諦説は、“人々は苦しみや悩みを持っている（苦諦：結

果）が、その苦しみや悩みには、原因や理由があり（集諦：原因)、正しい

修行法や治療法によって（道諦：原因)、これらの苦しみや悩みは解消され

て理想的状態（滅諦：結果）が達成される。，,という教えと理解される。す

なわち、人々は正しい修行法を実践することによって、理想的な人格を形成

することができるのである。

水野（1956,1972）や福原（1972）の著書を通して、四締の概要を見るこ
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とにする。苦諦、これは自覚なき苦悩の現実世界のことであり、現実は不完

全なものであり、苦悩に充ちたものであるという。迷いのある現実の世界の

一切が苫である。苦諦に包含される具体的な苫とは、生苦、老苦、病苦、死

苦、愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、等である。集諦は現実世界の原因理由

のことで、集とは、ものが集まり起こるための原因や理由の意味だと言われ

る。すなわち、苦の原因や理由のことになる。四締経では苦の原因理由とな

るのは、渇愛、煩悩等である。渇愛には欲愛、有愛、無有愛の３種がある。

滅諦は自覚ある理想世界のことである。減とは渇愛や一切の煩悩が滅尽した

状態であり可仏教の理想としての浬樂の境地を意味するものである。道諦は

理想世界へ達する原因理由のことで、道とは理想の浬梁の境地に至るべき原

因としての修行方法を意味する。道としての修行方法に八正道がある。

１－２．八正道

八正道は、八つの部分から成る聖なる道である。ここでも水野（1956,

1972）の著書を引用して、八正道の概要をまとめることにする。

１）正見、正見とは正しい見解、正しい見方でありぃ仏教の正しい世界観、

人生観を指す。このような世界観、人生観を確立した聖者の智慧だと解され

る。また、普通の人々にとっては、日常生活において何か事を始めるに当っ

て、そのことに関する全般的知識や実行計画、見通しなどが正見に相当する。

２）正思惟、これは正しい考え方、正しい心構えであると言われる。原始

聖典における正思惟の解釈として、怒りの心、殺害の心、世俗的な心を起こ

さずして、柔和の心、慈悲愛護の心、清浄の心をもって絶えず心掛けること

だと説かれている。一方、日常生活においては個人の社会的地位や役割、立

場に相当した正しい心構えをもつことが、正思惟だと考えられる。

３）正語、正しい言語的行為のことである。誠実な言葉で他人に接し、他

人を賞賛し、必要な言葉を必要な時に発する、という正しい言語的行為を指

す。逆に、妄語、悪口、両舌、綺語を禁止することである。
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４）正業、これは正しい身体的行為を意味する。殺生、倫盗、邪婬を禁止

し、生命を救助し財物の施与慈善を行ない人倫道徳の道を自ら行ない他人に

も行なわせる、善行のことである。

５）生命、これは正しい生活法のことである。正しい職業を通して、日々

規則正しい生活をすることである。すなわち、睡眠、食事、業務、運動、休

息などについて規則正しい生活を営むことによって、心身の健康も保持され

るのである。

６）正精進、これは勇気をもって理想に向かって正しく努力することであ

る。あらゆる生活の領域において、善を生じ増大させ、逆に悪を減じ除去さ

せるように努力することを意味する。

７）正念、正念とは正しい意識、注意のことで、何事にも細心の注意を払

わなければならない。仏教的な正念とは、無常、苫、無我などを常に念頭に

おくことだと言われる。

８）正定、正定とは正しい精神統一のことである。本来は禅定を意味する。

日常生活において、精神を集中することは正しい智慧を得るのに必要だと解

されている。

以上八正道の各項目について、その概要を述べたが、人々の実際の行動レ

ベルにおいては、各正道が各々別個に機能するのではなくて、相互的、有機

的に結びついて全体的に機能するのである。八正道は、理想的人格の形成法

であると同時に、また八正道を実践することが、即、目標としている人格そ

のものである、と解される。また、八正道は三学によって分類される。すな

わち、正見、正思惟が慧学に属し、正語、正業、正命は戒学に属し、正念と

正定は定学に属し、残り正精進は三学共通に属すると理解されている。

１－３．三学

三学は仏道修行において、修行の根幹をなすものであり、修行の徳目に相

当すると解される。水野（1956,1972)、木村（1968）の著書を通して三学
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の概要をまとめることにする。

１）戒学、戒とは善い習慣的行為、あるいは道徳的行為と解される。仏教

的には、戒は定や慧を得るための心身の調整的機能だと言われる。精神を統

一集中するためには、心身の状態が調整されていなければならない。例えば、

睡眠不足、過労、過食暴飲、病気や負傷などによる身体的不調や、また不道

徳や不安による精神的動揺があると精神統一を得ることが困難になる。精神

統一、注意集中を容易にするためには、予め身体の状態が健全であり、精神

の状態が安定していなければならない。このように身体や精神を調整するこ

とを戒というのである。また、八正道との関連から、正語、正業、正命が戒

学に相当する。すなわち、正しい言語的行為や正しい身体的行為をし、日常

規則正しい生活を実行することが戒学だと解される。なお、戒的行為は、一

般に社会的性質を抱くものである。

２）定学、定とは精神が静まり統一することである。すなわち、心を一所

に制し、種々の表象を統一し、最後には無念無想の状態になることである。

定の特質は心の散乱を制止し同時に注意を一点に集中するところにある。元

来、定を得るためには、調身、調息、調心から構成される坐禅を行なう。坐

禅によって生じる定が禅定である。原始経典によると、禅定の深まり行く程

度に応じ禅定は四つの段階（四禅定であり、初禅、第二禅、第三禅、第四禅

から成る）に分類されている。また、別の観点から定は、欲界定（普通人の

日常の心の統一、静まり)、色界定、無色界定（無念無想に近い状態）に分

けられる。禅定を修得することによって、心を統一、明鏡止水の心になり正

しい智慧が獲得される。つまり定によって慧が得られることになる。禅定の

功徳として、次の事が挙げられる（木村、1968、水野、1972)。１．現法楽

住を得る。これは心身の安静、健康に役立つ。２．観を得る。これは悟りの

智慧を得る。３．神通を得る。４．勝有（すぐれた幸福な色・無色界）に生

ず。５．滅尽定を得る。これは聖者のみが得る清浄なる無心定である。また、

八正道との関連において見ると、正念、正定が定学に相当する。
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３）慧学、元来、慧とは禅定、三昧によって静められた心でもって真実の

道理をありのままに見抜くはたらきをいい、般若とも言われる。また、一般

には事物や道理を識知、推理、判断する精神作用を指す。慧を成就する方法

に三種類が考えられている。一つは聴聞によって得られる聞慧で、これは他

人より義理を聞いてその理解より生ずる智慧である。本来は、経典、経師、

論師なりについて、仏陀の教えを正しく聴いて理解するということである。

二つは思惟考察によって得られる思慧である。思慧とは聞いた義理を更に絶

えず思惟して義理を確め、生活化に結びつけることだと言われる。三つは実

践修行によって得られる修慧である。これは、禅定によって到達せられるも

ので修慧の極致が解脱だと言われる（多屋、横超、舟橋、1961；木村、1968)。

また、智慧と同類の用語の一つに止観の観がある。「天台小止観」（二宮、

1966）によると、二種類の観があると言われる。一種は対治観である。これ

は煩悩などを断ずる智慈の力である。他の－種は正観であり、これは諸法の

実相を観ずる智慧だと言われる。また、八正道との関連において見ると、正

見、正思惟が慧学に相当する。

なお、三学が戒学、定学、慧学に分類されているのは便宜的なものであり、

実際の修道心は三学が相互に有機的に関連し一体となって構成されていると

理解されている。

１－４．坐禅の構成

禅定は基本的には坐禅によって得られる。特に曹洞宗においては､道元禅

師の只管打坐の言葉に表現されているように、坐禅は、調身、調息、調心に

よって構成される（｢天台小止観｣、「坐禅儀」－中村、1971-)。ここでは、

調身、調息、調心それぞれに関して、これまでに心理学的立場から研究され

得られた結果にも言及しながら、概要を述べることにする。

１）調身

坐禅の調身は、坐蒲を使用した結肋Ⅱ跣坐及び半lM111跣坐の不動の姿勢である。
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結珈跣坐というのは、右の足を左のももの上に置き、左の足を右のももの上

に置くことである。一方、半lM1l跣坐は左の足を右のももの上に置く姿勢であ

る。手は、右手を左足の上に置き、左手を右手の上に置いて、二つの親指が

向かい合って支え合うようにする。この手の組み方を法界定印という。目は

半眼にして前方に落とし、体を真っすぐにし正しく坐る。

Ikegami（1968）は身体動揺度が測定できる平衡機能計を使って、半iM1Ⅱ跣

坐、あぐら、正坐の各姿勢時の身体動揺度を測定した。その結果、半蹴跣坐

の姿勢が動揺度が少なく、他の姿勢に比べ最も安定していることを報告して

いる。さらに、結跣iMll坐の姿勢において、坐禅経験者は未経験者に比べ身体

動揺度が少なく安定していることも報告している。なお、身体動揺度と注意

集中度との間には相関関係が認められ、坐禅の姿勢が注意集中力を養成する

のに有効であることを示唆している。また、坐禅経験者の坐禅中の胸鎖乳突

筋、僧帽筋、潤背筋、等の筋活動は、一般人の坐禅中のそれらの筋活動より

弛緩していることが報告されている。そして、これら坐禅経験者の筋活動の

弛緩化と脳電図α波の出現との間には対応関係が認められている。（牧、

1972；篠原、１９７４；中村、1972)。また、一般人の筋活動は禅僧の筋活動に

比べより速動的（phasic)性質をもっているのに対し、禅僧の筋活動は一般

人に比べより持続的（tonic）Ｍ２質をもっていることが報告されている。こ

のような坐禅経験者の骨格筋の持続的性質は、長期の坐禅経験によって筋

活動が安定化したと解されている（中村、1975)。

２）調息

「天台小止観」に、息を調える法として四種類の呼吸が挙げられている。

｢風｣、「喘｣、「気｣、「息」の四種類の呼吸である。前の三つは不調の呼吸で

あり、‘息が調和の呼吸だと言われている。坐禅中の呼吸は、音や声の出る風

息でも、喉につかえた喘息でも、息の荒い気息でもなくて、息の出入が静か

な「息」であることが示されている。このような微息によって、心が安定す

ると、調息の効用が述べられている。
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坐禅時の呼吸に関するMatsumoto（1968)、安東（1974）の研究によると、

坐禅中は横隔膜の上下運動が増大し、呼吸が胸式呼吸から腹式呼吸に変わる

ことが報告されている。一般の成人や子供も坐禅中には呼息の時間が吸息の

時間よりも長くなり、また、坐禅経験者は一般人に比べ呼吸数が減少し、さ

らに呼息の時間が吸息の時間より長くなることが知られている

(Matsumoto、1968；秋重、１９７４：安東、１９７４；Takeda、1977)。なお、情

動的に快の状態では普通時に比べ呼吸が緩徐になり、吸息の長さ（１）と呼

息の長さ（Ｅ）との比を表すⅡ乎吸比（Ｉ／Ｉ＋Ｅ）は小さくなり、逆に情動

的に不快の状態では、呼吸が速くなり呼吸比は大きくなると言われている

(Matsumoto、1968)。一方、数息観の呼吸法（調息や調心の－方法で、呼

吸に注意を集中し呼吸を数える法）を訓練すると、呼吸運動がより規則的に

なり、呼吸数も減少し、さらに脳電図α波が増加すると報告されている（上

野、1970,1971；座間味、1970)。

３）調心

心を調えるとは、精神を集中統一することである。調心の過程として、坐

禅儀の中に「諸縁を放捨し、万事を休息すべし。善也不思量なり、悪也不思

量なり。心意識にあらず、念想観にあらず、作仏を図することなかれ｡」と

教えがある。これは、精神を集中統一するためには感覚、知覚、感情、欲求、

思考、価値判断などの心的機能を一時的に制止させる必要があることを説い

たものと解される。一般には調心の方法として、数息観と公案の工夫が応用

されている。数息観は前述したように、呼吸に注意を集中し呼吸を数える方

法で、数え方は、呼息と吸息を－呼吸とし、それぞれの呼吸を「ひと－つ｣、

｢ふた－つ」…と数えて「とお－」まで数えたら、また「ひと－つ」にもどっ

て同様に数え続けることである。このような方法で何回も繰り返すのである。

すなわち、数息観は呼吸に注意を集中することによって、雑念や妄想などを

除去し、心の散乱を防ぎ精神を集中安定化させることになる。

坐禅中の脳電図に関するこれまでの研究結果によると、坐禅中の禅僧の脳
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電図はα波が優勢に出現し、さらに修行経験の長い禅僧ほど,波が出現する、

と報告されている。禅僧の脳電図は、周期の延長と振幅の増大として一般的

には特徴づけられている（平井、1961；秋重、1963；Yamaoka、1968)。こ

のような脳電図の特徴からして、坐禅中の禅僧の心身は安静で注意集中した

状態だと解される。なお、山岡（1972）はこのような脳電図出現の心理的状

態に関して、「外部刺激の効果や、内部の原因による、撹乱効果の除去、又

は克服された状況」と解釈している。

このようにして、坐禅は骨格筋や呼吸などの随意的統御が可能である生理

的器官を統御することによって、本来不随意的であると解されていた自律神

経系にも影響を及ぼし、心身を安静化させ、有益な状態に導く方法だと理解

される。

Ⅱヨーガ修行法

佐保田（1973）はヨーガを原始ヨーガ、古典ヨーガ、後期ヨーガに分類し

ている。古典ヨーガの経典であるヨーガ・スートラによると、古典ヨーガ行

法の体系は次の８つの部門から構成されているといわれる。すなわち、１）

禁戒、２）勧戒、３）坐法、４）調気、５）制感、６）凝念、７）静慮、８）

三味、等である。この過程で注目されるのは、多種の坐法と呼吸法の訓練に

よって、身体の条件をととのえる点である。いわゆる調身、調息の基礎の上

に精神統一の修行が行なわれ、終極には三味の境地に達するのである。心的

作用を制止し、専心状態になるのが三味だと言われる。

さらに、佐保田（1973）の著書によると、後期ヨーガは６つの流派に分類

され、代表的なヨーガ流派の一つがハタ・ヨーガだといわれる。「ハタ」と

は「ちから」の意味で、ハタ・ヨーガとはちからをこめてなすヨーガ、また

は、はげしいヨーガという意味だと解されている。ハタ・ヨーガは、ｌ）禁

戒、２）勧戒、３）坐法、４）浄化操作、５）クンバカ（－種の調気法)、

６）ムドラー（各種行法)、７）三味、の７部門から体系化されている。ハ
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夕・ヨーガの修行においては、各種の坐法、呼吸法、体位法によって、自己

の身体や生理的機能を操作して、三味状態に到達しようとする。（佐保田、

1973)。

次にヨーガを対象にした生理心理学的研究について概観する。

Wenger等（1961）はヨーガ修行者を対象にし自律神経系機能（心臓機能）

の随意的統御に関する研究を行なっている。彼等は４名のヨーガ行者を対象

に、筋電位、心電位、呼吸、脈波等を測定した。その結果、修行者は保息的

呼吸と腹部や胸部の筋肉の過度緊張によって、心拍を顕著に遅らせているこ

とを報告している。Anand等（1961）はヨーガ修行者の三味状態中の脳電

位を測定した結果、ヨーガ修行者が高振幅のアルファ波を持続的に出現させ

ることを明らかにし、また、このアルファ波は感覚刺激によってブロックさ

れなかったと報告している。さらに、山崎（1982）もヨーガ瞑想経験者は一

般学生に比べアルファＩ波（８～１０Ｈｚ）を有意に出現させることを明らか

にしている。また、Green（1973）はヨーガ修行者のケース研究において、

ヨーガ修行者は心拍数を１分間に70拍から300拍まで上げることが可能であ

り、さらに脳電位のフィードバック学習過程において、アルファ波からデル

タ波まで随意的に統御可能であることを報告している。また、PatelO975）

は本態性高血圧症者を対象にし、ヨーガの呼吸法や弛緩法を導入し治療した

結果、血圧が有意に減少したことを報告している。

以上のようなヨーガ修行者を対象にした研究結果から、ヨーガ修行者は随

意的に統御可能な呼吸器系や骨格筋系に何らかの操作を行なうことによって、

本来不随意的と思われていた自律神経系機能を随意的に変化させていると解

される。また、このような自律神経系の随意的制御力は、ヨーガ修行者の心

身の健康維持にも有効だと考えられる。

Ⅲ．漸進的弛緩法

漸進的弛緩法（Progressiverelaxation）は、生理学者Jacobsonq938）
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によって考案された心身の弛緩法である。この方法は身体の一部分の弛緩訓

練から出発し、一定の順序を追って身体の各部分を漸進的に弛緩させて最終

的には全身体の筋肉弛緩を達成することを目指す。いわゆるこの方法は身体

の弛緩を達成することによって、精神的安静をもたらすことを目的にしてい

る。初期の弛緩訓練段階において、訓練者や患者は身体の特定部位の筋肉を

故意に緊張、弛緩させて、それぞれの状態に応じた筋感覚を感知するように

要求される。例えば訓練者は、右手のこぶしをギュッと握りしめた筋緊張時

と、次いでバツと力を抜いた筋弛緩時の両筋感覚の比較を通して、それぞれ

の状態を感知し得るようになる。そして、この緊張と弛緩の反復訓練を通し

て、訓練者や患者は筋感覚を手掛かりにし弛緩状態に至る方法を体得するよ

うになる。訓練者や患者は、このような方法によって、次の段階の他の筋弛

緩訓練に進行していくことになる（Jacobson、1938,1972；内山、1980,

1981)。

通常、この弛緩法は楽に仰臥した姿勢や腰かけの姿勢で行なわれる。弛緩

の身体部位と進行順序の概略は以下の通りである。すなわち、左手・腕の筋、

右手・腕の筋、左足・脚の筋、右足・脚の筋、腹筋、呼吸筋、胸筋、左肩の

筋、右肩の筋、頚部筋、顔面部筋（額、眼、あご、舌、唇）等である。この

ような全過程を漸進的に弛緩達成する反復訓練によって、訓練者や患者は心

身の安静状態をもたらす効果的な自己統御の方法を会得するようになる

(Jacobson、1938、シユルツ等、１９６８；内山、1980)。

そして、この弛緩法は心身の安静をもたらす以外に、さらに心身症や神経

症の予防、治療に効果を発揮すると報告されている（JacObson、1972；内

山、1981)。

Ⅳ、覚醒の生理心理学的機構

Ⅳ－１－覚醒水準と脳波

生活体の１日は、眠り（睡眠）と目覚め（覚醒）のリズムで構成されてい
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る。一般に睡眠の極から覚醒の極の間は、いくつかの段階に分類される。た

とえば、Levinthal（1979）は睡眠の極から覚醒の極の方向へ次のように分

類している。すなわち、昏睡（coma）の段階、非常に深い睡眠（verydeep

sleeP）の段階、深い睡眠（deepsleep）の段階、中度深睡眠（moderately

deepsleep）の段階、軽い睡眠（lightsleep）の段階、うとうとねむ気

(drowsy）の段階、安静覚醒（relaxed）の段階、緊張（alert）の段階、高

度緊張（highlyalert）の段階、躁病（mania）の段階にそれぞれ分類して

いる。このような段階間の移行は行動的連続性を帯びるものであり、この移

行段階（水準）を一般に覚醒水準（arousallevel）とよばれている。

また、このような行動的覚醒一睡眠の変動特徴は、中枢神経系の機能の変

化によって裏づけられている。そう言うわけで、覚醒一睡眠の各段階の行動

的変動は、それぞれに対応した脳波パターンによって明らかにされる。

人間の場合、覚醒水準が上昇し注意を払っている状態では14～30Ｈｚ

(hertz）の低振幅速波のβ（beta）波が見られる。覚醒時の安静閉眼の状態

では１０Ｈｚ前後のａ（alpha）波が出現する。ところが開眼により光刺激が入っ

たり、あるいは聴覚刺激やなんらかの精神活動によって、α波は阻止（a-

blocking）されβ波が出現するようになる。このα波阻止は覚醒水準の上昇

の結果と解される。入眠期になるとα波は消えて、４～７Ｈｚの０（theta）

波が出現し、さらに睡眠が進んでいくと徐波成分も増加し、時々13Ｈｚ前後

の紡錘波といわれる脳波パターンが出現してくる。さらに深い睡眠に移行す

るに連れ３Ｈｚ以下の高振幅徐波である６（delta）波が出現増加するように

なる.なお、徐波睡眠期間に時折低振幅速波の覚醒パターンに類似した波形

を示す睡眠に移行することが知られている。この睡眠は、出現する脳波が覚

醒時の脳波に近いのに対して行動的には眠っていることから、逆説睡眠

(paradoxicalsleep）と呼ばれている。また、逆説睡眠期には一般に急速眼

球運動（RapidEyeMovement；ＲＥＭ）をともなうことからこの睡眠期

はＲＥＭ期とも言われている。
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Ⅳ－２．覚醒の神経機構

行動や脳波上に覚醒一睡眠反応をおこすには求心性の感覚刺激量が関連す

る、と言うことが1935年ブリーマーによる下位離断脳（enc6phaleisol6）

と上位離断脳（cerveauisol6）に関する研究によって明らかにされている

(Magoun、1963)。しかしながら、感覚入力量の増減のみで覚醒一睡眠反応

の生起を充分に説明することはできなかった（MagouL1963；Oswald、

1962)。その後MoruzziとMagoun（1949）の研究によって、脳幹網様体を

直接電気刺激することによって動物の行動と脳波上に、自然の覚醒機序に対

応する覚醒反応が生ずることが発見された。また脳幹網様体の破壊により、

昏睡状態が起こることもわかっている。このような研究結果は、覚醒一睡眠

反応を生じさせる要因として、感覚入力量の増減よりは脳幹網様体の賦活、

抑制の機能がより重要な役割を果たすことを指摘するものである。脳幹網様

体が上行的に大脳皮質を賦活させるという意味で、これらに関連する諸構造

(視床非特殊核、視床下部、辺縁皮質、新皮質）は一括して上行性網様体賦

活系（AscendingReticularActivatingSystem；ＡＲＡＳ）とよばれてい

る。このＡＲＡＳは、求心系の感覚｣情報伝導路からの側枝を通して体性感覚、

内部感覚、聴覚、視覚など多くの刺激入力を受けて、大脳皮質を覚醒させる。

勿論、求心系の感覚`情報伝導路の諸刺激は、側枝を通しての入力と並行して

直接に大脳皮質へ入力される。またＡＲＡＳは、大脳皮質からも支配を受け

ていることが知られている（Magoun、１９６３；Oswald、１９６２；Hebb、１９７２；

岩原、1981)。この皮質支配は、認知や思考過程がＡＲＡＳを賦活させるこ

とを意味する。このようにして、皮質機能とＡＲＡＳの機能とはフィードバッ

ク回路をつくって作用し合っている。

Ｈｅｂｂ（1972）によると、ＡＲＡＳ（Hebbはこの系を喚起系ないし非特殊

投射系とよんでいる）の機能が自律神経系の交感神経系機能に密接に作用し、

交感神経系は副腎に働きかけアドレナリンを分泌させ、アドレナリンは直接

ＡＲＡＳ（喚起系）を興奮させ、さらにＡＲＡＳは交感神経系を興奮させる
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と解されている。すなわち、ＡＲＡＳ－交感神経系一副腎の間においてもフィー

ドバック回路が形成されているのである。交感神経系の興奮とアドレナリン

の分泌、いわゆる行動的覚醒水準の上昇によって、一般に心臓機能、呼吸機

能、骨格筋機能がそれぞれ高進し、脳波も低振幅速波（β波）を呈すること

が知られている。

ところが、動機づけおよび情緒の核心をなしている中枢神経の領域が大脳

辺縁系だといわれている（大脳辺縁系は構造的に脳基底部付近の皮質、脳梁

付近の皮質、海馬、扁桃核、視床および視床下部の一部が含まれる)。ＡＲ

ＡＳ（喚起系）は情緒反応の強さを規定しているが、情緒が恐れであるか、

怒りであるか、愛か、憎しみかを規定しているのは大脳辺縁系だと理解され

ている（Hebb、1972)。そして、Ｈｅｂｂ（1972）はＡＲＡＳ（喚起系）が大

脳辺縁系と密接な連絡をもっていると言及している。結論的に言うならば、

ＡＲＡＳ（喚起系）の機能は、大脳皮質、自律神経系、副腎、大脳辺縁系の

それぞれの機能と密接な関係にあるということである。

Ⅳ－３．覚醒レベルと最適行動

Ｈｅｂｂ（1972）は、手掛り機能と喚起機能との関係が図１に示されている

ような逆Ｕ字型曲線になることを説明している。ここでの喚起レベルは中枢

神経系の覚醒レベルに対応し、手掛り機能は特定の解決行動の程度、いわゆ

る最適行動の程度に対応すると理解される。喚起が低いと皮質での伝達は少

なくなるが、喚起が高いと伝達が多すぎて、不適切かつ抗争的な皮質活動を

生起させると考えられる。このようにして、基本的には低喚起や高喚起の状

態では最適行動は生じにくく、中程度の喚起状態において最適行動が実行さ

れる。

しかしながら、人間の多くの適応行動にはそれぞれ最適な喚起レベルが想

定されるので、種々の行動様式の違いによって、逆Ｕ字型曲線は変化し異な

るパターンを示すと解される。さらに、同一の適応行動に対して、各個体の
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生活習慣や経験の違いによって、最適行動を可能ならしめ持続させる喚起レ

ベルの位置や範囲が異なってくると考えられている。

最適実行

手
掛
り
機
能

注意の増加 情緒的混乱

ノ覚醒
眠り

機構崩壊

高喚起低喚起 喚起レベル

図１手掛り機能と喚起レベルとの関係

（Hebb／白井常・他訳行動学入門）

Ｖ、身体運動の効果論

武道や他のスポーツ等の身体的運動を継続的に長時間行なうことによって、

生理、身体的機能と心理、精神的機能の両面に有益な効果をもたらすことが

報告されている。ここでは、武道や他のスポーツ等の身体的運動が、身体、

精神の両面に及ぼす効果について、これまで行なわれた主な研究を概観する。

ｖ－１．生理、身体的機能に関する効果

循環器系、呼吸器系の機能に及ぼす運動の効果に関する研究として、まず

小林（1967）は、女子高校生を対象にし運動経験者群と一般学生群に血圧測

定を行なっている。その結果、安静時に比べ運動負荷時において、一般学生

群は運動経験者群より最大血圧、最小血圧とも変動が大きく、また、一般学

生群は運動負荷後に血圧が平常値に戻る時間が長かったと報告している。こ
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のような結果から、小林は一般学生群に比べ運動経験者群は循環器系の機能

が発達していることを示唆している。また小林等（1979）は、９才から16才

までの間、意図的に身体トレーニングを継続している９名の女子高校生に対

し、横断的に毎年AerobicPower（最大酸素摂取量のことで、有酸素的運動

での呼吸循環機能の指標として最も信頼されているもので、また健康や体力

の状態を知る重要な目安ともされている｡）を測定し、対照群としてほぼ同

様な条件下で一般女子高校生38名のAerobicPowerを測定し、両群間の

AerobicPowerについて比較検討を行なった。その結果、身体トレーニング

群は、対照群に比べAerobicPowerの急増期が測定され、高校期の身体活動

(運動部活動）は、女子学生のAerobicPowerの発達に有効な刺激になって

いると報告している。さらに、小林等（1980）は一般健康成人男子群と中高

年スポーツ愛好者群のAerobicPowerを測定した結果から、スポーツ愛好者

群の中でも運動実施（マラソンやジョギング等）量が多い者ほど、体重あた

りのAerobicPowerが大きい傾向を示し、この運動実施が身体に有効な運動

刺激となっていることを示唆している。また、広田等（1980）は実験動物

(雄ラット）を使用して、コレステロール代謝に及ぼす身体運動のトレーニ

ング効果に関する研究を行なっている。毎分12ｍ走、１日60分間の運動を５

～６週間継続した結果、この運動のトレーニング効果として、血清コレステ

ロール値の低下と、併せて肝コレステロール代謝の冗進（異化作用の促進）

を報告している。そして、このような運動のトレーニング効果が、動脈硬化

の進行に対する積極的な予防を果たすものと解している。

平衡機能に及ぼす運動の効果に関する研究として、大野等（1967）は保健

体育専攻学生と一般学生を対象にして、バランス・テストを実施し平衡機能

の比較検討を行なった。その結果、体育専攻学生は一般学生に比べ動的バラ

ンス、静的バランスにおいてすぐれていることを報告し、運動の練習の機会

をより多くもつことにより、平衡能力が向上したものと解している。また黒

川等（1976）は、柔道部員（平均柔道歴8.3年）と一般学生に平衡機能の側
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定を行なっている。その結果、柔道部員は開眼片足立ち、閉眼片足立ちの両

条件において、一般学生に比べ有意に優れていることを報告している。木村

等（1984）も柔道選手の平衡能力の分析を行なっている。すなわち、大学柔

道部員と一般学生を対象に重心動揺の測定を行なっている。一般学生の場合、

重心が崩れた時、身体が剛体に近い状態となり、バランスの安定を保持する

事が困難になるのに対し、柔道部員は重心が動揺する際に大きく上体を利用

して、元いた位置に戻そうとする能力があると指摘している。一方、百鬼等

(1976）は、剣道部学生と一般学生を対象に重心動揺の測定を行なった結果、

剣道部学生の方が重心動揺が少なかったと報告している。

次に、身体運動が体格や身体的発達に如何様に効果を果たしているか、に

ついて見ることにする。田中等（1980）は、大学生の体格、体型に及ぼす身

体運動の影響について研究報告している。すなわち、男女大学生の運動鍛錬

者341名と運動非鍛錬者311名を対象に、身体計測を行なっている。その結果、

男女とも運動鍛錬者のほとんどの学生が、非鍛錬者に比べ身長、体重、胸囲、

上腕囲、大腿囲等で計測値が大きく優れていることを報告している。さらに、

鍛錬者は皮脂膏が薄く、体脂肪含有率も非鍛錬者に比べ少なかったと論述し

ている。また、飯田（1981）は、中学１年から高校３年まで６年間柔道部に

所属していた生徒の実態を横断的に調査分析し、これら生徒の高校３年間の

身体的発育、発達の変化について考察している。その結果、柔道部学生は一

般学生に比べ、身長、体重、胸囲、座高等の身体形態において優れており、

さらに、体力診断テストの結果においても成績が良かったと報告している。

Ｖ－２．心理、精神的機能に関する効果

最初は、主に武道以外の一般的スポーツ運動が、心理、精神的機能の面に

どのような効果を及ぼしているかについて、これまでの主なる研究を見るこ

とにする。花田（1960）は大学の運動部学生と一般学生を対象に、矢田部．

ギルフォード性格検査を実施しスポーツ経験とパーソナリティとの関係を明
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らかにしようとしている。その結果、ティームスポーツの経験をもつ運動部

員は一般学生に比べ、身体的活動を好み、朗らかで社会的に外向性であり主

導的立場に立とうとする傾向があるが、一方攻撃的特性も見られると述べ、

個人スポーツ経験者については平均的な比較的安定したパーソナリティを示

すと報告している。また、本間等（1965）は一般大学生と運動部学生を対象

に、パーソナリティスト（CornelllndexFormN2）を実施した結果、ス

ポーツマンは、身体の機能に関心を持ち、恐れと不適切感、抑うつ、神経質

と不安、過度な敏感さと疑い深さ、病理学的な驚きの反応等の情動の不安定

性に関する特徴が少なく、情動的には一般学生よりも安定性があることを示

唆している。一方、安孫子（1971）は保健体育専門学科学生に矢田部・ギル

フォード性格検査、精研式パーソナリティ・インベントリイ等を実施し、身

体運動のパーソナリティへの効果を検討している。その結果、身体運動の効

果として、不快感や憂うつ感等の問題となる性格特性が消失し、活動性、社

交性、融和性等の好ましい性格特性は助長され、固定化されると報告してい

る。また、山岸等（1981）は大学の運動部学生を対象に質問紙法によって、

パーソナリティ特性について検討している。その結果、運動部学生の行動特

性として、物事に対して一生懸命努力すること、対人関係を大切にすること、

日常生活の行動基準を持っていること等を挙げている。なお、本田（1971）

は大学の一般学生を対象に、体力診断テストと内田クレペリン精神作業検査

を実施し、運動能力と精神健康度との関係を見ている。この結果は、運動能

力が高い被験者ほど精神健康度が高く、逆に運動能力が低い被験者は精神健

康度も低い傾向にあると、指摘している。

次に、柔道や剣道等の武道修行とパーソナリティ形成との関係についての

研究を見ることにする。まず、飯田（1959）は大学の柔道部員（初段から４

段までの有段者で構成されている）５０名と一般大学生50名に対して、ＭＭＰ

Ｉ（MmnesotaMultiphasicPersonalitylnventory）を実施し、柔道有段

者の人格特性について言及している。この結果によると、柔道有段者は一般
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大学生に比べ、健康上の不調や身体的機能不調を訴える傾向が少なく、さら

に神経症的傾向や行動異常の傾向の出現率も低いといわれる。このような結

果から、飯田は柔道修行が精神衛生を保持するのになんらかの貢献を果たし

ているだろうと示唆している。また寸佐藤等（1974）は大学生剣道部員に対

して40項目から成る質問紙を実施し、彼等の性格特性を明らかにしようとし

ている。その結果、剣道部員の考え方や行動によくあてはまるとして評定さ

れたのは、自立心、がんばり、進取の気性、自己修養、独立心、努力などの

項目と、友人関係の交流炉協調の意義についての項目であったと報告してい

る。また、山岸（1978）は武道者群（大学の柔道、剣道、弓道、空手道の各

部員）と非武道者群（体操部、バスケットボールアメリカン．フットボー

ルの各部員）との間におけるパーソナリティの比較研究を行なっている。そ

の結果、両群に共通した行動特性として、忍耐力、規律正しさ、努力性、決

断力を挙げ、さらに武道者群がより重視している特性として、礼儀正しさ、

集中力、素直さ等を挙げている。なお、武道者群は心技両面にわたる規範を

部の指導者層に求める傾向があり、指導者に対する一体感が強く、尊敬する

態度も強いと述べている。また、佐藤（1980）は全日本クラスの柔道選手と

大学柔道部員を対象に、内田クレペリン精神作業検査と矢田部．ギルフォー

ド性格検査を実施し、柔道選手の性格特性に関して言及している.その結果、

高段者になるほど、情緒的に安定し社会性も豊かで対人関係もうまくいく望

ましい性格であると報告している。

上述したように、身体運動が身体、精神の両面に有益な効果を及ぼしてい

ることが理解される。
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