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変性意識状態における主観的経験の特徴
̶三つの典型的な催眠暗示を用いての比較̶

山極 和佳　門前 進 1

The Subjective Experience in Altered States of Consciousness:
A Comparison of Three Typical Hypnotic Suggestions 

Waka Yamagiwa and Susumu Monzen

要約
　本研究の目的は，主観的経験を指標として，異なる意識状態操作によって形成される催眠の意識状態の特徴を比較検討する
ことであった。
　主観的経験は，変性意識状態検査（斉藤 ,1981）を用いて測定した。異なる意識状態操作には，運動暗示，イメージ暗示，リラッ
クス暗示の三つの催眠暗示と，それらとの比較のためのジェイコブソンのリラクセーション簡略版教示（門前 ,1995a,b）を用
いた。また，統制条件として，意識状態操作を行わない覚醒の意識状態を設定した。
　実験の結果，意識状態間の違いは，変性意識状態検査の総点および七つの下位因子で見いだされた。また，覚醒の意識状態
との間に違いがみられた下位因子の組み合わせパターンも，意識状態間では異なることが明らかとなった。これらの主観的経
験の違いは，本研究で形成した三つの催眠の意識状態間における質的な違いを示唆するものであった。
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問題
　変性意識状態（altered states of consciousness）は，

古くは，異常で精神病理的な，特定の個人にのみ

生じる状態であると考えられていた。しかし，Tart

（1969）により，「日常的に誰にでも生じうる意識

状態」とされて以降，意識状態研究の方法の一つと

して用いられるようになった。すなわち，特定の変

性意識状態を操作して実験条件として設定し，統制

条件である覚醒の意識状態との比較を行うという

研究方法である。現在，変性意識状態は，“人為的，

自発的とを問わず心理的・生理的・薬物的，あるい

はその他の手段・方法によって生起した状態であっ

て，正常覚醒状態にいる時に比較して，心理的機能

や主観的経験における著しい異常性や変容を特徴と

し，それを体験者自身が主観的に（もしくは他の客

観的な観察者によって）認知可能な意識状態である”

（斉藤 ,1981,p.97）と定義されている。

　変性意識状態を用いた意識状態研究の初期におい

て，先述の Tart（1969）は，実験参加者に催眠の意

識状態操作を行い，催眠の意識状態の深度について

評定を求めるという方法で研究を行っている。さら

には，同様の測定法により，睡眠夢や精神作用物質

などの様々な操作で変性意識状態を形成して検討を

重ねている（Tart,1975）。Tartの研究に代表される

当時の意識状態研究は，主観的経験を対象として行

われていたが，客観性という点での限界により，次

第に，外的観察が可能な行動的側面や生理的側面か

らの研究が中心となっていった。また，実験条件で

ある特定の意識状態を設定する方法としては，実験

的統制が困難な，睡眠夢などの自発的に発生した意

識状態を利用するよりも，実験操作として特定の意

識状態を形成する方法が用いられている。その中の

代表的な操作法は催眠法であるため，以下では，催

眠の意識状態操作を用いた研究を中心に概観する。

　行動的側面から意識状態を検討した代表的な研究

は，暗示に対する反応の程度である催眠感受性に関

する研究があげられる。それらの研究では，催眠感

受性を行動的側面から測定するためのハーバード

催眠感受性尺度（Harverd Group Scale of Hypnotic

Susceptibility,Form A；Shor & Orne,1962） や， ス
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タンフォード催眠感受性尺度（Stanford Hypnotic

Susceptibility；Weitzenhoffer & Hilgard,1959,1962）

といった尺度が標準化されている。また，生理的

側面からの研究では，心拍数（Ray,Sabsevitz,De-

Pascalis,Quigley,Aikens & Tubbs,2000），呼吸（福

原 ,1991）など自律神経系の反応を指標とした

研究や，瞬目数（Lindsay,Kurtz & Stern,1993; 田

多・針生 ,1983）など末梢的反応を指標とした

研究，脳の活動を指標とした研究があげられる

（Crawford,1990;Crawford & Gruzeiler,1992;Graffin,

Ray & Lindy,1995;Perlini & Spanos,1991）。これら

の行動的，生理的側面からの研究は，主観的側面を

対象とした研究に比べて，より客観的であり，とり

わけ生理的側面からのアプローチは，研究技術の向

上によって，より微細な水準での意識状態の検討を

促進した。しかし，意識状態とは，「ある一定期間

における，個人の主観的経験を特徴づける現象学的

媒介変数の特定の強さとパターン」という Pekala

（1991）の定義にみられるとおり，主観的経験とし

て顕在化する現象である。そして，特定の意識状態

における主観的経験は，いかに高度で鋭敏な測定法

を用いたとしても，生理的反応や行動的反応のみか

ら理解することは不可能である。

　このような，主観的側面を対象化することの必要

性から，主観的経験の測定法が再検討されている。

標準化された尺度の一つとして，斉藤（1981）に

よる変性意識状態検査があげられる。斉藤（1981）

では，多種多様な意識状態操作を用いた一連の研

究により，変性意識状態の主観的経験を特徴づけ

る 10の因子が抽出されている。この尺度は，主観

的経験を複数の因子でとらえているという点で，深

度という単一因子でとらえていた初期の研究の測定

法とは異なっている。さらに，催眠法の実験操作を

用いた検討では，前述の行動的指標であるハーバー

ド催眠感受性尺度を併用することで信頼性や妥当性

を高める工夫がなされており，この点もまた，客観

性の欠如が指摘された初期の研究とは異なる点であ

る。

　以上のこれまでの意識状態研究において，変性意

識状態を形成するための実験操作として多く用いら

れた方法は催眠法であった。そのため，催眠の意識

状態は様々な側面から検討されている。しかしなが

ら，結果として示されている催眠の意識状態につい

ての知見は，研究間で必ずしも一致しているとは言

い難い。この理由について山極・門前（1999）は，

実験操作で用いられた催眠暗示の違いという点を指

摘している。つまり，意識状態操作で用いた催眠暗

示が研究間で異なるものであったため，測定された

意識状態は，同じ催眠という言葉で表現されていて

も，意識状態としては異なる状態であった可能性で

ある。そして，先行研究において統制されていなかっ

たと推測される，意識状態操作の方法という要因を

取り上げて検討を行っている。具体的には，意識状

態操作において，催眠の典型的暗示として分類され

る（門前 ,1995a,b），運動暗示，イメージ暗示，リラッ

クス暗示を単独で用いて各意識状態を形成し，顔面

表情筋の筋電図反応を指標とした意識状態間比較を

行っている。その結果，異なる暗示によって形成さ

れた催眠の意識状態間において，筋活動の質の違い

が見いだされている。つまり，催眠の意識状態操作

として用いる催眠暗示の種類によって，形成される

意識状態は異なる状態であることが示されている。

山極・門前（1999）は，生理的側面からのアプロー

チにより，意識状態研究において催眠法を用いる場

合には，実験操作である催眠暗示を分類して用いる

ことの必要性を示唆している。しかし，それらの意

識状態における主観的経験がどのようなものであっ

たのかという，主観的側面については検討がなされ

ていない。意識状態を包括的に理解するためには，

主観的側面をも含めた，多側面から検討を行う必要
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がある。

　そこで本研究では，主観的経験を指標として，異

なる意識状態操作によって形成される催眠の意識状

態の特徴について，比較検討することを目的とした。

方法
実験参加者

　大学生および大学院生 90名 (男性 35名 ,女性 55

名 )であった。平均年齢は 23.2歳 (SD =2.05)であり，

催眠およびリラクセーション経験の頻度により各群

に均等に振り分けた。

実験デザイン

　実験参加者間要因である意識状態要因の，1要因

（5水準）実験デザインであった。

意識状態操作の方法

　催眠の意識状態操作の方法について，門前

（1995a,b）は，心理臨床場面で用いられる催眠法を，

催眠のどの側面に重点をおくかという点で三つに分

類している。ひとつは “暗示現象” に重点をおく運

動暗示であり，次は催眠中の “体験” に重点をおく

イメージ暗示，さらには催眠の “意識状態” に重点

をおくリラックス暗示である。本研究では意識状態

操作の方法を統制するために，これらの催眠暗示を

それぞれ単独で用いることとした。したがって，意

識状態要因としては，運動暗示（以下「運動暗示群」），

イメージ暗示（以下「イメージ暗示群」），リラック

ス暗示（以下「リラックス群」）の三つの暗示によっ

て形成される催眠の意識状態に，それらとの比較の

ためのジェイコブソンのリラクセーション簡略版教

示（門前 ,1995b）によって形成される意識状態（以

下「リラクセーション群」）と，統制条件である意

識状態操作を行わない覚醒の意識状態（以下「覚醒

群」）とを加えた計 5条件を設定した。

　意識状態操作に用いた催眠暗示は，山極・門前

（1999）と同様の暗示であり，その概要は Table 1

に示すとおりであった。また，ジェイコブソンのリ

ラクセーション簡略版教示は，身体を腕，脚，背中，

首，額の 5部位に分け，各部位に対して緊張，弛緩，

弛緩を順に行うという内容であった。

Table 1　門前 (1995b)による「臨床催眠の三分類」と各暗示の概要

重点をおく側面 暗示の概要

運動暗示 暗示現象 「後倒法」，「腕移動」，「腕浮揚」
といった身体運動を生じさせ
る暗示

イメージ暗示 体験 「野原イメージ」を生じさせる
暗示

リラックス暗示 意識状態 「心身両面の弛緩」を生じさせ
る暗示

材料・装置

　DATレコーダー（SONY），ヘッドフォン（SONY），

意識状態操作用の暗示および教示を録音したテー

プ，変性意識状態検査（斉藤 ,1981）

変性意識状態検査

　本研究では，催眠の意識状態における主観的経験

を測定するために，斉藤（1981）による変性意識

状態検査を用いた。この検査は，「空間感覚の喪失」，

「時間感覚の喪失」，「自己感覚の喪失」，「言語感の

喪失」，「恍惚感」，「注意集中」，「受動性」，「一時

性」，「主観－客観の差の感覚の喪失」，「宇宙識」の

10の下位因子（60項目）で構成されている（Table

2）。各質問項目に対する回答は，5件法（“1. 全く

あてはまらない” － “5.よくあてはまる”）で求めた。

分析は，斉藤（1981）にもとづき，各下位尺度の

素点を換算表にて正規換算（M ±SD ＝ 5.0± 1.0）

した得点と，その合計である総点を算出した。

手続き

　実験は個別に実施した。実験参加者に実験の説明

を行った後，ヘッドフォンを装着させ，運動暗示群，

リラックス暗示群，イメージ暗示群，リラクセーショ

ン群には，あらかじめ録音したそれぞれの暗示また

は教示を用いて意識状態操作を行った。覚醒群には，
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暗示および教示と同時間（15分間）の閉眼安静を

求めた。その後，変性意識状態検査への回答を求め

た。実験の最後に，運動暗示群，イメージ暗示群，

リラックス暗示群には，解催眠手続きを行った。

結果

　変性意識状態検査の総点および下位因子におけ

る，各群の平均値と標準偏差値を Table 3に示す。

変性意識状態検査の総点と下位因子について，意

識状態を要因とする一元配置の分散分析を行っ

たところ，総点 ( F (4,89)=3.08, p<.05)および，「空

間感覚の喪失」( F (4,89)=3.99, p<.01)，「時間感覚

の喪失」( F (4,89)=2.63, p<.05)，「自己感覚の喪失」

( F (4,89)=2.64, p<.05)，「言語感の喪失」( F (4,89)=3.11,

p<.05)，「恍惚感」( F (4,89)=2.83, p<.05)，「受動性」

(F (4,89)=6.01,p<.01)，「主観－客観の差の感覚の喪失」

( F (4,89)=2.64, p<.05)の下位因子で，意識状態の主効

果が有意であった。「注意集中」，「一時性」，「宇宙識」

の下位因子では有意な差はみられなかった。

　意識状態要因の主効果が有意であった総点および

下位因子について，LSD法を用いた多重比較を行っ

たところ，総点は，運動暗示群が覚醒群 ( p<.01)

Table 3　変性意識状態検査得点

統制条件 実験条件

分散分析の
結果注）

覚醒群 運動暗示群 イメージ暗示群 リラックス暗示群 リラクセーション群

N=18 N=18 N=18 N=18 N=18

M (SD ) M (SD ) M (SD ) M (SD ) M (SD )

下
位
因
子

空間感覚の喪失 4.06 (1.00) 5.33 (1.19) 5.17 (1.15) 4.56 (1.04) 4.67 (1.03) ＊＊

時間感覚の喪失 4.39 (1.24) 5.39 (1.38) 5.22 (1.26) 4.22 (1.40) 4.89 (1.37) ＊

自己感覚の喪失 4.28 (1.02) 5.28 (1.18) 4.56 (1.10) 4.44 (1.20) 4.28 (0.89) ＊

言語感の喪失 4.61 (1.29) 5.94 (1.35) 5.39 (1.24) 5.22 (0.81) 5.22 (0.94) ＊

恍惚感 4.39 (0.78) 5.39 (1.04) 5.00 (1.08) 4.72 (0.83) 4.61 (1.09) ＊

注意集中 5.06 (1.35) 5.33 (1.19) 4.56 (1.58) 4.89 (1.45) 4.44 (2.01)

受動性 4.11 (0.96) 5.78 (1.11) 5.06 (1.06) 4.83 (0.99) 4.78 (1.06) ＊＊

一時性 4.56 (2.12) 5.78 (1.35) 5.17 (1.62) 4.94 (1.55) 5.11 (1.18)

主観－客観の差の感覚の喪失 4.22 (1.06) 5.22 (1.31) 5.06 (1.11) 4.72 (1.64) 4.22 (0.73) ＊

宇宙識 4.11 (0.83) 4.72 (0.75) 4.78 (1.00) 4.28 (0.83) 4.33 (0.91)

総点 43.78 (9.72) 54.17 (9.75) 49.94 (10.29) 46.83 (8.82) 46.56 (9.26) ＊

注 )F検定の結果，意識状態要因の主効果が有意であったものを，**　p ＜ .01　　*　p ＜ .05として示す。

Table 2　変性意識状態検査（斉藤 ,1981）の下位因子

下位因子 概要

空間感覚の喪失 空間的な位置，方向などの感覚の喪失，現実の世界とは別の未知の空間が生じる感覚

時間感覚の喪失 時間の持続，経過の概念がなくなる感覚

自己感覚の喪失 分離感，自己の消失，深い熱中，没我感

言語感の喪失 その状態を体験した時点でも，あるいは後でもそれを言語で表現できないし，そうしたくないという感覚

恍惚感 陶酔した惚遊の境地の感覚

注意集中 選択的ではあるが，受動的な注意の状態

受動性 被動感，受動性の結果としての心身の弛緩や被暗示性の亢進の状態

一時性 その状態での体験をきわめて短時間ととらえる感覚

主観－客観の差の感覚の喪失 自己と他者，もしくは対象との区別が困難になったり，不可能になる感覚

宇宙識 真理の深みを洞察するような状態
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および，リラックス暗示群 ( p<.05)とリラクセー

ション群 ( p<.05)に比べて有意に高かった。下位因

子である「空間感覚の喪失」得点は，運動暗示群

( p<.01)とイメージ暗示群 ( p<.01)が覚醒群に比べ

て有意に高く，さらに運動暗示は，リラックス暗示

群に比べても有意に高かった ( p<.05）。また，「時

間感覚の喪失」得点は，運動暗示群が覚醒群に比べ

て有意に高く ( p<.05)，さらに運動暗示群 ( p<.05)

とイメージ暗示群 (p<.05)は，リラックス暗示群に

比べても有意に高かった。また，「自己感覚の喪失」

得点は，運動暗示群が覚醒群 ( p<.01)および，イ

メージ暗示群 ( p<.05)，リラックス暗示群 ( p<.05)，

リラクセーション群 ( p<.01)に比べて有意に高かっ

た。「言語感の喪失」得点は，運動暗示群 ( p<.01)

とイメージ暗示群 ( p<.05)が覚醒群に比べて有意に

高かった。また，「恍惚感」得点においては，運動

暗示群が覚醒群 ( p<.01)および，リラックス暗示

群 ( p<.05)，リラクセーション群 ( p<.05)に比べて

有意に高かった。また，「受動性」得点においては，

運動暗示群 (p<.01)，イメージ暗示 (p<.01)，リラッ

クス暗示群 ( p<.05)が覚醒群に比べて有意に高く，

さらに運動暗示群は，イメージ暗示群 ( p<.05)，

リラックス暗示群 ( p<.01)，リラクセーション群

( p<.01)よりも有意に高かった。「主観－客観の差

の感覚の喪失」得点は，運動暗示群とイメージ暗示

群が，覚醒群とリラクセーション群に比べて有意に

高かった (すべてp<.05）。

　以上の多重比較の結果について，覚醒群との比較

という点からまとめたものを，Table 4に示す。

Table 4　覚醒群との比較による各群の特徴

催 眠 暗 示 リラクセー
ション教示

運動暗示群 イメージ
暗示群

リラックス
暗示群

リラクセー
ション群

下
位
因
子

空間感覚の喪失 ○ ○

時間感覚の喪失 ○

自己感覚の喪失 ○

言語感の喪失 ○ ○

恍惚感 ○

注意集中

受動性 ○ ○ ○

一時性

主観－客観の差
の感覚の喪失

○ ○

宇宙識
総点 ○

注 )　多重比較の結果，覚醒群よりも有意に高かったものを○で示す。

考察
　本研究の目的は，主観的経験を指標として，異な

る意識状態操作によって形成される催眠の意識状態

の特徴を比較検討することであった。主観的経験は，

変性意識状態検査（斉藤 ,1981）を用いて測定した。

また，異なる意識状態操作としては，門前（1995a,b）

によって分類された三つの催眠暗示を用いた。

各意識状態の特徴

　ここでは，主観的経験における各意識状態の特徴

について，それぞれの意識状態を形成するために用

いた暗示との関連で考察を行う。

　まず，運動暗示によって形成された催眠の意識状

態では，覚醒の意識状態に比べて，変性意識状態検

査の総点，および，下位因子である「空間感覚の喪

失」，「時間感覚の喪失」，「自己感覚の喪失」，「言語

感の喪失」，「恍惚感」，「受動性」，「主観－客観の差

の感覚の喪失」の得点が高いという結果であった。

本研究で用いた運動暗示は，催眠の “暗示現象” に

重点をおいた暗示であり（門前 ,1995a,b），その具

体的内容としては，身体運動を生じさせる暗示で

あった。従来，催眠の意識状態は暗示反応の積み重

ねによって形成されると考えられており，その中に
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おいて運動暗示は，覚醒の意識状態から催眠の意識

状態への移行のために，必要不可欠な暗示として重

要視されている。そのため催眠法を用いた意識状態

操作は，最初に運動暗示を与えた上で，そのほかの

暗示を順に与えるという手続きで行われることが多

い（成瀬 ,1968）。それに対して本研究では，運動

暗示を含めた三つの催眠暗示を単独で用いて，意識

状態操作を行った。その結果，運動暗示によって形

成された意識状態のみが，覚醒の意識状態に比べて

変性意識状態検査の総点が高いことが明らかとなっ

た。このことから本研究は，分類された催眠暗示を

単独で用いて検討することにより，これまで経験的

に知られていた運動暗示の重要性を実証したといえ

る。

　次に，イメージ暗示によって形成された催眠の意

識状態では，変性意識状態検査の総点においては，

覚醒の意識状態との違いは見いだされなかった。し

かし，下位因子である「空間感覚の喪失」，「主観－

客観の差の感覚の喪失」，「言語感の喪失」，「受動性」

の得点は，覚醒の意識状態よりも高いという結果で

あった。本研究で用いたイメージ暗示は，催眠中の

“体験” に重点をおいた暗示であり（門前 ,1995a,b），

その具体的内容としては，野原のイメージを生じさ

せる暗示であった。また，従来の意識状態操作の手

続きでは，先述のように，運動暗示を与えた後に用

いられる暗示である。つまり，すでに運動暗示に

よって，変性意識状態検査の総点として示される意

識状態の変性を形成した後に，さらに，催眠の “体

験”を強調するために重ねて与えられる暗示である。

したがって，覚醒の意識状態との間に違いが見いだ

された下位因子は，催眠の意識状態の “体験” とは，

主観的にどのように経験されるのかを示すと考えら

れる。覚醒の意識状態との間に違いが見いだされた，

変性意識状態検査の下位因子である「空間感覚の喪

失」因子は，現実の空間感覚の喪失，および，現実

の世界とは別の未知の空間が生じている感覚を，「主

観－客観の差の感覚の喪失」因子は，現実における

自己と他者，もしくは対象との区別が困難，不可能

になる感覚，さらに「言語感の喪失」因子は，その

状態を体験した時点や後に，それを言語で表現した

り報告することができないし，そうしたくないとい

う感覚をそれぞれ測定するものであった。これらか

ら，イメージ暗示によって強調される催眠の意識状

態の “体験” とは，現実における空間の感覚や，自

他の区別が喪失し，現実とは別の空間に没入してい

る感覚として，主観的に経験されるものであると考

えられる。

　また，リラックス暗示によって形成された催眠の

意識状態では，イメージ暗示によって形成された催

眠の意識状態と同様に，変性意識状態検査の総点に

おいては，覚醒の意識状態との違いは見いだされな

かった。しかし，下位因子である「受動性」の得点

は覚醒の意識状態よりも高いという結果であった。

本研究で用いたリラックス暗示は，催眠の “意識

状態” に重点をおいた暗示であり（門前 ,1995a,b），

その具体的内容としては，心身両面の弛緩を生じさ

せる暗示であった。先述のイメージ暗示と同様の観

点から考えると，リラックス暗示によって形成され

た催眠と覚醒との意識状態間に違いが見いだされた

「受動性」因子の内容は，催眠中の “意識状態” が

主観的にどのように経験されるのかを示すと考えら

れる。「受動性」因子では，「自分の意識とは関係な

く行動してしまった。」，「まるで自分の身体がどこ

かにひきこまれていくように感じられた。」といっ

た被動感に加え，「そこでは緊張した感じはなくなっ

ていた。」といった心身の弛緩や，「自分は，まるで

何か目に見えない存在によってつかまれて，動かさ

れているようだった。」といった他者の意志によっ

て動かされやすくなるような被暗示性の亢進も測定

されている。これらから，リラックス暗示によって
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強調される催眠の “意識状態” とは，受動感，心身

の弛緩，被暗示性の亢進として，主観的に経験され

るものであると考えられる。また，先述のように，

リラックス暗示の具体的内容としては，心身両面の

弛緩を生じさせる暗示であった。同様の，弛緩を目

的とした意識状態操作には，心理臨床場面において

も用いられることの多い，ジェイコブソンのリラク

セーション法（Jacobson,1929）がある。そのため

本研究では，ジェイコブソンのリラクセーション簡

略版教示を用いる条件を設定して，催眠暗示との比

較を行った。その結果，ジェイコブソンのリラク

セーション簡略版教示によって形成された意識状態

では，変性意識状態検査の総点および，いずれの下

位因子においても覚醒の意識状態との間に違いはみ

られなかった。つまり，弛緩状態を操作するという

点ではリラックス暗示と共通のジェイコブソンのリ

ラクセーション簡略版教示であるが，意識状態の主

観的経験における「受動性」の変性の程度は異なり，

リラックス暗示によって形成される意識状態にのみ

変性が生じることが明らかとなった。

意識状態間の共通点と相違点

　次に，意識状態間の共通点と相違点について考察

を行う。

　主観的経験における意識状態間の共通点は，覚醒

の意識状態に比べて「受動性」因子得点が高いとい

う点であった（Table 4）。本研究で意識状態を形成

するために用いた三つの催眠暗示は，門前（1995a,b）

により，心理臨床場面で用いられる催眠法として分

類されたものであった。このことから，変性意識状

態検査において「受動性」として測定される内容

は，心理臨床場面で利用される催眠の意識状態の特

徴であるといえる。先述のとおり，変性意識状態検

査の「受動性」では，受動感や心身の弛緩，被暗示

性の亢進が測定されている。これらから，心理臨床

場面では，催眠の意識状態の特徴である，受動感や

心身の弛緩，被暗示性の亢進という効果を目的とし

て，催眠法による介入が用いられていると考えられ

る。その中において，「受動性」因子にのみ覚醒の

意識状態との違いが示されたリラックス暗示は，上

述の効果に特に重点をおいた暗示であるといえるだ

ろう。

　一方で相違点は，覚醒の意識状態との間に違い

が見いだされた下位因子の組み合わせパターンと

いう点であった（Table 4）。変性意識状態検査（斉

藤 ,1981）は，その尺度の妥当性の検討において，

催眠のほかに，バイオフォードバックトレーニング

やヴィジランス・タスクといった，明らかに質の異

なる意識状態を形成して，それぞれ覚醒の意識状態

との比較が行われている。その結果として，質の異

なる意識状態間では，覚醒の意識状態との間に違い

が見いだされた下位因子の組み合わせパターンは異

なることを示している。このことから，本研究で形

成した三つの催眠の意識状態間における下位因子の

組み合わせパターンの違いは，それらの意識状態

がそれぞれ質的に異なるものであることを示すと

とらえられる。これまで，催眠の意識状態の違い

については，「催眠深度」という量的にとらえる方

法が一般的であり，その測定尺度として代表的な

ものは，催眠感受性尺度であった。この点につい

て Pekala & Forbes（1997）は，行動的指標である

ハーバード催眠感受性尺度と，主観的指標である

PCI（Phenomenology Consciousness Inventry）とを

併用して検討を行い，催眠感受性においては催眠深

度によって量的に分類される各催眠群が，主観的経

験においては異なる現象学的媒介変数のパターンを

示すことを明らかにしている。つまり，従来の代表

的な指標において，量的な意識状態の違いとされて

いた催眠感受性は，主観的指標においては質的な違

いとして経験されることを示している。このように，

Pekala & Forbes（1997）は，行動的指標と主観的
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指標とを併用して検討することで，催眠の意識状態

間における質的な違いを示した。それに対して本研

究は，催眠法による意識状態操作の方法を統制して

検討することにより，催眠の意識状態間における質

的な違いを示したといえる。このことは，意識状態

の研究において，研究対象とする意識状態が，どの

ような実験的操作により形成された意識状態である

かという点に注目する必要性を示唆している。

　また，本研究と同様に，意識状態操作の方法を統

制して，催眠の意識状態の特徴を調べた山極・門前

（1999）では，顔面表情筋の筋電図反応を指標とし

て検討を行っている。その結果として，筋活動の質

において，三つの催眠暗示によって形成される意識

状態間の違いが見いだされている。違いとして，イ

メージ暗示，リラックス暗示によって形成された意

識状態は，筋活動の質において弛緩的特徴を示す意

識状態であることに対して，運動暗示によって形成

された意識状態は，弛緩と緊張とを併せ持った意識

状態であることが示されている。また，イメージ暗

示とリラックス暗示との違いとして，リラックス暗

示によって形成された意識状態は，イメージ暗示に

よって形成された意識状態よりも，より弛緩的特徴

が強いことが示されている。つまり，生理的側面に

おける，運動暗示と，イメージ暗示・リラックス暗

示との意識状態間の違いは，質的な違いであり，イ

メージ暗示とリラックス暗示との意識状態間の違い

は，弛緩的特徴の強弱という量的な違いである。こ

れに対して，主観的側面から検討した本研究では，

イメージ暗示とリラックス暗示との意識状態間の質

的な違いを見いだしている。すなわち，生理的側面

における意識状態の違いと，主観的側面における意

識状態の違いは，異なるといえる。このことは，同

一の意識状態を対象として，多側面から検討するこ

との必要性を示唆している。

　今後は，意識状態操作の方法と，それによって形

成された意識状態の特徴との対応について，多側面

からのさらなる検討が必要であると考えられる。
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