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瞑想の
「中身」
が知りたい

• 瞑想の「方法」や「効果」は
よく調べられてきた
• 「瞑想中に何が起こっているのか」が
よくわからない

• 瞑想のメカニズム，作用機序
• 内観，主観性，意識のハードプロブレム
• 非因果論的な記述，一般システム理論



今日のおはなし

あることモード
することモード
とは何だったのか

01
心身相関から
心身相即へ
円環の時間軸への展開

02



あることモード（being mode）
することモード（doing mode）
とは何だったのか

相互作用認知サブシステム（Interacting Cognitive Subsystems ; ICS）
における循環構造



マインドフルネス認知療法
(Segal, Williams, & Teasdale, 2002)

うつの予防を目的とした治療マニュアル

•すること（doing）モード
自動的に反応している心のモード（自動操縦）

•あること（being）モード
意図的に反応している心のモード（マインドフルネス）

➡Teasdale(1999)の「３つのモード」による
（本書では説明されていない）



情動処理の３つのモード（Teasdale,1999）
Implicational Meaning 

Subsystem
（含意的意味づけ系）

Propositional Meaning 
Subsystem

（命題的意味づけ系）

beingモード
（マインドフル）

バッファー処理
（一時停止しておく）

ダイレクト処理
（自動的な反応）

doingモード
（概念化） ダイレクト処理 バッファー処理

emotingモード
（忘我） ダイレクト処理 ダイレクト処理



相互作用認知サブシステム
(Interacting Cognitive Subsystems ; ICS)
•抑うつ的処理活性化仮説（Differential Activation Hypothesis ; DAH, Teasdale, 1983, 1988）
• Barnard (1985) のICSに「身体システム」を導入
• Teasdale & Barnard (1991,1993) のICS

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系

身体状態

感覚
ループ

認知
ループ

抑うつ的認知の悪循環モデル
（Teasdale, 1983） ICS（Barnard, 1985, 2009） ICSによる抑うつ的情報処理の説明

（Teasdale & Barnard, 1991）



９つのサブシステムによるICSのマルチモーダル処理
サブシステムはそれぞれダイレクト処理／バッファー処理を行う

聴覚系 形態音韻
語彙系 構音系音 発声

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系 身体状態系

体性・内臓
反応

視界 視覚系 空間 -行為系 効果器 動作

感覚器

聴覚
モダリティ

視覚
モダリティ

身体
モダリティ

クロスモーダル変換＝“意味づけ”

図は牟田・越川（2018）による



“意味づけ（meaning）”の２つのレベル
(Teasdale & Barnard, 1993)

聴覚系 形態音韻
語彙系 構音系音 発声

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系 身体状態系

体性・内臓
反応

視界 視覚系 空間 -行為系 効果器 動作

感覚器

認知の”セントラルエンジン”
（認知と感情の変換ループ）

意味的統合
判断
理由づけ
客体的自己

スキーマ
感情・情動
カテゴリー
主体的自己

心でわかる
（”knowing with the heart”）

頭でわかる
（”knowing with the head”）



抑うつ的認知の悪循環モデルの再構成
(Teasdale, 1991)

聴覚系 形態音韻
語彙系 構音系音 発声

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系 身体状態系

体性・内臓
反応

視界 視覚系 空間 -行為系 効果器 動作

感覚器

認
知
ル
ー
プ

抑うつ的認知の
悪循環モデル
（Teasdale, 1983）

→身体反応

情動←

→ネガティブな評価

抑うつスキーマ←

感
覚
ル
ー
プ

マインドフルネス認知療法の
治療ターゲット

Depressive
Interlock



聴覚系 形態音韻
語彙系 構音系音 発声

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系 身体状態系

体性・内臓
反応

視界 視覚系 空間 -行為系 効果器 動作

感覚器

マインドフルネスの定義（Kabat-Zinn, 1994）
との対応（牟田・越川, 2018）

判断せずに
（バッファーしておく）

意図的に
（主体的⾃⼰）

いまこの瞬間に
（⾝体感覚）

注意を向ける
（情報処理を切り替える）



聴覚系 形態音韻
語彙系 構音系音 発声

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系 身体状態系

体性・内臓
反応

視界 視覚系 空間 -行為系 効果器 動作

感覚器

「意味」への囚われからの解放

情報の変換＝解釈を繰り返し
「意味」を生成しつづける
→「意味」への囚われのループ

「何も考えない態度」によって
解釈のループを止める

→「意味」から一時的に解放され
「新たな意味」を再構成できる意図的に

（主体的自己）



諸感覚統合の座としての「身体」

聴覚系 形態音韻
語彙系 構音系音 発声

命題的
意味づけ系

含意的
意味づけ系 身体状態系

体性・内臓
反応

視界 視覚系 空間 -行為系 効果器 動作

感覚器

身体モダリティの処理ループ
において諸感覚が統合される

主体的自己
（自己意識）

身体感覚の
情動化

自己主体感は
身体的行為に基づく

Gallagher(2000); Tsakiris, 
Prabhu, & Haggard (2006)

感情２要因理論
Schacter & Singer (1962)

ソマティックマーカー
Damasio (1994)

末梢神経系のループ



「座位の瞑想」と「臥位の瞑想」
自律神経系（身体）との関係

NIRS MRI



心身相関(Correlation)から
心身相即(Coherence)へ

円環構造を時間軸に展開することで因果論的循環を乗り越える



心身相即について（春木，2011）
•「動きや体や心の間の因果関係は，（…）相互に因果関係にあると考え
るのが正しい」（循環構造）
•「特に動きを独立に操作することは，困難である。動いてもらうために
は意識（心）してもらわねばならないからである。つまり動きの前に心
があることになってしまうのである」（因果的循環論）
•「二者間の関係は，因果関係とか相関関係といったことで，科学的に知
ることができる。（…）動きは体や心を含んでいるため，それらの間の
因果関係を特定することは，非常に困難である」（決定不可能性）
•「（経験とは）対象である客体と認識する主体とが，一つになってる状
態である。このような状態を二者が「相即」していると表現する。つま
りこの経験には何も前提がない。ただそこに経験があるということであ
る。」（純粋経験）➡因果論的記述からの脱却 ➡実践，現象学的解明



Q. ではどのように記述したらよいのか？
•因果律という観念が経験に先立つア・プリオリな認識様式だとしても，
個々の因果関係は事象の時間的な順序関係を経験しないと判断できない

A. 因果関係を仮定しなくても，現象を時系列的に記述することはできる
• 時系列に従って「ただそこにある経験（事象）」を記述していく
• 因果関係を考えたいときは「仮定」としてad hocに導入すればよい
• 様相論理（必然性，可能性），ベイジアン（事前・事後確率，確率過程）

因果論から脱却する効能
• 「現象判断のパラドクス」（Charmers, 1995）から抜け出せる…？

（⼆元論では物理領域が因果的に閉じていると仮定するとパラドクスが⽣じる）



円環構造に捨象されていた時間軸を取り戻す

➡「波」として捉えられる



構造的コヒーレンスの原理(Charmers,1995)
•既存の物理学への還元ではなく，未知の自然法則（精神物理法則）を探
索すべきと主張，その自然法則が満たすべき基本的束縛条件の一つ
•機能的な気づきの構造と現象意識の構造の間には同型性があるだろう
• 物理的に定義される「気づき」の状態に対して、対応する現象意識が自然法則的
に付随する
• ここでいう気づき（アウェアネス）とは、ある情報を包括的なコントロールに直
接的に利用できる状態（direct availability for global control）

情報の二相説
世界の究極的な実在（Ultimate reality）を情報（inforamtion）とし、
その情報が物理的な性質と現象的な性質を持つのではないか

•情報理論におけるエントロピー➡熱力学におけるエントロピー



生命現象の循環構造と階層性
一般システム理論（Bertalanffy, 1945）
• システムは相互作用する要素からなる（循環構造）
• システムの相互作用から総和にとどまらない機能が創発する（階層性）

散逸構造（Nicolis & Prigogine, 1977）
• エネルギーが散逸（＝エントロピーが増大）していく流れの中に自己組織化のも
と発生する定常的な構造。定常開放系，非平衡開放系ともいう。

• 生命現象は定常開放系としてシステムが理解可能
生命現象における散逸構造：自己組織化システムの階層
• 細胞レベル：エネルギー代謝，オートポイエーシス
• 組織レベル：上皮，筋肉，神経などの再生サイクル
• 器官レベル：循環器系，呼吸器系，神経系など
• 行動レベル：捕食・排泄，自他，コミュニケーション
• 意識レベル：思考，記憶，感情；デフォルトモード，注意，サリエンシー



生物学的システムの階層と創発・拘束
Feinberg & Mallat (2016)を参考に

創発

意識レベル

行動レベル

器官レベル

組織レベル

細胞レベル

拘束
•創発

⾼次段階に新しい機能を⽣み出す
•拘束

低次段階に⽀配を及ぼして，
⼀貫した機能を果たすように制御
➡定常構造の維持（抑制性N？）

複
雑
性
の
増
加

p マインドフルネス的介入によって
テロメアの短縮が抑制
(Carlson, et al., 2015)

p 瞑想熟練者では遺伝子発現を抑制する
酵素や炎症誘発性遺伝子の発現が減少
(Kaliman, et al., 2013)

意
識
の
発
生
に
つ
い
て
の
研
究

意
識
の
作
用
に
つ
い
て
の
研
究



階層的な円環構造はどのように「見える」か



個体内の複層的な「波」の同型性を見る
意識・行動・生理を同時系列で記述（計測）

• 経験サンプリング
• 脳波・脳血流
• 唾液
• 血圧・皮膚電位・筋電
• 重心動揺（体動）
• 体温（脳・末梢）

• 脳の⽅法論を身体に拡張
• 事象関連解析
• 相互相関関数
• 位相縮約
• スパースモデリング

心身相関
個人差を元にした分析

⬇
心身相即

時系列を元にした分析
1．共振関係（レゾナンス）
２．波の干渉（コヒーレンス）
※物理学ではコヒーレンスは
波の干渉のしやすさを指す



Awareness（定常波）と
Notice（パルス波）の区別

「気づいている」（状態）
波の共振によって維持される？
（身体を基盤とした階層を跨いだ共振）

「気づく」（瞬間）
波の干渉によって現れる？



まとめ
マインドフルネスの「中身」を知るためには
•循環的なメカニズム：相互作用認知サブシステム（ICS）
•末梢神経系の循環構造（身体）に根ざした中枢神経系の循環構造
•「座位の瞑想」と「臥位の瞑想」の区別
•循環構造の因果論的記述を避けるために心身相即という観点が必要
•時系列的な記述によって因果的循環論を避ける
•循環構造を時間的に展開すると波の問題になる
•生命現象の階層性をふまえて意識・行動・生理の波を同時系列で計測
•波の共振（レゾナンス）と干渉のしやすさ（コヒーレンス）に着目
• Awarenessとしての気づき（定常波）とNoticeの気づき（パルス波）



Alice's Adventures
in Wonderland

Lewis Carroll (1865)
「アリスは落ちていきながら、
のんびりとあたりを見まわしたり、
次になにが起こるのかしらと
考えたりしていました」（髙橋訳）

時系列



ご清聴ありがとうございました

ジョジョの奇妙な冒険 Part7 スティール・ボール・ラン 第1巻より改変


