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1．はじめに

本稿の主題は「マインドフルネスと身体性」で
ある。マインドフルネス技法が「身体」と深く関
わることはその実践者にとっては周知のことであ
ろう。まず姿勢を整え，自然な呼吸を維持し，そ
の感覚に注意を繋ぎ留めながら，そこで立ち現れ
る思考や感情やそこに伴う身体感覚の有り様につ
ぶさに気づきを向けていく。こうした瞑想実践の
随所に登場する身体という要素は，その経験主体
においてこそ明晰なものであり，瞑想訓練の実践
知として指導者と実践者の語り（narrative）の中
で共有されてきた。マインドフルネスが伝統仏教
に源流を持ち，より直接的にはティク・ナット・
ハンが欧米で広めた新仏教としてのムーブメント
に由来していることはもちろんである。その一方

で，マインドフルネスの作用メカニズムについて
の今日の科学的な分析は，とくに精神疾患を適用
対象とした臨床技法としての研究の中で蓄積され
てきたところが多い。

しかし，その師資相承に埋め込まれている身体
についての実践知を科学研究が十分に説明して 
きたとは言い難い。PsychoInfo と PsychoArticles
のデータベースの収録記事の中で， “mindfulness 
meditation” または “mindfulness-based” に関する文
献のうち身体 （“body”） に言及しているものを検
索すると，数は増えてきてはいるものの割合は全
体の 1割程度に留まっている（図 1）。

この検索キーワードは，マインドフルネス・ス
トレス低減法（Mindfulness-based Stress Reduction: 
MBSR;	Kabat-Zinn,	1990,	1994） とマインドフルネ
ス認知療法（Mindfulness-based	Cognitive	Therapy:	
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MBCT;	Teasdale	et	al.,	2000） に代表される， マイン
ドフルネス瞑想を中核とするマインドフルネスに
基づく介入 （mindfulness-based intervention: MBI） 
をトピックとする記事の抽出が狙いであった。こ
れは Baer （2003） が臨床的な枠組みとして，瞑 
想を介入技法の中核とする MBI と，瞑想を必ず
しも用いない Acceptance and Commitment Therapy

（ACT;	Hayes	&	Wilson,	1994） や弁証法的行動療法
（Dialectical	Behavioral	Therapy:	DBT;	Linehan,	
1987a,	1987b）のようなマインドフルネスを組み
入れた介入とを大別したことに依拠している。

1.1　古典理論から身体性へ
MBI の実践では身体への気づきが繰り返し強

調される。たとえば，『マインドフルネスストレ
ス低減法』（Kabat-Zinn,	1990）の中で，マインド
フルネス瞑想とは 〝今〟 という瞬間瞬間への注意
集中であり，意識をつなぎ止める 〝アンカー〟 と
して呼吸とそれに伴う身体（鼻腔，胸部，腹部）
の感覚への気づきが重要であるということが折に
触れて繰り返し説明される。その一方で，MBI
の古典的な理論ではその実践で強調されるほどに
は身体は明言されてこなかった。

マインドフルネスの古典的な定義では「意図的
に， この瞬間に， 判断せずに， 注意を向けること」 

（Kabat-Zinn,	1994），現在マインドフルネス関連の
論文の中で引用数が最も多い Bishop et al. （2004）
の操作的定義も「注意の自己制御」と「経験への
方向づけ」のように認知過程が中心的な構成と
なっており， そこに身体は含まれていない。また，

Shapiro et al. （2006） が示し Carmody et al. （2009） 
がその実証性を確認した「脱中心化（decenter-
ing）」を基点とした自己制御，価値の明確化，認
知・情動・行動的な柔軟性，暴露といった媒介過
程がもたらす 〝受け止め直し〟 （reperceiving） とい
う作用メカニズムにおいても身体要素は登場し 
ない。

これに対する2010年代の動向として， Mindfulness
誌に寄稿された “Don’t	Forget	Your	Body” という
タイトル （Michalak,	Burg,	&	Heidenreich,	2012） や
Khoury et al. （2017） の“embodied mindfulness” と
いった表現に象徴されるように，マインドフルネ
スにおける身体の重要性が改めて議論され始め
る。この流れは，伝統仏教と西洋的マインドフル
ネスの共通要因に「身体性（embodiment）」があ
ること（Khoury	et	al.,	2017）が認識され始め，並
行して身体性に関する研究の方法論が確立され 
てきたことに起因している。この「身体性」は，
Varela,	Thompson,	and	Rosch	（1991） が提唱したエ
ナクティヴィズムにおいて，「認知」を行為主体
が自らの身体的行為 （action） に基づいて環境を 
意味づける働きとして捉える「身体化された認知

（embodied	cognition）」という考え方に基づくもの
である。

1.2　身体性に基づいた理論
Hölzel et al.（2011）は理論的・神経学的な観点

からマインドフルネスのメカニズムを，①注意制
御，②身体への気づき （awareness），③感情調整

（（a）再評価，（b）暴露・消去・再固定化を含む），

図 1　The	articles	referring	“body” in mindfulness meditation
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1.3　オルタナティブな視座
こうした中で，Hartelius （2015） は前述の Baer 

（2003） の区別に対して， とくに身体現象学 
（somatic	phenomenology） の観点から，MBSR や
MBCT を 「新伝統的 （Neo-traditional: NT） マイン
ドフルネス」， ACTやDBTを 「認知行動 （Cognitive- 
Behavioral: CB）マインドフルネス」 と言い換えて
いる。それらの意識における注意姿勢（attention 
posture） の違いとして，NT マインドフルネスは

「注意の現象マーカーが腹部（belly） にあり，そ
れが身体の内部と身体の周りの数フィート以上の
空間に放射されること」，CB マインドフルネス
は「注意の現象マーカーが頭の中にあり，自分の
存在をそれが受け取る感覚情報とは異なるものと
して認識すること」から成り立つとし，この「注
意の現象マーカー」は「主体である〝私〟（“I”）
の経験」とも言い換えられている。つまり冒頭の
論文数の分析（図 1）で採用した通り，マインド
フルネスと身体の関係を考えるためには，主体の
経験を身体に基礎をおいて捉える MBI あるいは
NT マインドフルネスに注目する必要がある。

近年ではこうしたマインドフルネスにおける身
体性についての議論はいくらか充実してきてい
る。そこで，本稿では，まず具体的なマインドフ
ルネスの臨床・実践場面において「身体性」がど
のように実装されているのかを確認したあとで，

「身体性」にかかわるその背景理論を整理し，最
後にそこから得られるマインドフルネス研究なら
びに臨床実践への示唆を考えてみたい。

2．臨床実践での「身体性」の実際

ここではとくに MBI に焦点を当てて，マイン
ドフルネス瞑想の実践とその介入ターゲットが身
体性の観点でいかに捉えうるかを確認する。これ
は MBI とは異なる立場をとる「マインドフルネ
スを組み入れた介入」，たとえば ACT では瞑想技
法が必須でなく （Bach	&	Moran,	2008），DBT では
瞑想技法についてはクライエントに選択の余地を
認めている （cf.,	Baer,	2003） といったように瞑想
実践で自らの身体に向き合うプロセスが治療の枠
組みに必須でないためである。

④自己に対する視点の変化の 4つに整理してい
る。この「身体への気づき」は，上座部仏教で瞑
想実践の最初の参照枠として教えられるものであ
り，マインドフルネス瞑想においても身体感覚が
共通の注意の対象であること，実践者が身体への
気づきの改善を報告し，その強化が情動制御や共
感プロセスの改善に関係する， といったことに基
礎づけられている。これらは連続的であり，①注
意制御によって支えられるマインドフルな状態
で，②身体への気づきを向上させて情動の生理的
側面を検出しやすくし，③そのプロセスの中で非
習慣的な別の方法で経験に関わること（感情調
整）ができ，④その瞬間瞬間の経験（知覚・感
情・認知）の一過性を認識することで自己に対す
る視点が変化する， と説明される。

なお，詳細は割愛するが，Hölzel et al. （2011） 
のモデルの 4要素はそれぞれ，瞑想実践での教示
例，アウトカム指標，関連する脳領域の対応が相
互に弁別できる形で示されているため，作業仮説
として今後のマインドフルネス研究を促進する重
要な枠組みとなっている。

身体が登場するマインドフルネスの定義では，
たとえば Stanley （2013） がゴエンカ式ヴィパッ 
サナー瞑想と西洋式マインドフルネス瞑想の比較
から，「現在の瞬間の想起（recollection） について
の， 身体化された （embodied）， 倫理的に繊細な実
践」という定義を導いている。この「身体化」に
は， われわれの思考が単独の精神過程ではなく， 
必ず何かに関係づけられた心 （relational mind） と
して現出し，それはすでに感情的に身体化されて
いる （affectively embodied） という含意がある。こ
うした関係性に依存して構築される経験世界（心
的な出来事）に対して，瞑想実践の中で身体への
気づきを涵養し，身体への働きかけ（例えば姿勢
を調整するなど）を通してその世界（心的経験）
の生滅の様子を目撃することができる，というこ
とがマインドフルネスという瞑想技法の理解とし
て示されている。この観点は，初期仏教の思想や
前述のエナクティヴィズムに加えて，ヴィトゲン
シュタインの言語行為論，ジェームズのプラグマ
ティズムといった，身体行為を基盤としたプロセ
スにおいて意識経験を捉える機能主義的な枠組み
に関係づけて説明されている。
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動作を素材に身体の感覚の変化に気づくように 
する。

こうした実践でとくに教示される観察対象を列
挙すれば，皮膚感覚（温度，湿度，接触の圧感覚
や質感），筋肉の緊張や弛緩，内蔵感覚，姿勢や
動き，重さなどがある。
2.1.2　身体を観察する目的

瞑想に関してよく連想される「雑念」は，心が
彷徨っている状態を表すマインド・ワンダリング

（Smallwood	&	Schooler,	2015） という言葉で議論
されている。Kabat-Zinn は呼吸への注意集中が端
的にはそうした心が彷徨うことを防ぐためのアン
カー （錨） となると述べていた （Kabat-Zinn,	1990）。
そうした実践上の身体の位置づけを MBI の具体
的な記述の中で確認していきたい。

まず MBSR が身体を強調する意義を『Full 
Catastrophe	Living』から要約すると，①身体の状
態や身体の要求への無自覚による身心の健康の喪
失，②精神的な傷による心と身体の分離，③身体
の状態や要求をメッセージとして読み取ることに
よる適切な行動の増加，④身体の緊張に気づくこ
とによるリラクセーションの促進，⑤心と身体の
むすびつきの認識の深まり，⑥身体の状態を変え
ることによる心の状態の調整，⑦身体の存在感と
全体感を感じること，⑧心と体の区別を超越し，
自己の全体性，完全性を体感することによる癒や
し，の 8つが抽出できる。

次に，MBCT が身体を強調する意義を『Mind-
fulness-based	Cognitive	Therapy	 for	Depression:	A	
New	Approach	to	Preventing	Relapse』 から要約する
と，①身体感覚に気づくことを通した感情や気
分，思考への気づき，②身体を用いた思考や感情
への異なる関わり方の修習，③うつを持続させる
悪循環の構成要素に身体状態が含まれること， 
④身体感覚の変化の自発による心理状態の調整，
⑤心と身体のつながりの回復による情動処理の進
行，の 5つが抽出できる。

Kabat-Zinn が明示する MBSR の目的は「全体性
やつながりへの理解」によって得られる「癒や
し」とされ，心身の観察とそこへの働きかけを通
して全体性を回復することがその癒やしにとって
重要だと考えられている。一方，MBCTの目的は
うつの再発予防であり，それは「ネガティブな思
考や感情は，一過性の心的出来事でしかなく，現

2.1　マインドフルネス実践における身体
MBSR はその名前の通りより広範なストレス関

連障害に対する介入プログラムであり，MBCT は
MBSR の枠組みに心理教育などの認知行動療法の
理論と技法を組み入れて特にうつの再発予防を目
的としたプログラムとして開発されたものであ
る。まずそれらの MBI プログラムがどのように

「身体」に言及しているかを確認する。
2.1.1　身体を観察すること，その部位

MBSR と MBCT はいずれも 8週間のプログラム
として構成され， そのなかで坐瞑想， ボディス
キャン，ヨーガ瞑想，歩行瞑想などの瞑想技法が
訓練の中心となっている。どの技法においても，
身体感覚に注意を向け，その質を丁寧に感じ取 
ることがプログラムを通じて強調される （Kabat-
Zinn,	1990；Segal,	Williams,	&	Teasdale,	2002）。

坐瞑想では，まずリラックスして安定した姿勢
を作ることが求められる。正座や結跏趺坐のよう
な負荷の強い姿勢である必要はなく，床の上でも
椅子に座った状態でもよいが，地面にしっかり足
を着け，骨盤を起こした状態でそこに背骨を直立
させることで上半身を自然に安定させる。この方
法はグラウンディング （grounding	technique） とも
呼ばれ，心身の余分な緊張をほぐすために行われ
る。この状態で，自然な呼吸に伴って生じる腹
部，胸部，鼻腔，他の身体の感覚に注意を向け，
その後に呼吸を含めた全身に注意を広げていくよ
うに教示される。

ボディスキャンでは，足の指先からふくらは
ぎ，太腿といったように，全身の各部位の感覚を
順に感じ取りながら，その感覚とともに呼吸をす
る。これは座姿勢でも行うこともあるが，とくに
仰向け（ヨーガで言うシャヴァアーサナ）で行う
ように教示される。最後には全身の感覚に同時に
注意を向け「身体全体が一つになったような感
覚」を味わうように教示される。こうした手続き
を通して，動きのない状態の身体への感受性を高
めることが目的とされている。

そのうえで動きの中で身体への感受性を高める
ことを意図しているのが，ヨーガ瞑想と歩行瞑想
である。ヨーガ（ストレッチ瞑想）では，ハタ
ヨーガのポーズ（アーサナ）の中で，重心変化や
筋緊張，そこで生じてくる感覚に注意を向けるよ
う教示される。歩行瞑想では，より日常的な歩行
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2.2　介入ターゲットとしての感情と身体
MBI に限らず，マインドフルネスの臨床応用

が特に奏功しているターゲットはうつや不安と
いった情動障害である。マインドフルネス瞑想で
観察対象として重視される身体由来の求心性信号
は内受容感覚とも呼ばれる（Farb	et	al.,	2015）が，
情動はこの内受容感覚と深く関わっている。ここ
では，情動障害とその本態である感情について，
先の作業仮説をより詳細に吟味する。
2.2.1　身体感覚の知覚とマインドフルネス

先の作業仮説の検証のために，まずマインドフ
ルネスや瞑想経験が与える身体感覚の知覚精度へ
の影響を検討する。Nielsen and Kaszniak （2006）
は，心拍識別課題を用いて瞑想実践者と未経験 
者の身体知覚精度の差異を検討したが，群間で課
題成績に有意な差はみとめられなかった。また，
Khasla et al. （2008） や Melloni et al. （2013） は心拍
識別ではなく心拍数をカウントする課題で同様の
検証を行ったが，ここでも群間に有意な差はみと
められなかった。

介入効果をより的確に捉えるためには介入前後
の変化に注目する必要があるが，マインドフルネ
ス・プログラム参加前後の比較で検討した Parkin 
et al. （2014） の研究でも心拍知覚課題の成績に有
意な変化はみられなかった。この研究では課題成
績とマインドフルネス特性（Five Facet Mindful-
ness	Questionnaire;	Baer,	2006） の関係も検討され
たが，相関はほとんどみられなかった。

一方で，Bornemann	and	Singer	（2017） はより大
規模な研究によってマインドフルネス介入が心拍
知覚課題の成績を向上させたことを報告してい
る。しかしながらその介入期間は 9 ヶ月であり，
彼らも言及しているように通常 8週間で構成され
るマインドフルネス介入の効果機序として基礎づ
けるのは難しいように思われる。

しかし，上記の一連の研究において指標とされ
た心拍に関する知覚精度はマインドフルネスの効
果を検討する指標として適切でないという指摘も
ある （Hölzel	et	al.,	2011；Parkin	et	al.,	2014）。その
理由は，心臓はマインドフルネスの実践において
それほど重点的に注意の対象とはされていないた
めである。これは心拍が随意的な制御を受けにく
いためであろう。それとは対称的に，随意的な運
動によって容易にその感覚を変動させることがで

実の反映ではない」という視点（メタ認知的気 
づき） の獲得により得られると想定されている

（Teasdale	et	al.,	2002）。とくに MBCT では，身体
はうつ状態の持続要因であると同時に，メタ認知
的気づきを獲得するための具体的な実践の「場」
でもある。
2.1.3　身体に気づきを向けることへの疑義

マインドフルネスで身体が注目される理由の 
一つは，身体への注意や気づきが瞑想実践の基 
盤である （e.g.,	Daubenmier	et	al.,	2013；Kerr	et	al.,	
2013；Khoury	et	al.,	2017） ためである。しかし， 
身体に注意を焦点化しない注意訓練によっても同
様の治療効果が得られるという知見もある。ACT
や DBT の場合も同様であるが，これは臨床場面
での治療選択に影響する問題である。

MBCTと同じく認知療法から発展したメタ認知
療法 （Meta-cognitive	Threrapy:	MCT;	Wells,	2009） 
は，うつ感情の引き金となる自己注目を回避する
ために身体でなく外的な対象（聴覚刺激）への注
意を訓練するという技法を特徴としており，それ
によるうつ症状の改善が確認されている （e.g.,	
Papageorgiou	&	Wells,	2000）。MBCT と MCT の成
果はそこで共通する注意制御の重要性を示唆する
が，その一方で「身体への気づき」を涵養する必
要性については疑義を呈することになった（e.g.,	
杉浦，2008）。
2.1.4　身体への気づきについての作業仮説

そもそも，「身体への気づき」が重要であると
する視座は一体どのようなものだっただろうか？　
MBSR では「感情的身体」（Kabat-Zinn,	1994）と
いう表現が用いられ，MBCT では気分や感情の
より粗大な水準の気分や感情の経験以前に生じ 
ている微細な快・不快の身体感覚に注目する

（Williams	et	al.,	2007）ように，MBI ではとくに身
体と感情との関わりが言及される。
「身体が先か，感情が先か」という心理学の歴

史的な議論もあるが，臨床の文脈においては順序
関係の厳密な特定以上にクライエントが自己の感
情に自ら気づくことができるかが問題になる。そ
のため，MBI の作業仮説として，「身体への気づ
きが感情への気づきを向上させ，それにより適応
的な感情制御が促進される」ことが提案されてい
る （Teper,	Segal,	&	Inzlicht,	2013）。
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見方もある。そうした主体の経験において感情が
どのように構成されるかを議論しておきたい。
2.2.3　身体感覚の予測，コア・アフェクト

福島（2014） は，一般に知覚精度の高さが不安
傾向に関係するという知見を受け入れた上で，そ
れに反する知見を指摘している。例えば，心拍 
課題の成績が高い群の方が低い群よりもスピー 
チ不安（Werner	et	al.,	2009） や健康不安が低い

（Krautwurst	et	al.,	2014）ことなどである。その不
一致を解決する観点として，単に特定の身体状態
がそのまま固有の感情を引き起こすのではなく，
身体感覚に対する解釈や予測などがその感情の生
起に影響しているという視座を与えている。

このような観点で近年とくに注目を集めてい 
るのが Barrett の概念行為理論（Barrett,	2006） と
それを発展させた構成主義的感情理論（Barrett,	
2017）である。そこではとくに身体性の上で情動
を考える「身体化された予測的内受容符号化モデ
ル （Embodied	Predictive	Interoception	Coding	Model: 
EPIC）」 （Barrett,	2017；Barrett	&	Simmons,	2015）
という理論的枠組み（cf.,	大平，	2017）が提案さ
れている。この枠組みでは，我々が生活の中で経
験する感情は内受容感覚からの直接的な結果では
なく，「こういう経験が生じるだろう」という予
測の反映であると説明する。Barrett の端的な表現
を借りれば我々は「脳が信じていることを感じ
る」（Barrett,	2017;	p. 136）のである。

内受容感覚の知覚が文脈の影響を受けるという
知見は，例えば，Pennebaker （1981） の心拍課題
でも示されている。この課題では自分の心拍をボ
タン押しでカウントすることが参加者に求められ
るが，その際に感情喚起スライドを見る，インタ
ビューを受けるといったことを行う場合，心拍の
カウントペースが実際の心拍活動よりも外的刺激
と強く相関していた。これは外的文脈から生まれ
た「心拍はこうなるだろう」という予測に基づい
て内受容感覚が経験されていたということを示し
ているだろう。

Barrett （2017） によれば，脳は環境応答のため
の「身体予算」 を管理して絶えず身体のエネル
ギーを調整し続けており，そうした不断に変化す
る身体状態が文脈情報と統合して構成されるもの
として感情経験を描像している。その核となる感
情として快・不快と覚醒の二次元で表現される

きる四肢や呼吸では身体知覚の精度向上を示した
研究がある。

たとえば，Mirams et al. （2013） は，1日 15分の
ボディスキャン瞑想を 1週間実施することによっ
て指先の接触感覚の誤検知が減少することを見出
している。特に Fox et al. （2012） はボディスキャ
ン中に感じる身体感覚について，瞑想経験者と未
経験者に対し，20の身体領域でその明晰さや強
度を評定してもらい，その主観的な報告における
各領域の感度と触覚感度に関わる客観指標（一次
体性感覚野の身体表現領域のサイズや二点識別課
題の閾値）の個人内の順位相関が瞑想経験者の方
が高い，つまり感覚精度がよく対応していること
を見出している。また，Daubenmier et al. （2013） 
は呼吸感覚について検討し，瞑想者は非瞑想者よ
りも外的な負荷による呼吸変動の検出精度が高い
ことを見出している。
2.2.2　主体における身体の経験

マインドフルネスの臨床家や研究者らは，瞑想
実践によって精緻な身体への気づきが涵養され，
それが感情への気づき，ひいては苦痛を伴う問題
の解決に繋がると考えてきた。そうした発想の根
拠は客観的なデータの蓄積というよりもむしろ瞑
想実践におけるナラティブな「経験」に基づくと
ころが大きいかもしれない。それは，深い瞑想実
践の中で得られた自己経験の現象学的分析に基づ
く洞察（insight） というべきものであろう。

実は，瞑想経験と心拍知覚の客観的な指標での
関連を見出せなかった Khasla et al. （2008） では瞑
想経験者は課題の難易度を容易だったと感じ，
Parkin et al. （2014） では MBI を通して課題に自信
を持つようになったことを報告していた。マイン
ドフルネスの作用メカニズムの一角として Hölzel 
et al. （2011） が提唱したのも「身体知覚（body 
perception）」ではなく「身体への気づき（body 
awareness）」であった。こうしたことを考えれば，
客観的な方法で観察できる微視的な知覚に限定せ
ず，それに気づいているというより総体的な「主
体の経験」に注目して身体と感情を分析する必要
があるだろう。

実際に瞑想実践がもたらす「気づき」に現象学
的な実践を見出す観点は少なからず提案されてお
り （e.g.,	Lundh,	2020），そうした主体の経験がよ
り情動に関係する （Brown	&	Cordon,	2009） という
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ループに嵌まる前により弱い段階での抑うつ感情
に気づくためであり，そのポイントが身体感覚と
いう位置づけ（Teper	et	al.,	2013）なのである。仏
教においても，快は執着，不快は嫌悪や怒り，中
性の感受は無自覚や忘却につながっていく（井
上，	2003）ため，感受より先に発展させないこと
が重要とされる（Hart,	1987）。このように，身体
や感情への気づきをその微細なタイムスケールで
検討することも今後必要だろう。

2.3　身体の意味づけ
本節では構成論的な感情理解をより進めて「意

味づけ」の議論を深めてみたい。エナクティヴィ
ズムは「主体がその行為（感覚運動プロセス）に
おいて環境を意味づける働き」 として認知を捉え
る考え方であった。ここで 「環境」 の指示範囲を，
視聴覚や触覚の対象である外的世界（体外）に留
まらず，内的世界である「身体」（体内）にまで
拡張する。つまり，呼吸や心拍といった内的な出
来事が生じる環境として身体を捉えるということ
である。

そうすると，ある身体反応が生じた際に起こる
であろう内受容感覚の予測があり，その予測と実
際の感覚との誤差を最小化するために環境（身
体）を変容もしくは予測を更新する，というプロ
セスを考えることができる。先述の EPIC では，
この誤差最小化のプロセスは生体の恒常性を維持
するための機能であり，その際に脳に表象された
知覚，つまりその意識経験が情動（emotion）で
あると説明している。

これを身体性認知と同じ枠組みで書き下してみ
ると，情動とは「主体がその内受容感覚―身体反
応のプロセス（行為）において身体（環境）を意
味づける働き」である，と説明することができ
る。この環境への適応プロセスの動機となる身体
状態の知覚を「身体化された情動（embodied 
emotion）」と表現する研究者もいる（Niedenthal 
&	Maringer,	2009）。
2.3.1　感情的現実主義

マインドフルネスは内受容感覚とそれに随伴す
る感情や思考への気づきを維持することを旨とし
ている。では逆に，身体ないし情動へ気づきが向
けられないときには何が起こるのであろうか。

認知判断に与える気分の影響を調べた古典的な

「コア・アフェクト」（Russell,	2003）が想定され
ており，それが経験されたときにどのような「概
念分類」が割り当てられるかによって構成される
情動経験が異なるとしている。
2.2.4　マインドフルネスにおける構成論

コア・アフェクトは， 仏教の 「感受」 （Hart,	1987；
Thich,	2006） に近いと考えられる。井上（2003）
によれば，感受は「身体の感覚器官が対象と接触
したときに生じる，認知や感情や思考が動き始め
る以前の，極めて初期的な感覚印象とも言うべき
もの」であり，「快，不快，中性の三種類があり」，

「微細な身体感覚」 である （p. 63）。これは， フォー
カシング（Gendlin,	2012）における “フェルトセ
ンス” にも近い体験であるという。

この感受から生じる感情に個々人に固有の構成
があるということを体験的に理解するために藤野

（2017） は「黒板に爪を立てて生じる音を想像す
る」（p. 225）という思考実験を例示している。こ
れは実際のエクササイズとしても教示されること
があり，そこでは感情反応が反映される身体部位
は個人間ではバラバラだが，個人内ではある程度
の一貫性があることが想定されている。

近年のマインドフルネスで強調される「直感1)

（intuitive	feelings）」 （Williams	et	al.,	2007） もこうし
た微細な身体感覚と関係している。Williams et al. 

（2007）は「身体のバロメーター」という言い方
で身体感覚を通して感情への気づきを高める実践
を導入している。そこでは，「どこか身体の部分
で，あなたにとっては特にストレスや困難に敏感
であるようなところを選んでください」と教示
し，その例として肩や背中の下方の収縮感，額の
硬直，顎の噛み締め，腹部の硬直などを挙げる。
ここでも感情経験の手がかりとなる身体部位の 
多様性が想定されている。こうしたことから，

「その人が感情に気づくために重要な身体感覚」
は個々に異なるという視点の導入は有用と考えら
れる。

また MBCT では意識経験の観察の中でそこ 
で生じた感情の変化により早く気づくことが意 
図されている（Segal	et	al.,	2002）。これは「抑う
つ的閉じ込め（depressive interlock）」（Teasdale	&	
Barnard,	1993） と言われる強固なフィードバック

1)	 訳書では「本能的感覚」と訳されている
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2.3.2　抑うつリアリズム
一方で，天気によって生活満足度が変化してし

まうように，感情とある種の「歪み」の関係は精
神疾患を一意に特徴づけるものではない。抑うつ
的認知は「認知の歪み」 （Beck,	1963） とも呼ばれ，
これはうつ病患者に特有なネガティブな思考パ
ターンを指す。これに対し，このネガティブな認
知はむしろ（歪んだ）世界の有り様をより正確に
反映したものであり，むしろ抑うつ的でない人の
ほうがポジティブに歪んでいる， とする「抑うつ
リアリズム」 （Alloy	et	al.,	1990） という考え方が提
出された。この議論は Alloy and Abramson （1979）
が行った自己行為とその結果の対応関係について
の判断実験から導出されている。この実験は，主
体的なボタン押しに対して，それに起因して，あ
るいはランダムに音が鳴る（フィードバックされ
る）状況で，そのフィードバック結果が自身のコ
ントロール下にある行為に基づくかどうかを判断
させるものである。この実験では抑うつ傾向の高
い実験参加者のほうがこの判断が正確であった。
つまり，ネガティブなほうが現実検討に優れ，む
しろポジティブな（楽観的な）態度が現実検討を
阻害する場合もあるのである。この知見はメタ分
析 （Moore	&	Fresco,	2012） でもある程度支持され
ている。

ここまでの議論を踏まえれば，思考（認知）は
そこに随伴する情動の正負を問わず歪みを孕むと
いえるであろう。我々の経験は常に世界や身体の

「意味づけ」によってその都度構成されている。
MBI において実践される身体への気づきの維持
によって，身体状態に対する感情や思考の随伴パ
ターン，つまり「意味づけ」への洞察を促されて
いると考えることもできるだろう。
2.3.3　感情の意味と情動粒度

ここではさらに踏み込んで「意味づけ」の個別
の意味内容や方向づけの問題を考える。

感情の古典的モデル （基本感情説）では，感情
には怒り，悲しみ，嫌悪，驚きなど互いに区別可
能な基本単位が存在し，固有の脳領域や生理反応
などの身体指標を持つと考えられてきた。とこ 
ろが，近年のメタ分析ではその理論を支持する一
貫した指標が確認できないことを報告している

（Cacioppo	et	al.,	2000；Lench,	Flores,	&	Bench,	2011；
Siegel	et	al.,	2018；Stemmler,	2004）。

ものとして Schwarz	&	Clore	（1983） の研究がある。
この研究では電話調査によって人生の幸福度や満
足度を尋ね，その評価は雨の日よりも晴れの日の
ほうが高かった。気分は，情動のうち必ずしも明
瞭には意識されない微弱で持続的なもの（状態）
を指し，刻々と変化する体調の影響を受けやす
い。そのためこの結果は，天気に起因した体調の
変化が反映された気分状態の違いが，調査回答者
の評価判断に影響したと考えられた。さらに，電
話の冒頭で現在の感情を外的要因（つまりその日
の天気など）に帰属するように被験者を誘導する
とこの効果が消失した。つまり，気分が認知に与
える影響はそれに気づきが向けられていない場合
に顕著であり，ここでは不快なコア・アフェクト
が生活への不満足に起因するものとして利用され
たために「世界の見方」に影響したと考えられる。

こうした現象は，我々の「現実」が感情によっ
て形成されるという意味で「感情的現実主義」

（Anderson	et	al.,	2012；Barrett	&	Bar,	2009；Kring,	
Siegel,	&	Barrett,	2014） と呼ばれる。ここで重要な
のは，折々の内受容感覚に基づいて主体が経験す
る環境 （身体・世界） が暗に明に （感情的に） 「意
味づけ」られているということである。

感情的現実主義は抑うつ気分を中核的症状とす
るうつ病にも当然深く関係しており，身体情報の
フィードバックが現実についての認知に影響を与
えるという視点は，後述する ICS モデルによるう
つ病の説明とも整合的である。うつに対する認知
療法は当初，抑うつ的な認知を強い抑うつ気分な
どのうつ症状の原因と考えていたが，後の精神病
理学的知見の発展に伴ってその逆の作用を捉える
必要が出てきた。それは，うつ患者でもその時の
気分に応じて自己や世界の捉え方が変動すること

（Miranda	&	Persons,	1988；Miranda,	Persons,	&	
Byers,	1990）や，軽い抑うつ気分の誘導によって
自己や世界への認知がネガティブに変動しやすい
人はうつが寛解してもその後の再発リスクが高 
いこと （Segal,	Gemar,	&	Williams,	1999） などがわ
かってきたためである。そうした気分によって表
出する認知処理が異なることは，抑うつ的情報処
理の特異的活性化仮説（Teasdale,	1988） として議
論されてきた。これらは，うつにまつわる感情的
現実主義の問題と言える。
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体経験を弁別する能力が低い（Brewer,	Cook,	&	
Bird,	2016）ことがわかっている。

例えば，MBCT のターゲットであるうつ病患
者はアレキシサイミアの傾向が高いことが知られ
ている （Honkalampi	et	al.,	2001）。とくに大うつ病
患者を対象とした調査では，高アレキシサイミア
傾向者は虐待やネグレクトなどの逆境体験がより
多く，虐待やネグレクトが現在のうつ症状の程度
に関わらず感情の描写困難を予測することが報告
されている （Honkalampi	et	al.,	2019）。虐待やネグ
レクトのような「情緒的に厳しい環境」へ向き合
うストレスは甚だしいものがある。アレキシサイ
ミア傾向はそうした環境に適応するために獲得さ
れた「感情や身体経験からの回避傾向」と考える
こともできる。これは Kabat-Zinn （1990） が「心
と身体が切り離される」 （p. 369） と表現していた
ことに含意されることであろう。

そのため，虐待等によるトラウマが関与する場
合，身体に注意を向けさせる介入には細心の配慮
が必要とされる。特に心的外傷後ストレス障害

（Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD）の患者は身
体に注意を向けるとフラッシュバックが引き起こ
されることがある（Van	der	Kolk,	2014）。MBI で
もボディスキャンでトラウマ記憶が想起された 
例がその初期から報告され（Kabat-Zinn,	1990），
MBCT の臨床ガイドライン （Kuyken,	Crane,	&	
Williams,	2012）も PTSD 患者への適用には慎重な
態度を促している。とくに，非臨床場面での適用
は禁忌とされることも多い。

しかしながら，MBCT は再発リスクの高い幼
少期の逆境体験が多人たちに対して特異的に効果
がある （Ma	&	Teasdale,	2004；Kuyken	et	al.,	2015；
Williams	et	al.,	2014） ということが知られている。
MBI はうつに対して最も顕著に奏功する（cf.,	牟
田・越川，	2019） が，PTSDにも一定の効果があり 

（cf.,	Boyd,	Lanius,	&	McKinnon,	2018）， アレキシ 
サイミア自体を改善すること （e.g.,	Bornemann	&	
Singer,	2017；Santarnecchi	et	al.,	2014） も報告され
ている。このことからマインドフルネスの臨床効
果の一端を情動粒度の改善が担っていると予想さ
れる。ただし，マインドフルネス実践は「ありの
ままに経験を捉える」が本意であることを踏まえ
ると，これはまずは情動粒度を下げている何らか
の「フィルター」の影響を減じさせた結果である

こうした状況に対して，感情経験における概念
ないし言葉の重要性を指摘したのが感情の概念 
行為理論 （Barrett,	2006,	2017；cf.,	池田，	2020） で
あった。たとえば，我々が他者の内に怒りを見て
取るとき，その人の身体はしかめ面をして座って
いることもあれば，大声を上げたり，拳を振り上
げたり，その表現の様相は多様である。Barrett が
ここに見出したのが「感情概念」であり，それは
目的の共通性でまとめ上げられる合目的的概念 

（Barrett,	2017;	p. 158） である。たとえば怒りは， 
その表出が多様であれ，我々の社会において眼前
の障害を克服するためにあるという共通の目的が
ある。

こうした議論から Barrett は，「情動粒度（emo-
tional	granularity）」を高めることが臨床上有用で
あると指摘している。感情粒度は感情を細やかに
分類して理解する能力であり，その能力が高けれ
ばそれぞれの状況で必要な適切な行動の選択につ
ながると考えられるためである。これは MBSR
の文献で度々指摘される，身体の状態や要求を読
み取って適切な行動の増やすというテーマにも相
同している。
2.3.4　アレキシサイミア

一方で， 情動粒度の低さと関連が深い （Kashdan, 
Barrett,	&	McKnight,	2015） とされているのがアレ
キシサイミアである。アレキシサイミアとは，感
情を言葉で表現したり識別したりする能力が低
く，同時にそれを想像する力にも限界があるとい
う特性 （Sifneos,	1973） を指す。日本語では失感情
症と表現されることもあるが，そうした能力の欠
如は感情の喪失というよりも感情を表す細やかな
言語表現が的確に獲得できていないということが
本態である。

このアレキシサイミア傾向を測定する代表的な
指標である Tront Alexithymia Scale （Bagby,	Parker,	
&	Taylor,	1994） は，感情の同定困難，感情の描写
困難に，外的指向性（感情への接近的態度の反
転） を加えた 3因子で構成されている。アレキ 
シサイミア傾向が高い人は，たとえば言語的な 
情景描写に使用される感情語の種類が少なく

（Roedema	&	Simons,	1999），感情語の発話が乏 
しくその使用自体も少ない （Lecours,	Robert,	&	
Desruisseaux,	2009）。また， アレキシサイミア傾
向が高いと感情経験と熱さや痛み，疲れなどの身
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指導者や実践者の間で「身体への気づき」の重要
性が共有されている（Mehling	et	al.,	2011）。身体
は，外的環境に対する行為主体であり，感覚や感
情を経験する場であると同時に，働きかけの対 
象 （客体） でもある。我々はたとえば心臓の拍動
を自分の意思で直にコントロールできないが，意
図的なコントロールが及ぶ筋肉の緊張・弛緩に
よって表情や姿勢を変化させることができる。マ
インド―ボディ・アプローチでは身体へ向き合う
プロセスにそうした身体への働きかけが関わって
いる。

MBSR では例えば「体からのメッセージがわか
るようになってくると，姿勢を変えることによっ
て，気分を変えることができる」，「笑っている 
ような感じに口の両端をすこし上げただけでも，
楽しくなったりリラックスしたりする」 （Kabat-
Zinn,	1990;	p. 153–154） のように言及される。身
体への働きかけの心の状態への影響はもちろん 
伝統仏教でも伝えられている （藤田，	2012；
Gunaratana,	2011；Thich,	1975）。

表情や姿勢の影響は「身体化された情動」の文
脈（e.g.,	Niedenthal	et	al.,	2005）で特に注目され
ており，マインドフルネスを日本に紹介した春木
豊も「身体心理学」（春木，	2002） を提唱して身体
の「動き」の重要性を議論してきた。とりわけ姿
勢とうつ症状の関係を報告する知見は少なくな
く， うつの人は屈曲姿勢を特徴とし（American 
Psychiatric	Association,	2013；World	Health	Organi-
zation,	2009）， それは症状の重篤度と関係して 
いる （Canales	et	al.,	2010）。そうした屈曲姿勢を
変容させて直立にすると抑うつ気分が軽減し

（Sugamura	et	al.,	2008），うつ患者を対象に本人に
気づかれないようにテーピングで姿勢を操作した
実験（Wilkes	et	al.,	2017） では，疲労感の減少，
ポジティブ気分の増大，および自己焦点化された
言動の減少などが示されている。

こうした知見は一見，身体への働きかけ自体が
うつに奏功することを示唆しているように思われ
る。しかしながら，これを先に紹介した「笑った
表情を作るだけで楽しい気分になる」のような直
接的な因果関係として理解するべきではない。と
くに，この例の根拠とされる「表情フィードバッ
ク仮説」（Strack,	Martin,	&	Stepper,	1988） は近年
の再現性問題において再現性が確認されなかった

と考えるのが適切であろう。

2.4　身体に向き合うこと，その態度
ここまで，身体感覚に気づきを向けることの意

義について検討してきたが，上述のようなトラウ
マのフラッシュバックのリスクのみならず，身体
へ注意を向けることで感情体験が一時的により強
く体感されてしまうこともある （Williams,	2010）。
そのため，単に身体に注意を向けるだけで症状が
改善するという安直な構図は描きがたい。つま
り，マインドフルネスの「身体への気づき」には
単に身体に注意を向けるだけではない剰余的意味
が含まれるはずである。ここではその剰余的な意
味を，とくにマインドフルネスの作用メカニズム
の中核とされた「脱中心化」に迫る形で掘り下げ
たい。

脱中心化（decentering;	Beck,	1979） とは，Beck
の認知療法において「自分がすべての出来事の要
になっているという思考を吟味し，そこから離れ
ていけるようにする技法」を指す。このスキル
は，従来の認知療法ではさまざまなアプローチの
中で暗に獲得されるものと考えられてきたが，こ
れをより明示的に育む方法としてマインドフルネ
ス瞑想が注目され MBCT の開発に繋がった（伊
藤，	2019）。

その理論的背景には，自身の一時の感情や思考
に巻き込まれて一体化してしまったり （同一化），
身の回りの出来事になんでも自分を関連付けてし
まう （自己中心性） といった抑うつ的認知の不適
応性（認知の歪み）が想定されている。そうした
自己同一化や自己関連づけはまさに前節で議論し
た「意味づけ」として理解できるだろう。ここで
とくに重要なことは，そうした意味づけのプロセ
スに「自己」が絡むことである。これは Hölzel
らのモデルにおける「自己に対する視点の変化」
と関係する論点であり，観察対象である客体的自
己とそれを観察する主体的自己の相互作用の問題
ということである。
2.4.1　マインド・ボディ，その文脈

マインドフルネスに限らず，ヨーガ，太極拳，
フェルデンクライス，アレキサンダー・テクニー
クといった，身体への働きかけ（ボディ・ワー
ク） を技法に含む方法論はマインド―ボディ

（mind-body）・アプローチと呼ばれており，その
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文脈あるいはその変化を捉えることが「身体への
気づき」が含意する意義の一つであろう。
2.4.2　「身体への気づき」から脱中心化へ

身体感覚，とくに内受容感覚への気づきの多 
面的に測定するために開発されたMAIA（Multidi-
mensional	Assessment	of	 Interoceptive	Awareness;	
Mehling	et	al.,	2012） は，身体感覚への端的な気づ
きに加えて，（身体感覚から）気を逸らさない，

（身体感覚について）心配しない，（身体感覚に向
けられた）注意を制御する，情動的な気づき，

（身体感覚の） 自己制御，（身体の声を）聴く，（自
分の身体を）信頼する，の 8因子で構成されてい
る。この尺度とアレキシサイミアの関係を調べた
研究（Zamariola	et	al.,	2018）では，心拍追跡課題
とアレキシサイミアには相関がなかった一方で，
MAIAの「注意を制御する」の他に「心配しない」

「信頼すること」の得点がアレキシサイミアと負
の相関を示した。つまり，身体へ向けた注意の制
御だけでなく，その身体へ安心や信頼の態度を向
けることがアレキシサイミア傾向に拮抗している
可能性が示唆されている。

こうした親和的態度は，そこに生じる不快な思
考や感情から適度な距離をとってそこに巻き込ま
れないようにする「脱中心化」のプロセスに沿う
ように思われる。実際に，身体への親和的な態度
によって感情が認知に与える影響が解除されるこ
とを示唆する知見もある。Schnall et al. （2008） は
事前に嫌悪感を喚起するとより厳しい道徳判断が
なされ，特に普段から身体変化に意識が向きやす
い人ほどその効果が顕著だったことを報告して 
いる。これに対し，木甲斐・森・伊藤 （2014） は，
3ステップ呼吸法を援用して身体への親和的気づ
きを実践させる群と中性画像の事実内容を記述 
させる群を設け，嫌悪喚起と道徳判断の間でその
手続きを行ったところ，嫌悪感に群間差はないな
がらも身体への親和的気づきを実践する群で道徳
判断がより寛容であった。つまり，身体への親和
的態度が認知判断への感情の影響を減じたので 
ある。

MBI の実践指導では自らの身体に 「親しむ」 こ
とが強調して伝えられる。たとえば，『マインド
フルネス認知療法』 （Segal	et	al.,	2002） では，「ネ
ガティブな思考が支配的になっているときでさ
え，このアプローチは，思考と感情のサイクルの

現象 （Wagenmakers	et	al.,	2016） でもある。そこで
改めてこの「身体への働きかけ」の問題を本節で
議論してきた枠組みで捉え直しておきたい。たと
えば特異的活性化仮説や構成主義的感情理論に基
づけば，思考・感情・行動は必ずその時々の外
的・内的な環境において構成される。この環境は

「文脈」と言い換えてもよいかもしれない。それ
ゆえ，身体への働きかけの作用は，そうした文脈

（環境） を変化させるための操作として理解され
るべきであろう。つまり，そうした身体の操作は
抑うつ的な思考や感情に固有の文脈を変化させる
ことを通してうつ症状の軽減に奏功するのだろう
ということである。

うつ症状に限らず，我々の日常的な生活におい
ても，ふとしたことで何かしらの思考や感情に囚
われてしまうことはままある。ここまでの理論か
らは，その状態に固有の内的・外的な文脈がある
ことが導かれる。身体について言えば，たとえば
知らずのうちに首を傾げているとか，重心が傾い
ているといった固有の身体の状態が随伴している
かもしれない。禅仏教では雑念が生じて坐禅に集
中できていない修行者にインストラクター（直
堂）が「警策」を与える仕組みがあるが，その判
断基準はまさに修行者の姿勢が前屈みになってい
るとか印契が崩れているといった「姿勢の変化」
なのである。

一般に固有の状態あるいはそこへの変化を検出
するためには，比較するための「基準の状態」が
必要である。身体について考えてみれば，何かし
らの固有の身体状態（への変化） に気づくためは
基準の身体状態が必要になる。仏教の瞑想実践へ
の準備として強調される「調身・調息・調心」は
その「基準の身体状態」を確立させる手続きであ
ると見ることもできる。長い仏教瞑想の伝統の中
でそうした身体状態の形成や維持が実践に組み込
まれてきたのは，瞑想の実践においてその有用性
が経験的に繰り返し確認されてきたためであろ
う。MBI で瞑想実践の導入として「姿勢を整え
る」ことが実装されている臨床上の有用性は，1
つにはこうした「身体の状態の変化を検出しや 
すくするため」という観点で説明できるかもしれ
ない。

総じて，身体への働きかけは思考・感情・行動
が構成される文脈を変化させることであり，その
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覚の精度が向上するかに関しては，心拍に関する
客観指標を用いた一連の研究からはそれを示す結
果は得られていなかったが，他の指標を用いたい
くつかの研究においては支持する結果が得られて
いた。これを対象部位の選択の問題として理解す
ることもできるが，マインドフルネスの実践にお
いて自身の感情への気づきにつながる身体部位に
個人差が想定されていることも踏まえれば，より
適切な部位を見つけるという単純な方針のみでは
不十分であろう。実験パラダイムも含め，さらな
る検証がなされる必要がある。

一方で，Barrett による近年の感情理論を参照し
ながら，複数のトピックについて論じた。感情的
現実主義や抑うつリアリズムの節では，身体状態
が環境のなかで意味づけられて我々の認知が変化
する現象があること，情動粒度やアレキシサイミ
アの節では，身体が求めていることを細やかに理
解することが可能になることは臨床上の効果に関
与している可能性があること，身体への働きかけ
についての検討では，実践には身体を調整する営
みが含まれ，それらは心理的な状態に一定の変化
を生じさせる可能性があることを議論した。こう
したことは，身体への気づきを高めることで，環
境・身体・認知・感情・行動といった要素がいか
に関連しているかの洞察を得たり，自身のニーズ
を把握し適切な行動の選択を増加させたり，苦痛
な状態を悪循環させる身体の有り様に変化を与え
たりといった臨床上有用な変化につながる可能性
があることを示唆している。

上記の議論は，マインドフルネスを，身体と感
情，思考，行動やそれらの関係を「分析」「追求」
し，変化させようとする実践のように印象づける
かもしれない。しかし，マインドフルネスの実践
は，瞬間瞬間に起きていることに気づきを保ち，
逸れたら戻るというシンプルな営みである。
MBCT では「doing /することモード」と「being /
あることモード」という言い方で表現される 2 つ
の心の状態が教えられる。前者は特定の目的を
持ってトップダウンで情報処理がなされている 
状態，後者は今ここにある経験にボトムアップに
気づいている状態である。マインドフルネスの実
践はdoingモードからbeingモードへ切り替えるト
レーニングとして説明することができる。そうし
た実践の中でトップダウンに「情動の理解を目指

影響を受けた身体の部分に，いわば『親和的に気
づくこと』によって，こうしたネガティブな思考
に対処できるようになるのである」 （p. 35） と説明
している。そしてそれは，脱中心化のための具体
的実践として位置づけられている。
Feldman,	Greeson,	&	Senville	（2010） は，マイン

ドフル呼吸法と漸進的筋弛緩法，慈悲瞑想の 3技
法が脱中心化に与える影響を調べている。この 3
つのうち，脱中心化できていない状態を表す 「反
復思考へのネガティブな反応」が実施前後で上昇
しなかったのはマインドフル呼吸法だけであっ
た。マインドフル呼吸法と漸進的筋弛緩法はとも
に身体への注意を含むが，後者はよりリラックス
するという意図を携えて身体に注意を向け，前者
はあるがままにただ向き合うという態度で身体に
気づきを向けるという対比になっている。

さらに，脱中心化と身体への親和的な態度の 
関係性は，MBI 介入を説明変数，抑うつ症状を
基準変数とした，先述のMAIAとEQ（Experiences 
Questionnaire;	Fresco	et	al.,	2007） の脱中心化尺度
の得点の媒介効果の分析でも確かめられている

（Fissler	et	al.,	2016）。そこでは MAIA のなかでも
特に「身体（の声） を聴く」と「（身体を） 信頼す
ること」が介入の効果を大きくしていた。

これらのことから，マインドフルネスの「身体
への気づき」は，単に身体へ注意が向いているだ
けではなく，その経験をあるがままに歓迎する親
和的態度を携えてこそ，そこに臨床的な意義を見
いだすことができる。こうした文脈での「身体へ
の気づき」が，「脱中心化」というマインドフル
ネスの中核的な作用を作動させると考えられるの
でる。Beck は元々この脱中心化を不適応な状態
をもたらす過度の自己同一化や自己関連付けへの
対処スキルと考えており，Hölzel et al. （2011） も
そうした脱中心化のプロセスを「自己に対する視
点の変化」の問題と捉えている。

2.5　臨床実践における身体のまとめ
ここまで MBSR と MBCT に焦点を当てながら，

とくに身体への気づきが感情への気づきにつなが
り，臨床上有用な変化を導くことが一つの作業仮
説となっていることを踏まえ，感情と関連づけな
がら身体の位置づけを検討した。

まず，マインドフルネスの実践によって身体知
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3.1.1　全体性と内的な結びつき
先述のように MBSR の目的はこころとからだ

のつながりの理解を通して「全体性（wholeness）」
を回復することで癒やしを得ることであった。こ
の「全体性」の説明として Kabat-Zinn（1990）が
言及しているのは，生命としての自己を維持する
ために統合的に機能している全身的な身体システ
ムである。我々の身体は細胞レベルから内分泌
系，免疫系，神経系といった臓器の全体的なシス
テムが相互に接続された統合的な働きによって健
康が保たれている。そうした「肉体的な秩序」の
中に「精神的な秩序」がある，と考えるのがこの

「全体性」が意図するところである。
そうした身体システムの制御を担うのが神経系

統であり，身体を観察し身体への働きかけを通し
てそこにある「内的な結びつき（Interconnective-
ness）」を理解することでその「自己組織力・自
己治癒力」を利用することができる，というのが
Kabat-Zinn が想定していたマインドフルネスの作
用メカニズムであった。ここでとくに参照される
のは，心理的なプロセスが免疫系に作用する働き
に注目する精神神経免疫学の知見である。とくに
近年，マインドフルネス瞑想が炎症性遺伝子発現
を抑制し （Kaliman	et	al.,	2014），テロメア短縮の
抑 制 （Jacobs	et	al.,	2011；Mendioroz	et	al.,	2020），
唾液中オキシトシンの増加（Bellosta-Batalla	et	al.,	
2020） といった生理的な変化を実際にもたらすこ
とが報告されている。こうした細胞レベルから身
体システム全体を捉える視点は分子生物学博士で
ある Kabat-Zinn ならではであり，これはエナク
ティヴィズムとの接続を支える 1つの重要な視点
であろう。
3.1.2　エナクティヴィズム

Kabat-Zinn と同様に，生命の生物学的原理の上
で，仏教思想に接近しながら個体の全体的なシス
テム論を展開したのが Valera である。エナクティ
ヴィズムの提唱以前に，Maturana と Valera は細胞
や免疫，神経系といった自律的なシステムの生物
学的原理としてオートポイエーシス （autopoie-
sis；自己創出） という理論的概念を提唱していた

（Maturana	&	Varela,	1980）。この概念について本
稿で紙幅を裂くことは避けるが，提要は生命現象
をその生物個体が持つ構成要素の生化学プロセス
で構成される循環的なネットワークに依拠した

す」という態度を取ることはむしろ目標追求的な
doingモードのなかで評価・判断を行うことであ
り，ただ気づき観察する beingモードから遠ざ
かってしまう （Segal	et	al.,	2002）。だからこそ，
ボトムアップに感受される身体感覚に「親和的
に」気づくという態度が重要であり，それを「そ
のままでいる」や「ありのままを観る」という表
現で繰り返し教示するのである。その実践によっ
て結果的に情動粒度が高まるのは，経験に覆い被
さった何らかのフィルターが外れ，ありのままの
経験との接触が可能になることにで感情について
今までと違う理解が促されたためと考えるのが適
切と思われる。ありのままの身体をそのままでい
させることができるからこそ，他でもない「身
体」に気づきを向けることの利益を得ることがで
きるのかもしれない。

3．身体に関する背景理論

ここまで見てきたように，MBI の代表的な枠
組みである MBSR と MBCT では身体の役割が重
視される。しかしながら，この 2 つの枠組みを支
えている理論的なルーツは共通しているものもあ
れば独自のものもある。ここではその背景理論の
位置関係を整理し，身体性という観点でどのよう
な繋がりが見いだせるかについて簡単なラフス
ケッチを示すことで今後の議論に繋げたい。

3.1　MBSR の背景理論とその近傍
MBSR の 理 論 背 景 は， 近 ご ろ 再 版 さ れ た

『Embodied Mind』 （Varela	et	al.,	2017） に Kabat-Zinn
が寄稿した新しい序文の中でその発想に多くの共
通点があると述べているように，その書で提唱さ
れたエナクティヴィズムの考え方にかなり近しい
ところがある。ただし，MBSR の開発はエナク
ティヴィズムが提唱されるよりも以前であり，マ
インドフルネスの理論的な発展は，Kabat-Zinn が
認めるようにMBSRの枠組みを引き継いだMBCT
およびそこに包含された認知行動療法の理論によ
るところが大きい。ここでは，それ以前に Kabat-
Zinn 自身が MBSR のメカニズムをどのように説
明していたか，そしてエナクティヴィズムとどの
ように繋がるのかを整理したい。
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験に対応するのが「今性（nowness）」であり，神
経系のタイムスケールを超えた極限 （0） にある 
のが経験的に捉えることができない「今（now）」
である。

これに対してGallagher	（2000） はそのタイムス
ケール論を「自己意識（self-consciousness）」に適
用して整理した。Gallagherは個のアイデンティ
ティと時間的な連続性を伴う「物語自己（narrative 
self）」に対し，そうした時間的な延長を持たない
根源的な自己意識としての「最小自己（minimal 
self）」という対比を与えている。この最小自己の
自己意識が成立するのが「いまここ」というタイ
ムスケールなのである。

最小自己は内省に先だって行為の瞬間に立ち 
現れる最低限の自己感覚であり，経験主体を自 
身に帰属する自己所有感（sense	of	ownership） と
行為主体を自身に帰属する自己主体感（sense of 
agency） に分けられる。この自己感覚の成立には
身体感覚を含む多感覚統合（multimodal	integra-
tion） が関わっており，たとえば，自己主体感は
自身の行為に基づく結果の予測と実際に起こった
結果のフィードバック情報の一致性によって生じ
ると考えられているが，この自己感覚は「意図に
よる束ね （intentional	binding）」 と呼ばれる現象と
関係があることが知られている。Haggard,	Clark,	
&	Kalogeras	（2002） の実験では，時計を見ながら，
ボタンを押したタイミングと音がなったタイミン
グを報告させる （時間知覚） と，参加者が自発的
にボタン押しを行って音が鳴った条件でのみ，行
為とタイミングの知覚された時間幅の圧縮が起こ
ることが示された。つまり，行為の主体感の生起
する場面では，身体行為に起因する結果の予測と
実際の結果の時間的近接（時間知覚） がズレて過
小に評価される。

こうした微小なプロセスはおそらく，前節で議
論した「身体への働きかけ」の方略と関わってい
る。何か大きな目的を持った身体の運動企画でな
くとも，姿勢を整えたり，少しだけ身体を動かし
てみながら，そこで生じる微細な身体感覚をあり
のままに具に味わうことができる。つまりこの方
法は最小自己の感覚を確認していく作業であると
言い換えられるかもしれない。

その一方で，物語自己という自己意識の様相
は，過去から未来に向かって自己経験ないし自己

「自己（self）」（とそれ以外） を決定するシステム
として生命現象を捉えるところにあり，その自他
認識を可能とする生物学的プロセスとして認知

（cognition）概念を基礎づけていた。
この生物学的な原理を前提として，モーリス・

メルロ＝ポンティの現象学を継承することを目的
に，非二元論的な仏教の思想とその瞑想実践が
培ってきた知見に着目することで我々人間の一人
称の意識の問題にアプローチしたのが『Embodied 
Mind』 （Varela	et	al.,	1991） であった。そこで提案さ
れたのが，認知を主体が自らの身体行為 （action） 
に基づいて環境を意味づける働きとして捉えるエ
ナクティヴィズム （enactivism） であり，その研究
方法として一人称の意識経験を神経系に紐付ける
神経現象学であった。

その中心的な概念が embodiment （身体性） であ
る。ここで embodied は，第一に認知が様々な感
覚運動能力を有する身体を持つことに由来した
種々の経験に依存するということ，第二にこれら
の感覚運動能力はそれ自体がより包括的な生物
学・心理学・文化的な文脈に組み込まれている 

（embedded） ということを強調するために用いら
れている （Varela	et	al.,	1991,	2017）。
3.1.3　時間・自己意識の構造

マインドフルネス瞑想では身体へ気づきの中で
「いまここにある瞬間瞬間の経験」をありのまま
に捉え観察していく。この経験のあり方はそもそ
も何を意味しているのだろうか。そしてそれがな
ぜ「自己に対する視点の変化」のような臨床上の
効果に繋がっていくのだろうか。この疑問を繙く
ために，まずエナクティヴィズムの「時間意識」
と「自己意識」の議論を参照しておきたい。

Varela （1997,	1999） の時間意識の神経現象学的
タイムスケール論では，大きいスケールでの意識
経験の統合に必要な〝リラクゼーションタイム〟
を 1としたときに，より記述的・ナラティブなレ
ベルのアセスメントに必要な時間は 10，感覚統
合に必要な神経プロセスに対応する基礎あるいは
根元事象の時間は 1/10と表される。この 1～10
のタイムスケールにあるものが初期の経験統合と
しての「認知」であり，10を超えるタイムスケー
ルの統合は「語り （narrative）」 として現れる。一
方で，1/10～1のタイムスケールとして感覚的な
質感を伴う文字通りの〝いまここ〟の具体的な経
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と，前節で紹介した「抑うつリアリズム」に関す
る Alloy and Abramson （1979） の実験は，前者は
行為と結果の時間間隔の知覚，後者は制御性の知
覚のように注目するパラメータは異なるものの，
いずれも行為の結果をいかに自己に関係づけるか
を調べる構造になっている。このことは，自己意
識の成立過程が身体性に支えられていると同時
に，それは身体と不可分な感情状態に影響されう
るということが言えるだろう。前節で見たよう
に，「自己関連付け」はうつや不安といった症状
の背景にある認知的な病理であり，これは仏教で
も「我執（自己への執着）」として煩悩の源泉と
なると見なされる。そうした病理へのカウンター
としてとくに MBCT が提示している対処法が脱
中心化であり，仏教の原理はその極限に無我を措
定していたということになるだろう。自己意識が
自己の行為と結果のコントロールの問題と関連す
ることに対して，とくにマインドフルネスの文脈
では「コントロールを手放す」という言い方で自
己の身体や思考，感情への態度（向き合い方）を
教えている。

3.2　MBCT の背景理論とその近傍
MBCT は「マインドフルネスに基づく認知療

法」であり，MBSR を参考にして，その枠組みに
認知行動療法の原理と実践を組み入れた心理療法
である。その中心的な原理が「脱中心化」であ
り，マインドフルネス瞑想はそうした認知行動ス
キルを獲得する基礎を育む実践として位置づけら
れている。しかしながら，MBCT の身体論には
認知行動療法の理論から継承された独自の視座 
がある。そこでは MBSR やエナクティヴィズム
とは異なる形で「身体」と「意味づけ」の問題を
扱っている。
3.2.1　相互作用認知サブシステム

MBCT で用いられる doing/beingモードという
心のモードという考え方の背景にあるのが相互 
作用認知サブシステム（Interacting	Cognitive	Sub-
systems:	ICS;	Barnard	&	Teasdale,	1991；Teasdale	&	
Barnard,	1993） という多感覚統合の理論である。
ICS は，感情ネットワーク理論（Bower,	1981,	
1987） や抑うつ的情報処理の特異的活性化仮説

（Teasdale,	1985,	1988） といった，うつや不安の感
情と認知の相互作用の説明理論を，身体要素の役

概念を統合していく作用であり，これはまさに 
自己同一性の感覚（sense	of	self-identity;	Erikson,	
1968）に相同する。ただし，自己同一性には否定
的自己同一性（negative	self-identity） や過度の同
一化（over-identification:	Artiles	et	al.,	2002） という
不適応症状につながる負の側面がある。仏教の文
脈ではこうした作用によって生じる self-attachment

（我執） を煩悩の源泉と見なしており，とくに自
分自身への思いやり（セルフ・コンパッション）
の考え方を取り入れた第 2 世代のマインドフルネ
スではこの過度の同一化をマインドフルネスの対
概念と見なしている（Neff,	2003）。
3.1.4　非自己（無我）の構造

前節で紹介した Hölzel et al. （2011） の「自己に
対する視点の変化」はこの「物語自己」から「最
小自己」への遷移としても解釈されている （藤野，
2018）。つまり，絶えず身体の感覚に注意を焦点
化するマインドフルネス瞑想によってもたらされ
る時間／自己意識の経験は，この小さいタイムス
ケールでの解体と再統合が促されると考えられ
る。そして最小自己の先には自己意識が成立しな
い微小なタイムスケールの領域があり，その極限 

（0） に「Non-self（非自己）」がある。Non-self は
仏教の「無我」の訳語の 1つでもあり，仏教では
このような微細で最小のタイムスケールを「刹那

（khaṇa）」と呼び，あらゆる存在（有 bhāva） はそ
の瞬間瞬間に生滅を繰り返す（刹那滅）ために常
住不変ではない（絶えず移り変わる，無常であ
る），という論証が仏教哲学の 1つのトピックと
なっている（cf.,	谷，	2002）。

これは「マインドフルネスのパラドクス」
（Shapiro,	Siegel,	&	Neff,	2018） として示されたも
ののうちの「自己焦点化（Self-Focus）vs. 非自己

（Non-Self）」の二項対立を解消する視点であろう。
Shapiro らは「マインドフルネスの実践では自己
焦点化によって自分の経験に注意深く向き合う過
程で，逆説的に〝誰もいない〟ことに気づく」と
いう言い方でこのパラドクスを表現した。しか
し，身体に基づいて自己と向き合うというマイン
ドフルネス瞑想の手続きを，複雑に統合された自
己を解体し「最小自己」を超えて「非自己」に近
づくプロセスと見れば，これはもはやパラドクス
ではないのである。

さらに言えば，前項の自己主体感に関する実験
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なのである。
含意系は，命題系と身体系の情報の双方から入

力を受け，その変換処理（意味づけ） によって
「身体状態に色づけられた思考」や「思考に方向
づけられた身体反応」を生み出すことになる。そ
うした処理がなされる前の段階で思考や身体の情
報をバッファして意味づけが起こらないようにし
ておくというのが beingモードの第一の意義であ
る。これがマインドフルネス瞑想の実践におい
て，いまこの瞬間に経験の中に立ち現れる身体の
感覚や思考・感情に気づき，それをコントロール
しようとせずにただ観察しありのままにしてお
く，というプロセスに対応している。そうして含
意系で入力情報をバッファして一時的に保持して
おくことは，習慣的な（その場しのぎ

0 0 0 0 0 0

の）自動反
応を手放し，より広いタイムスケールでの高次の
対処方略（メタ認知的気づき）を獲得するきっか
けを与えることになる。この高次の対処方略は身
体を含む ICS 全体の処理過程の再構築であること
を考えると，これは前項で議論した「全体性の回
復」に対応している。
3.2.2　情報処理アプローチと全体性

ICSの身体との相互作用を加味した「意味づけ」
として認知システムを捉える考え方は，認知を

「感覚運動プロセスを介して環境を意味づける働
き」として捉えるエナクティヴィズムの考え方に
近いことがわかるだろう。情動の働きについても
EPIC モデルと通じるところがある。とくに自己
の問題について ICS は，主体的自己を含意系の処
理，客体的自己を命題系の処理に対応づけてい
る。これは前節で見た多感覚統合によって自己意
識を考える視座とも近しい。

自己感が感覚運動プロセスの統合によって生 
じるというメカニズムは，近年では自由エネル
ギー原理 （Friston,	2010） に基づく予測的符号化理
論で説明されるようになった（cf.,	Seth,	Suzuki,	&	
Critchley,	2012）。マインドフルネスについてもそ
の作用メカニズムを予測的符号化理論で説明す 
る試み （Manjaly	&	Iglesias,	2020） が提案されてい
る。また，前節で紹介した EPIP モデルはこの理
論とエナクティヴィズムを融合させたものである
と言えよう。その脳内過程や計算理論の詳説は本
特集の藤野論文と高橋・荻島論文に譲るが，その
要諦を述べると，感覚運動は，まずその運動の

割を加えて描き直したものとして知られている。
元々 ICS は二重貯蔵モデルのような記憶理論と

言語情報処理アプローチとの統合を狙って提案さ
れたもので，後に身体要素を導入して認知プロセ
スにおける情動の働きを説明したものである。
ICS では情報の変換が行われる複数の処理機構

（サブシステム）間のやり取りで認知構造を表現
し，この変換を「意味づけ（meaning）」と呼んで
いる（cf.,	牟田・越川，	2018）。ここで中心的な役
割を持つのが命題的意味づけ系（命題系），含意
的意味づけ系（含意系），身体状態系（身体系）
と呼ばれるサブシステムであり，命題・含意系の
相互処理を「認知ループ」，含意・身体系の相互
処理を「感覚ループ」と呼んでいる。

このモデルのとくに重要な点は，この「身体
系」が視聴覚モダリティとは明確に区別された 
体性・内臓感覚および反応に対応する独自のモ 
ダリティとして置かれていることである。ICS で
はこの身体系と含意系の相互処理（感覚ループ）
が情動の生起と表出を表象している。また，この
システム全体の挙動をコントロールするのが情報
処理の選択機構として定義される 「注意」 である

（Barnard,	2009）。
この ICS からマインドフルネスの作用メカニズ

ムを説明する being／doingモードの理論 （Teasdale, 
1999）が導出され，そのモードを切り替える注意
制御のスキルとしてマインドフルネス瞑想が注目
された （cf.,	伊藤・長谷川・甲田，	2010）。ここで
導かれた対処方略は，認知と情動の相互作用を抑
制するために，その相互作用を媒介する場である
含意系において入力された情報を「バッファ」す
る （処理しないでおく）ことである。この状態が
beingモードである。抑うつ的な認知と情動の悪
循環を ICS では認知ループと感覚ループの二重の
相互処理ループで表現し，この強固な結びつきを

「抑うつ的閉じ込め」と呼んでいる。ここで認知
ループを止めるために何らかの〝認知的な努力〟

（たとえば思考の抑制）によって命題系の処理を
バッファしている状態は doingモードであるが，
このとき含意系と身体系の感覚ループはそのまま

「抑うつ的な気分」を維持してしまう。そのため，
抑うつ的な認知と抑うつ的な気分に同時に対処す
るためには，両者のループの結束点となっている
含意系の処理をバッファする beingモードが必要
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ポンティの現象学であることは周知であるが，そ
のメルロ＝ポンティが深く読み込みその思想の批
判的な源泉としていたのがアンリ・ベルクソンの
哲学であった（中富，	1987）。ベルクソンは意識
や記憶について実在論の立場から独自の哲学を構
築しており，Tulvingがベルクソンを自身の記憶
の 2 過程モデルの着想の一つであると述べている

（Tulving,	1984） ように心理学における記憶研究に
もその痕跡を残している。そこで，そのベルクソ
ンの記憶についての議論に注目し，ここまでの理
論の統合的理解に向けた “ラフスケッチ” を描く
ことにしたい。
3.3.1　ベルクソンの円錐図

まず， アンリ・ベルクソンの 『物質と記憶』 に 
登場する「記憶の円錐」 （Bergson,	1896;	p. 232） を
議論ための下敷きとして参照する。ベルクソンの
円錐図は，われわれの現実存在（existence） にお
ける過去と現在の関係を，知覚の成立要件である
記憶の問題から考察するために描かれたもので 
ある。ベルクソンは，今現在というものを思考し
ようとした瞬間にすでにそれは過去になってしま
うという哲学の伝統的なジレンマを，「すべての
知覚はすでに記憶なのである。われわれは，実際
には， 過去しか知覚していない。」 （Bergson,	2007;	
p. 215） という言い方で記憶とその知覚に関する
命題として問い直した。そのうえで記憶の形式と
して 「様々な可能的な呼びかけ （interpellation） に
しかるべき応答（réplique） を保証する，巧みに
備え付けられた諸機構」と「真の記憶（純粋想
起）」という 2 つの区別を示した。

ベルクソンの円錐図では，「記憶の中に蓄積さ
れた想起の全体」が円錐 SAB で表される。底面
AB は純粋想起される「真の記憶」であり，あら
ゆる瞬間の私の「現在」である点 S が，世界につ
いての私の現在の表象である動的平面 P に接触し
ている。この S は「身体（のイマージュ）」であ
り，「感覚運動的諸現象の座」として「いま現在
の知覚」「感覚―運動の状態」に対応づけられて
いる。円錐断面 A′B′や A″B″は現実世界 （P） に
対する「応答の形式」の記憶であり，それは身体 

（S） において現実世界に現出する。
図 2 にはこの円錐図に対して，これまでに登場

した ICS （Teasdale	&	Barnard,	1993） と ICS が参照
する記憶の二重貯蔵モデル（Atkinson	&	Shiffrin,	

「内部モデル」に基づく感覚フィードバックの予
測があり，その行為によって生じる実際の感覚
フィードバック予測誤差を解消する方向にそのモ
デルを更新することによって制御される，という
ことである。

ここで Hölzel らによって示された「非習慣的
な別の方法で経験に関わる」というマインドフル
ネス実践のプロセスを考えると，それはある経験
についての内部モデルに対していつもとは異なる
感覚フィードバックを与えることを意味する。こ
れによって理論的にはその内部モデルが更新の機
会を得ることになる。MBI の導入として用いら
れるレーズンエクササイズを例にとると，「それ
をまるで初めて経験したかのように」接すること
で普段とは異なる感覚フィードバックを「レーズ
ンを食べることについての内部モデル」に返すこ
とができる。あるいは「初めて経験する対象に接
するときの内部モデル」という普段とは異なる内
部モデルを用いてレーズンからのフィードバック
情報を受けていると考えることもできるかもしれ
ない。あるいは，そこにある経験をありのままに
歓迎するという親和的態度は，その内部モデルの
予測「区間」をどんなフィードバックも受け入れ
られるように「広く」することかもしれない。た
とえば，身体感覚の予測幅をより広くとれば，微
細な段階の感覚を捉えられるようになり，あるい
は急峻な感情反応への転化を抑えることにもつな
がる。

そしてこの自由エネルギー原理は脳 （中枢） に
限ったものではなく，末梢の単一神経細胞レベル
から中枢の高次認知機能に至る様々な階層のモデ
ルが Friston のグループを中心に構築されている

（e.g.,	Badcock,	Friston,	&	Ramstead,	2019）。これは
MBSR の「全体性」と MBCT の情報処理アプロー
チに通底する枠組みかもしれない。

3.3　Enactivism と ICS の遡及的接点
MBSR の「全体性」やエナクティヴィズム，

MBCT の情報処理アプローチを総合的に理解し
ていくためには，将来的には前項で見た予測的符
号化理論による理解が重要になるだろう。しか
し，本稿ではそれとは逆に，遡及的な接点となる
別の視座を提示してみたい。
『Embodied Mind』 で継承されたのがメルロ＝ 
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1979）とその作用に対照される自己同一化（self-
identification;	Erikson,	1968）を付置した。
3.3.2　情報処理アプローチの付置：記憶

ベルクソンによる 2 つの記憶形式の区別は現代

1968），神経現象学的なタイムスケール論（Varela,	
1997,	1999）， その理論に基づく自己意識 （Gallagher, 
2000）， を大まかな時間的相同性によって並置し
た。その構造に，脱中心化（decentering;	Beck,	

図 2　Timescale on “memory” and “self ”:	from	Bergson	to	Gallagher



心理学評論　Vol. 64, No. 3

— 336 —

と最小自己 （A″B″） という付置ができる。「今こ
こにある経験」はまさに最小自己が成立するタイ
ムスケールであり，身体感覚への親和的な気づき
の中でその経験を変容させることはそのまま自己
の感覚を変容させることに対応している。とくに
物語自己が過去から未来へ向かう経験を統合する
自己同一化の働きに関連付けられていることを踏
まえれば，そうした自己意識（記憶，あるいは我
執）に中心化された不適応な状態にあるとき，そ
の反対側にある身体 （S） に向かって「脱中心化」
することが，その作用を緩めてストレスフルな経
験から解放されるということをうまく説明できて
いるのではないだろうか。そしてその淵源には仏
教が目指した無我（non-self）がある。
3.3.4　連続体としての全体

ここまで見てきたのは，ベルクソンの 2 つの記
憶形式に対応させた階層的な記憶や自己の離散的
な経験による理解であった。しかしながら，円錐
図の本来の意図はその 2 つの記憶形式を連続体と
して表現したことにある。ここに Kabat-Zinn や
Varela らが基本的な生物学的原理の上で個のシス
テムの「全体性」を考えようとしていたことを接
続してみたい。

これまでに見てきた理論では，まず ICS は全部
で 9 つのサブシステムによって構成されるが，そ
のサブシステムはどれも同じ機構を備えるものと
想定されている。また，予測的符号化理論は自由
エネルギー原理とによって統一的に説明される。
予測的符号化理論でよく議論される「運動制御の
内部モデル」は身体 S により近い感覚運動系とし
ての記憶の形式に対応するが，他にも知覚や自己
感といったより広範な認知プロセスに開かれてお
り （Friston,	2012），末梢から中枢に至る様々な階
層のモデル （e.g.,	Badcock	et	al.,	2019） が提案され
ている。これらの理論は単一の原理の上で（より
細分化されてはいるものの）階層的な心的プロセ
スを離散的に表現している。

それに対して記憶の議論をベルグソンの円錐図
の連続体に遡った上で，脳を神経合胞体（syncy-
tium）とし，それによって支えられる連続体とし
ての「ハイパー記憶」を考えるという包括的な理
論が提案されている（Başar	&	Düzgün,	2016）。こ
の理論では，その機能が神経活動を含めた生体の

「振動（oscillation）」 による相互作用（共鳴） に

の心理学の用語ではそれぞれ「短期記憶」と「長
期記憶」，あるいは「手続き記憶」と「エピソー
ド記憶」 に対応することになるだろう。S から
AB までのタイムスケールの違いに注目すると，
まず記憶の二重貯蔵モデル（Atkinson	&	Shiffrin,	
1968）との対応関係を見出すことができる。この
モデルは段階的な記憶の保持時間を議論してお
り，感覚入力は貯蔵機構がないため 0，感覚レジ
スタは 10～100ミリ秒，短期記憶は 10～30秒，
長期記憶はほぼ永続的である。記憶の二重貯蔵モ
デルでは，まず感覚入力（S に対応） が与えられ
ると，感覚レジスタ （A″B″） に登録され，そこで

「注意」が向けられた情報が短期記憶 （A′B′） に貯
蔵され，そこでリハーサルされたものが長期記憶

（AB） に貯蔵される。
それに対して，ICS は情報の保持をサブシス 

テムの相互処理によって表すため，認知ループが
短期記憶 （A′B′），感覚ループが感覚レジスタ 

（A″B″） に対応する。ここで ICS が提案する「含
意系でバッファ処理する」という方略は，長期記
憶から短期記憶に呼び出された過去の経験と今こ
こにある感覚記憶を直ちには相互作用させない，
あるいは今ここにある感覚記憶が短期記憶でリ
ハーサルされることを阻害して長期記憶に貯蔵さ
れにくくするということになる。前者は身体感覚
に対する自動的な反応の抑制であることからとく
に第 2 節で扱った感情や予測の問題に対応する。
後者のプロセスは「呼びかけに対する応答」とい
う言い方に対応させて連合学習（条件づけ）の成
立を阻害していると解釈できる。これはマインド
フルネス訓練がパブロフ型条件づけの獲得を阻害
する（Hanley	&	Garland,	2019）という報告によっ
てサポートされるかもしれない。
3.3.3　エナクティヴィズムの付置：自己

続いて時間意識のタイムスケール論を付置す 
ると，ナラティブ （AB），認知 （A′B′），「今性」 

（A″B″），そして今 （S） となる。「今そのもの」は
いかなる機能も成立しないため，少なくとも我々
が知覚できるのは「今性」 （A″B″） としての経験
である。ここにあるのがマインドフルネス瞑想に
おいて重視される「今ここにある経験」であり，
それはまさに身体 （S） に肉薄していることがわ
かるだろう。

自己意識についても同様に，物語自己（AB）
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しているのである。その双方の適合性を考慮する
ことは臨床介入の精度を高めるためにも重要で 
ある。

理論的な観点からは，マインドフルネスの個々
の背景理論を整理し，それらを統合する試験的な
視座としてベルクソンの「記憶の円錐」を元にし
た心理・身体システムの連続性による「全体性」
への理解を図った。「記憶」は今思えばマインド
フルネスという英訳が割り当てられたパーリ語の

「sati」の原義の 1つである。そのタイムスケール
の差違に注目してエナクティヴィズムと情報処理
アプローチを接続し「今ここ」と「身体」を並置
することで，自己同一化と脱中心化という心理療
法の治療構造を解題した。この理論的な図式から
導かれたのは，脱中心化というマインドフルネス
の中核的な作用メカニズムは，個々の経験をその
統合作用に逆らいながら微小のタイムスケールに
向かって解体していくプロセスであるということ
である。それは解体されたままではなく，神経系
の過度（アンバランス）な統制から解放された身
体の「全体性」の中で新しい経験として再統合さ
れるのである。

5．実践に向けた示唆

マインドフルネスの研究において重要なのは言
うまでもなくその実践である。そのため，最後に
本稿の議論から敷衍される実践への示唆を書き添
えておきたい。

マインドフルネスの要諦は「いまここにある経
験をあるがままに歓迎する」ことであり，その親
和的態度を携えた「身体への気づき」が脱中心化
という治療メカニズムを促し，さらには「全体
性」の回復に繋がる。しかし，我々の個々の経験
を構成する身体性が多様であることを鑑みても，
臨床実践の中でクライエントをそこへ導くこと 
がそれほど容易ではないことは理解されるだろ
う。とくに治療関係は「介入で症状をコントロー
ルする」 という目的を明に暗に共有している。
我々はそうした動機に簡単に囚われ，前のめりに
結果を予測し，視野を狭め，歪めてしまうことさ
えある。

そうした困難に向き合うときに重要なことも，
再び「あるがままに歓迎する」という態度であ

よって調整され，自律神経系などの生化学的なプ
ロセスを介して脳 - 身体 - 心の機能的な統合が果
たされる，としている。これは Kabat-Zinn が想定
していた「全体性」を説明する重要な理論であろ
う。さらに我々の予測（あるいは因果推論）が時
間の知覚と関わっているという事実から，この振
動が生み出す脳の「リズム」が予測生成に関わっ
ているという議論もあり （Buzsaki,	2006），予測的
符号化理論との相性もよい。

こうした振動やそのリズムによって心身の接続
が調整されるという理解は，まさに身体の循環器
の機能である「呼吸」がマインドフルネス瞑想の
基盤であること，そしてそれが「こころとからだ
のつながり」を理解し，その「全体性」を回復す
るという想定をより精緻に解明することに繋がる
だろう。瞑想状態が特定の脳波と関係しているこ
とは古くから知られており，今までに瞑想の種類
によってそれぞれ優勢な周波数帯が異なり（Lee	
et	al.,	2018），その共振が作る脳内のネットワーク
に帯域ごとの特徴的なパターンが見られること

（Yordanova	et	al.,	2020） などがわかっている。こ
うした脳の振動パターンが呼吸や内分泌系などの
他の身体内システムを含む「全体性」とどのよう
に関係しているのかを調べることで，マインドフ
ルネスにおける身体性の理解がより進むことを期
待したい。

4．まとめ

本稿の着想はマインドフルネスの研究者として
の我々の直観的な洞察（insight）が元になってい
る。その洞察を，一方が臨床家として，一方が理
論家として解題したのが本稿である。

臨床的な観点からは，マインドフルネスの作用
メカニズムの中核である「脱中心化」がまさに身
体への気づきによってもたらされるという帰結が
示された。ただし，理論的考察が導いたようにた
だ身体へ（注意が）向かうというだけでは足り
ず，そこには必ず「それをあるがままに歓迎す
る」という親和的態度が必要なのである。これは
マインドフルネスがとくに臨床実践において培わ
れたことに由来する視座であろう。マインドフル
ネスの実践が身体性を基盤とする対岸で，その介
入ターゲットである精神疾患も身体性の上に現出
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「二つのものが密接に繋がっているということで
はなく，こころはからだであり，からだはこころ
である」 （藤田，2012;	p. 72） という心身一如の考
え方がある。これは心身を不可分な「全体性」の
中で捉える見方であり，認知（こころ）を身体へ
の対置ではなくその行為において捉える「身体性

（embodiment）」として議論してきたものに相同し
ている。

そして，この一如（あるいは不二）は我々の現
実存在についての「自他不二」の視座に接続する
ことができる。Thich （1995） はこれを「相互依存
的存在（inter-being）」と表現し，心身だけでなく
自他の二項対立を超克する見方を示した。そして
これは，マインド–ボディ・アプローチの指導者
や実践者の間で共有された「人間は個別の存在で
はなく，世界に巻き込まれ，世界と相互作用する
身体化された存在である」 という認識（Mehling	
et	al.,	2011） に通じるものであり， Kabat-Zinn （1990, 
1994） が繰り返し強調する「全体性」にも繋がっ
ている。つまり，マインドフルネスにおける身体
性は，治療構造としての脱中心化を導くだけでな
く，こうした世界（他者）へ開かれた親和的な洞
察をも含意するかもしれない。
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