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研修 II「仏教とマインドフルネス」
マインドフルネスをこころの仕組みから考える

牟田季純（早稲田大学文学部心理学教室）

2019年 3月 10日

今日のおはなし� �
• 「マインドフルネスの定義」に沿ってこころの仕組みを理解する
• 「doingモード／ beingモード」「距離をおくスキル・脱中心化」とは何だったのか� �

1 マインドフルネスの定義

paying attention in a particular way

（特定のやり方で注意を払うこと）


on purpose（意図的に）
in the present moment（いまこの瞬間において）
non-judgmentally（判断をせずに）

Kabat-Zinn (1990)の定義を図式化

マインドフルネスの科学的探求の契機となったカバット・ジンの定義は，認知心理学（認知科学）
で盛んに議論されてきた重要なキーワードを含んでいる。認知心理学は「思考」や「記憶」といった
まさに “こころの仕組み”を調べる学問領域であり，そこで議論されてきた諸々の概念や理論によっ
てマインドフルネス瞑想のメカニズム（“なぜ効果を持つのか”）へのさらなる理解が育まれてきた。
たとえば，Shapiro (2006)は意図（Intention）・注意（Attention）・態度（Attitude）という３つの
心的機能を原理（Axioms）とし，その循環的なプロセスとしてマインドフルネスを説明している。
また，日本マインドフルネス学会では「今，この瞬間の体験に意図的に意識を向け，評価をせずに，
とらわれのない状態で，ただ観ること」と定義することで，注意の対象や態度の内容を明確にした。
また，マインドフルネスは方法だけでなくその心的状態を表す言葉としても用いられ，カバット・ジ
ンは「意図的に今この瞬間に判断をすることなく注意を払うことを通して立ち現れる気づき（aware-

ness）」 (Kabat-Zinn, 1994)とも説明している。この “気づき”は誤解が多いため以下に区別を示す。� �
アウェアネス（awareness） “気づいている”という状態（意識）を指す。

洞察（insight） “気づく”という作用（知覚・判断）を指す。（「気づきを得る」など）� �
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1.1 注意［attention］
ここではマインドフルネスの基盤である「注意」について確認したい。認知心理学はこころを情報
処理機構になぞらえるが，「注意」はそうした情報処理の選択に関わる機能として定義される。

1.1.1 メタファーによる理解

抽象的な概念を理解するためにはメタファーによる表現が役に立つ。注意という機能に関しては，
処理される情報の選択や処理範囲の切り替えについて次の有名な２つのメタファーを紹介したい。� �
フィルターモデル 人間の情報処理能力には限界があるため，処理すべき情報を “選別”するため

のフィルターが存在し，そのフィルターを通した情報のみが処理される（Broadbent, 1985）

スポットライトモデル 注意はスポットライトのように処理する情報の範囲を “照らして”指し示
し，スポットライトを “向け直す”ことで処理する情報の範囲を切り替える（Posner, 1980）� �

外界から（あるいは身体内部から）入力される情報の中で，生得的もしくは習慣的に「フィルター
を通りやすい」ものがあれば，それに「注意が奪われる」ということが起こる。一方で，そうして奪
われた注意からスポットライトを動かすように「注意を向け直す」ということも可能である。このよ
うなプロセスに着目すると，注意という機能には，自分の意思とは無関係に作動する「受動的注意」
と自分の意思で作動する「能動的注意」の区別ができることがわかる。

1.1.2 注意の移動に必要な３つの機能

「注意が奪われ，そこから別の対象に注意を向ける」ためには，注意の引きはがし（Disengagement）・
注意の移動（Shift）・注意の向け直し（Engagement）という段階が必要であり（Posner et al., 1988），
それを実現するための機能として次の３つの下位機能が提唱されている（Posner & Petersen, 1990）。
この機能に対応する脳内のネットワークも明らかにされている。� �
注意の喚起（Alerting） 注意を向けるべき対象が現れたときに備えて注意を向ける準備を維持

する機能。この機能によって注意が向くという作用が生起する。

注意の定位（Orienting） 注意を向けるべき対象が存在するときにそこに向けている注意を維持
する機能。この機能によって注意を向けている対象が固定される。

実行機能（Executive function） 注意の喚起・定位の機能の切り替えをコントロールする機能。
この機能によって注意を向け直すことや注意が逸れないようにすることが可能になる。� �

この３つの注意機能によって，呼吸などの特定の感覚情報や思考などの心的対象へのアウェアネス
（気づき）を維持し，あるいは雑念を断ち切って元に立ち戻る，という瞑想のプロセスが説明される。

1.1.3 マインドフルネスの「注意」は観察可能なのか？

注意理論は主に視覚的注意という観察や操作が容易な行動に表れた注意を扱い，特徴統合理論（Treis-

man, & Gelade, 1980）などのより精緻なモデルも提案されている。しかしながら，瞑想のような外
からは見えない意識（アウェアネス）内の注意については理論的なアナロジーの部分も多い。前者
は顕在的な注意（overt attention），後者は内潜的な注意（covert attention）として区別される。

担当：牟田季純（早稲田大学） 2019年 3月 10日
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1.2 意図［intention］ （vs. 自動［automatic］）
注意の機能には能動的なものと受動的なものがあることを確認した。それは意図的に向けられる注意，
自動的に向けられる注意と言い換えることができる。ここでは思考の自動性の問題を議論すること
で意図的であることとは何かを浮かび上がらせてみたい。

1.2.1 自発的思考［spontaneous thought］

我々は，すべての思考や行動を自らの意思で制御するのではなく，日々の習慣のなかで獲得された
自動的な情報処理に部分的に身を任せている。そうした機能は我々の情報処理能力の限界に照らして
合理的であるが，時にそうした自動性が不適応的に働く場合もある。そうした自動的な処理のなかで
意図せずふと意識に立ち上がる考えのことを自発的思考という。ここでの「自発的」は我々の意思に
よらず（involuntarily）に思考自体が自ら立ち上がってくるという含意である。これは瞑想の文脈で
は特に「雑念」として捉えられることが多い。ここでは自発的思考のなかでも適応的なものと不適応
なものとして以下の２つを取り上げたい。� �
マインドワンダリング（mind wandering） 注意が目的の対象（課題）から離れて内的世界に

向かう（彷徨う）現象のことをいい，ゾーンアウト（zoning out）や白昼夢（daydream）と
呼ばれることもある。とくに無意図的で課題無関連なとりとめのない思考のことを指す。
課題無関連だが外界へ注意が向く現象は注意散漫（external distraction），課題に関連し
た対象に注意が逸れることは課題関連干渉（task-related interference）として区別される
（Stawarczyk et al, 2011）。マインドワンダリングの内容は未来志向的であることが多く，
また創造性（creativity）との関係が盛んに議論されている。

侵入思考（Intrusive thought） 自動的に湧きあがる望まない思考，イメージ，不愉快な考えの
ことをいい，認知行動療法の文脈では自動思考（automatic thoughts）とも呼ばれる。マ
インドワンダリングとは異なりある特定の状況や刺激に関連して生じることが少なくない。
侵入思考の特徴は強迫的であったり，動揺や不快感を生じさせ，取り除くが難しいと感じ
られる。これはとくに強迫性障害，うつや不安障害，身体醜形障害，ADHDの臨床的な症
状に関係している。そうした思考あるいは衝動の内容としては，攻撃的，性的，冒涜的な
テーマを持つことが多い。� �

マインドワンダリングはとりとめもない思考の連続だが，それが起こっていることに気づく（notice）
ことでその思考の流れは停止する。一方，侵入思考に対する認知行動療法では “考えることをやめる”

（思考中断法）という対処を行うが，これはそう簡単なことではなく根気強い「練習」が必要である。
これは前者が組織だっていない発散的なプロセスであるのに対し，後者が強固に組織化された慣習
的なパターン（癖）であるという違いからくると考えられる。侵入思考の中断（思考抑制）の難しさ
はシロクマ実験（「シロクマのことは考えないでください」）という簡単な実験からも類推できる。

1.2.2 意図的とは？

課題関連思考の持続は意図的な注意集中によってなされる。マインドワンダリングは気づきによっ
て停止することができる。侵入思考は思考中断法の練習で（容易ではないが）止めることができる。
このように自動的な思考に気づき，停止しようとしている（つまり注意をシフト）ときに意思が立ち
現れている。それはアウェアネスにおいて情報処理を選択する（できる）ということでもある。

担当：牟田季純（早稲田大学） 2019年 3月 10日
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1.3 いまここ［presence］（vs. 過去・未来［past/future］）
注意にはある一定の情報処理を定位する機能があることを確認したが，このことを注意の焦点化

（focusing）と呼ぶ。ここでは注意が焦点化される対象について記憶の側面から考えてみたい。

1.3.1 記憶（Memory）

心理学では保持時間の違いから以下の３つの記憶システムを考える。� �
感覚記憶 最も保持期間が短い。各感覚器官に特有において瞬間的に保持されるだけで明瞭には意

識されにくい。入力情報はまず感覚記憶として保持され、そのうち注意を向けられた情報
だけが選択的に短期記憶として保持される。

短期記憶 保持期間が数十秒程。何らかの情報処理のために一時的に保持されているものであり，
一度に保持される情報の容量に限界がある。作業記憶（Working memory）はこの一時的に
保持された情報の操作（保持・忘却）に着目した概念であり，注意機能と関係している。

長期記憶 保持時間が長く，数分から一生にわたって保持される。短期記憶の多くは忘却される
が，その一部は長期記憶として保持される。この保持情報が長期記憶として安定化する過
程は記憶の固定化と呼ばれる。容量の大きさに制限はない。� �

また，長期記憶は内容の違いから大きく次の２つに分けられる。� �
宣言的記憶（Declarative memory） イメージや言語として意識上に内容を想起でき、その内

容を陳述できる記憶。陳述的記憶とも呼ばれる。

エピソード記憶 個人が経験した出来事に関する記憶。その出来事を経験そのものに加えて，
それを経験した時の様々な周辺情報（時間・空間的な文脈や心理的な状態など）が付
随して保持される。一般的には思い出として想起されるものに相当する。

意味記憶 言語とその意味（概念），知覚対象の意味や対象間の関係，社会的な約束など，
その人の生活世界における組織立った記憶。その情報をいつどこで獲得したかのよう
な付随情報が省かれた内容のみが保持されたもので，一般的には知識と呼ばれる。

手続き的記憶（Procedural memory） 物事のやり方や技能などの記憶。自転車に乗る方法や
パズルの解き方などのように，同じ経験の反復により形成される。手続き記憶が一旦形成
されると自動的に機能し、長期間保たれるという特徴を持つ。非陳述的記憶とも呼ばれる。� �

たとえば，レーズン・エクササイズの際に呼び出されるのは，まずレーズンの知識（意味記憶）
や過去にレーズンを食べたときの思い出（エピソード記憶），そしてレーズンの食べ方（手続き記
憶）である。これらはレーズンを食べるという課題に対して長期記憶から自動的に読み出されるも
のであり，つまり過去の経験を追想しているということになる。しかしながら，レーズンの見た目，
味や舌触りといった感覚記憶はまさにいまここにある経験であり，マインドフルな態度でレーズン
を味わう方法は感覚記憶に保持されているできるだけ多くの情報に注意を向けるつまり記憶の再構
成をしていることを意味している。そこで特に重要なのは手続き的記憶の再構成であり，マインドフ
ルネス瞑想の練習を継続することは，そこで固定化されるのはまだにマインドフルな注意の向け方
（マインドセット）ということになる。

担当：牟田季純（早稲田大学） 2019年 3月 10日
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1.3.2 虚偽記憶（False memory）

長期記憶に保持されているエピソード記憶には，実際には起っていないはずの出来事に関する記憶
も含まれ，これを虚偽記憶1と呼ぶ。虚偽記憶には，過去の事実が改変・修正されて追想されること
（記憶の改竄）と，全く経験していないことを事実のように追想すること（記憶の捏造）を含む。

1.3.3 反実仮想（Counterfactual thinking）

反実仮想とは「もし∼だったら…だろう」といった推論形式で現実に起こった事実とは異なる結果
を思い浮かべることである。記憶とは異なるがこれも注意を向ける対象の時制としては過去のもの
ということになる。哲学者のジョン・マッキーは因果推論においては原因と結果の時系列的な関係性
についての想像力とともにこの反実仮想が重要な役割を果たすことを指摘している（Mackie, 1974）。
これはレーズン・エクササイズの際に求められることでもある。レーズン・エクササイズを行うとき，
すでにレーズンを知っているのにも関わらず，まるで初めて遭遇したかのように目の前のレーズンを
観察するというやり方を行っている。

1.3.4 予測／期待（prediction / expection）

記憶の面から見てみると推論形式のような考え方も長期記憶に蓄えられた手続き記憶の１つである。
注意が未来に向けられるというとき，そこでは過去に記憶したものに基づいて未来に起こるであろう
出来事を推測するということが起こっている。未来の予定は宣言的記憶であり，未来の予測や期待は
エピソード的記憶に基づいている。特に以下のようなエピソード記憶が抽象化された手続き的記憶
は因果推論を行うために利用される。� �
スキーマ 特定の場所や場面に関する過去経験を構造化した認知的枠組み（Bartlett, 1932）と定

義され，個々の情報と情報の関係性といったものの理解が促される。

スクリプト（台本） ある場面でどのような事が起こるかを時系列的に表現したもの（Shank et

al, 1977）で，入力情報をこの構造に関連づけることで因果関係の理解が行われる。� �
とくに自分自身についてのスキーマは自己スキーマ（self-schema）として概念化されており，自
分自身がどのような人物（性格）か，どのような考え方を持っているかといった総体的な自己像につい
ての信念を形成している。この自己スキーマによって直近の行動形成や先の将来予測が行われる。こ
れは自分自身に対してネガティブあるいはポジティブな感情を抱くといった自己評価の基盤として機
能する。とくにうつに関係のあるスキーマは抑うつ的自己スキーマ（depressogenic self-schema）
と呼ばれている。また自己に関するスクリプトについても人生脚本という概念がある。

1.3.5 意識の流れ

注意が過去や未来に向けられるとき，それは記憶の想起や推論という形で現れている。そこから
翻って今この瞬間に注意を向けるとは，長期記憶や推論に焦点化された注意を感覚記憶に向け直すと
いうことになる。特に不随意な自律神経系の作用によって行われる呼吸や拍動のような身体感覚は
注意を向ける対象として適しているということである。これは意識的には短期記憶で把握される。

1近年は本人に虚偽の意志がないことを踏まえて過誤記憶という訳語が提唱されている。

担当：牟田季純（早稲田大学） 2019年 3月 10日
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1.4判断しない［non-judgmentally］（vs. 判断・評価［evaluate］）

注意が向けられる対象は記憶あるいは記憶に基づいた推論ということであったが，記憶の中でも特
にエピソード記憶は周辺状況や心理状態の情報と結合した状態で保持されている。またそこから抽
出されたスキーマはそのような周辺情報に基づいた価値観や評価軸として機能することになる。そ
うした評価や判断の機能を見ていきながら「判断しない」という態度について考えてみたい。

1.4.1 意思決定

自身の行動として選択可能な候補の中から自らの意思で判断し一つを選び取り決定するプロセス
のことを意思決定（decision making）という。そのなかで，意思決定の不正確さの原因となりうる
以下の概念を見ていきたい。� �
ヒューリスティクス（heuristic） 複雑な問題解決のために暗黙のうちに用いている簡便な解法

や法則を指す。これらは経験に基づくため経験則と同義で扱われる。判断に至る時間は早
いが必ずしも正しいとは限らず，判断結果に一定の偏り（バイアス）を含むことが多い。

利用可能性ヒューリスティック（availability） 想起しやすい事柄や事項を優先して評
価しやすい意思決定プロセス

代表性ヒューリスティック（representative） 特定のカテゴリーに典型的と思われる事項
の確率を過大に評価しやすい意思決定プロセス

係留と調整（anchoring and adjustment） 最初に与えられた情報を基準として判断し，
最初の情報にある特定の特徴を極端に重視しやすい意思決定プロセス� �

また，ヒューリスティックによって生まれる認識上の偏りを認知バイアス（cognitive bias）と呼ぶ。� �
感情バイアス 対象と無関係な自己感情を評価判断に利用する。ネガティブな感情のときはネガ

ティブに，ポジティブな感情のときはポジティブのように判断が歪む（気分一致効果）

正常性バイアス 何らかの被害が予想される状況下でも，自分にとって都合の悪い情報を無視し
たり「自分は大丈夫」「今回は大丈夫」などと過小評価したりしてしまう

確証バイアス 個人の先入観に基づいて他者を観察し，自分に都合のいい情報だけを集めて自己
の先入観を補強する

保守性 人間が新しい事実に直面したときに，それまで持っていた考えに固執してその考えを徐々
にしか変化させられない� �

1.4.2 「判断しない」とは？

ヒューリスティクスによる意思決定は無意識的に行われるが，その結果は意識に登るため把握する
ことができる。そのときにその思考そのものが起きたことを捉えて判断対象と判断結果を弁別する
（メタ認知）ことで，「判断をしない」と言う態度で対象に注意を向ける状況を作ることができる。

担当：牟田季純（早稲田大学） 2019年 3月 10日
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2 マインドフルネスに関する諸概念

2.1 距離をおくこと，脱中心化［distancing / decentering］
この２つの概念は，認知行動療法の泰斗の一人であるアーロン・ベックが開発した認知療法（Cog-

nitive Therapy）の技法の一部として紹介されたものである。ベックの精神病理論の中核にあったのが
「認知の歪み（cognitive distortion）」であり，そうした現実を歪曲する思考を同定し，そこへ認識論
的な原則によって検証を加えることで適応的な思考に修正していくことが認知療法の狙いであった。� �
距離を置くこと（distancing） a 思考を客観的に見るプロセスのこと。意識の流れの中にふと

立ち現れる自動思考に気づき，その思考を観察し続けていくうちに，その思考を客観的に
見ることができるようになる。（Beck, 1976; 大野訳, 1990; pp.202-203）

脱中心化（decentering） b 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。精神疾患における思考の歪みは主に因果関係のない出
来事を個人化（personalize）することから生じている。（Beck, 1976; 大野訳, 1990; p.203）

a「距離を置くという概念は，インクのしみを使ったロールシャッハのような投影法のテストから借りてきたもの
であり，インクのしみの形態とその形によって刺激された連想や空想を区別し続けることが出来る患者の能力を表
現するために用いられているものである」（Beck, 1976; 大野訳, 1990; p. 202）

b「脱中心化」という言葉は，発達心理学では発達段階において他者の視点を獲得し相互の視点から判断する能
力を獲得すること（decentralization）を指すため，両者は明確に区別しておく必要がある。� �
この議論の背景に，我々が思考や感情に巻き込まれてそれと一体化してしまう（同一化）や，身の
回りに展開していく出来事になんでも自分を関連づけてしまうこと（自己中心性）の不適応性を考え
るとよいだろう。認知療法の文脈では「ネガティブな思考」が距離を置くことや脱中心化のターゲッ
トであったが，マインドフルネス認知療法の文脈ではそうした評価枠で限定することなくどんな思考
や感情も注意の向け方を養う材料になる。

2.2することモード，あることモード［doing mode / being mode］

この２つの概念は，実験心理学の手法で認知行動療法の科学的基礎を築いたジョン・ティーズデイ
ルによって提唱された相互作用認知サブシステム（Interacting Cognitive Subsystems; ICS）で説明
される“３つのモード”のうちの２つである。ICSは視聴覚に身体感覚を加えたマルチモーダルな変
換処理が理論の特徴である。その変換処理を ICSでは “意味づけ”（“meaning”）と呼び，以下の２
つの意味づけシステムをモデルの中核としている（Teasdale & Barnard, 1993; 牟田・越川，2018）。� �
含意的意味づけサブシステム 一次クロスモーダル変換を担う。スキーマに対応し，とくに身体

状態の感覚情報を直接入出力し，身体感覚はここで情動に変換され，あるいは身体反応を
出力する。高次な心的機能と身体の相互作用を媒介するハブとなる。

命題的意味づけサブシステム 二次マルチモーダル変換（変換の変換）を担う。感覚入力や出力
を直接受けないが，含意的意味づけサブシステムとの相互作用によって認知的処理の中枢
（認知の “セントラルエンジン”）を構成する。� �
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2.2.1 ３つの情報処理モード

ICSは全部で情報変換を担う９つのサブシステムで構成されており，個々のサブシステムにおいて
入力情報をすぐに別のサブシステムに出力する「ダイレクト処理」，入力情報を保持して特定の処理
をしないでおく「バッファー処理」，そして保持された情報の「検索」が行われるとされる。

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

図 1: 相互作用認知サブシステム（(Barnard, 2009)を元に作成）．実線の囲みが処理機構を持つサブ
システム，黒い矢印は感覚入力と身体反応への出力，灰色の矢印は ICS内の符号化の流れを指す．再
帰を構成する矢印を濃い灰色で示し，ICSが直には説明していない身体の入出力間のリンクを破線で
示した．（ICSの全体像についての詳しい説明は牟田・越川（認知科学, 2018, vol.1）を参照されたい）

先の含意的意味づけサブシステム（含意系）と命題的意味処理サブシステム（命題系）におけるダ
イレクト処理とバッファー処理の組み合わせによって以下の３つの処理モードが説明されている。

表 1: ICSの３つのモード (Teasdale, 1999)

モード 命題系 含意系
emotingモード ダイレクト処理 ダイレクト処理
doingモード バッファー処理 ダイレクト処理
beingモード ダイレクト処理 バッファー処理

ダイレクト処理は経験的に獲得してきた「いつもの癖」で反応し，バッファー処理はそうした反応
を抑制して新しい反応の可能性を探る余地を与える．emotingモードはまさに “我を忘れた”や “没
我”の状態であり，doingモードは考えてはいるものの身体状態の “意味づけ”つまり情動の影響をも
ろに受ける状態である．そのため，beingモードのみが情動反応を一時的に停止して身体感覚の新
しい対処法を模索できる状態であり，それはそのまま抑うつ的悪循環を深刻化させかねない “セント
ラルエンジン”を止める方法となる．こうした beingモードへの “意識的なギアシフト”(Williams &

Penman, 2012)がマインドフルネス瞑想を修得する意義であり，また，ここでの意味づけのプロセス
に注意の機能が関係する (Barnard, 2009)と考えられている。
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