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『 神よ，変えることのできないものを受けいれる
平静な心を与えたまえ。変えることのできるも
のを変える勇気を与えたまえ。そして，変える
ことのできないものと変えることのできるもの
とを識別する知恵を与えたまえ。

ラインホールド・ニーバー』

はじめに

近年，心理学におけるマインドフルネスの構成
概念の 1つとして，伝統的な仏教に由来する平静
さ （Equanimity） に注目が集まっている。従来，
伝統的な仏教瞑想 1) を現代的な心理療法として再
編集したマインドフルネス実践法の臨床研究やマ

インドフルネス瞑想の心理・神経メカニズムを解
明する研究が進められる中で，特に 2000年代に，
マインドフルネスの構成概念の整理が進められて
きた。例えば，Bishop et al. （2004）は，マインド
フルネスが，今この瞬間に生じている経験に気づ
いているための注意制御と，気づいた経験に対す
る開かれた受容的な態度の 2 つから構成されてい
ることを提案している。また，Shapiro et al. （2006）
は，それらの注意制御と受容的な態度に，何のた
めに実践するのかという意図を合わせた 3つの要
素から構成されていることを提案している。さら
に，Baer et al. （2006）は，自分の行動に注意を向
けること，自分の内部・外部の体験に注意を向け
て気づいていること，自分の内部の体験を判断し
ないこと，自分の内部の感覚や感情や思考に過剰
に反応しないでそのまま受け入れること，自分の
内部の体験を適切な言葉で表現することの 5つの
要素から構成されていることを提案している。
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1)	 本稿では，上座部仏教やチベット仏教，禅仏教などの
伝統的な仏教の僧院で受け継がれてきた瞑想の実践法を仏
教瞑想と記し，その仏教瞑想を現代的な心理療法として再
編集した実践法をマインドフルネス実践法と記し，両者を
まとめたものをマインドフルネス瞑想と記すこととする。
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これに対して，	2010年代に入って， 仏教の観点
から平静さの重要性が指摘されるようになった

（Desbordes	et	al.,	2015；Grabovac,	Lau,	&	Willett,	
2011；Hadash	et	al.,	2016；Weber,	2017；Weber	&	
Lowe,	2018）。Desbordes et al. （2015） は，従来提
案されてきたマインドフルネスの構成概念には，
開かれた受容的な態度が共通して含まれており，
そのような態度と仏教における平静さに類似点が
あると指摘している。そして，仏教におけるマイ
ンドフルネス （念：sati） と平静さ （捨：upekkhā）
を整理した上で，平静さの定義を，「経験や知覚
対象がどのような感情価（快・不快・中性）で
あったりどのような原因で生じたものであったと
しても，それらと分け隔てなく接する傾向や落ち
着いた心の状態」と定めた。それ以降，複数の研
究によって平静さの概念整理が進められている 
ことや（Eberth,	Sedlmeier,	&	Schäfer,	2019；Weber,	
2017），2020年代に入ってからだけでも，平静さ
を測定するための質問紙が 2 つも開発されてい 
ることから（Juneau,	Pellerin,	et	al.,	2020；Rogers,	
Shires,	&	Cayoun,	2021），心理学の領域において，
平静さに注目が集まっていることが理解できる。

このような平静さに注目が集まっている背景に
は，2 つの理由があると考えられる。1つ目は，
マインドフルネス瞑想の心理・神経メカニズムの
研究対象の中心が，注意制御（Attention control）
から情動調整（Emotion	regulation）へと移行して
いることがあげられる。マインドフルネス瞑想の
情動調整は，注意配分・認知的再評価・抑制と
いった意図的な方略とは異なり，今この瞬間に生
じている感覚・感情・思考に対して開かれた受容
的な態度でありのままに気づいている方略であ 
ると考えられている（Chiesa,	Serretti,	&	Jakobsen,	
2013；Tang,	Hölzel,	&	Posner,	2015）。そして，こ
の開かれた受容的な態度を維持することに，平 
静さが関わっていると考えられているのである

（Farb,	Anderson,	&	Segal,	2012；Juneau,	Pellerin,	 
et	al.,	2020；Juneau,	Shankland,	&	Dambrun,	2020）。
2 つ目は，マインドフルネスだけでなくコンパッ
ションを用いた実践法の臨床研究や瞑想の心理・
神経メカニズムを解明する研究も進められるよう
になったことがあげられる。仏教では，コンパッ
ションは，四無量心という 4つの徳目から構成さ
れていると考えられている。それらは，衆生が 

安らかであって欲しいと願う心（慈：mettā）と，
衆生の痛みや苦しみが和らいで欲しいと願う心

（悲：karuṇā），衆生の達成や喜びを共に喜ぶ心
（喜：muditā），偏りなく見守れる平静な心（捨：

upekkha） のことである （Thera,	1994）。この四無量
心に平静さが含まれていることからもわかるよう
に，仏教において，平静さは，マインドフルネス
だけでなくコンパッションにとっても重要な概念
となっており，両者の関係を把握する鍵を握って
いると考えられているのである （Desbordes	et	al.,	
2015；Weber,	2017,	2021）。このように，平静さ
は，マインドフルネスやコンパッション，さらに
は両者の関係に関する心理・神経メカニズムを解
明する上で，非常に重要な概念であることが理解
できる。

そこで，本稿では，伝統的な仏教瞑想において
重要な概念である平静さを心理学におけるマイン
ドフルネス瞑想の中に位置づけることを目的とす
る。そのために，最初に，仏教と心理学における
マインドフルネスについて整理する。2 つ目に，
仏教瞑想における平静さについて整理する。3つ
目に，心理学における平静さの構成概念について
整理する。4つ目に，マインドフルネス瞑想によ
る情動調整における平静さについて整理する。そ
の上で，5つ目に，マインドフルネス瞑想におけ
る平静さの神経メカニズムについて検討する。

仏教と心理学におけるマインドフルネス

マインドフルネスという言葉は，イギリスの仏
教学者である Davids （1910） が仏教で用いられて
いたパーリ語のサティ （sati） の英訳として用いた
ことをきっかけに，欧米の近代的な仏教や心理学
の領域で用いられるようになった （Gethin,	2011）。
サティは，語源的には「記憶」 を意味しており，
そこから，「心にとどめおくこと」，「心にとどめ
おかれた状態としての記憶」，「心にとどめおいた
ことを呼びさます想起の働き」，「心にとどめおか
せる働きとしての注意力」といった意味へと広
がっていった（松田，	1987）。このサティは，仏
教において，身体的・言語的・心理的なあらゆる
行為を行う際に，常に戒律を心にとどめながら，
心をさまよわせることなく，今この瞬間に自分の
身心の中で生じている経験に気づいていること
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再編集したマインドフルネス実践法が開発され
（Kabat-Zinn,	1982；Kabat-Zinn,	Lipworth,	&	Burney,	
1985），様々な研究が進められるようになった。
そして，そのマインドフルネス実践法の開発者で
ある Jon Kabat-Zinn の「意図的に，今この瞬間の
経験に，判断することなく注意をむけること」

（Kabat-Zinn,	1994）や，「意図的に，今この瞬間
に，次々と生じている経験に，判断することなく
注意をむけることで現れる気づき」（Kabat-Zinn,	
2003） といった気づきの質や気づきに伴う態度が
含められた定義が，心理学におけるマインドフル
ネスの定義として定着していったと考えられてい
る。これらの定義は，マインドフルネス瞑想が研
究領域や実社会に浸透していくことに大きな貢献
をしてきたが，マインドフルネスの構成概念を考
える上ではやや大雑把であることも指摘されてい
る （Chiesa,	2013；Mikulas,	2011）。

このように，伝統的な仏教におけるサティとし
てのマインドフルネスには，気づきの要素は含ま
れていたが，気づきの質や気づきに伴う態度に関
する要素は含まれていなかった。ところが，心理
学におけるマンドフルネスには，気づきの要素だ
けでなく気づきの質や気づきに伴う態度の要素も
含まれるようになった。心理学において仏教瞑想
における重要な概念である平静さに対する注目が
遅れた理由を明らかにすることは本稿の範囲を超
えているが，その理由の 1つは，マインドフルネ
ス実践法を前提としたマインドフルネスの定義
に，気づきと気づきの質の両方の要素が含まれ，
その気づきの質として「判断することなく」とい
う表現が用いられたことが理由の 1つであると考
えられる。以下では，仏教瞑想における平静さを
心理学におけるマインドフルネス瞑想の中に位置
づけるための準備として，仏教瞑想における平静
さについて概観する。

伝統的な仏教瞑想における平静さ

平静さという言葉は，パーリ語のウペッカー
（upekkhā） の訳として用いられている。ウペッ
カーは，語源的には，「よく観る」 「近くで観る」 
を意味しているが，観察の意味では用いられず
に，主に無頓着・無関心・非苦非楽といった心の
状態を意味している （片山，	2006；大和田，	2016）。

で，苦しみを生じさせるような悪い行為を行わず
に善い行為のみを行うための役割を担っていると
考えられている2)（Gethin,	2011）。Dreyfus（2011）
は，このような役割を踏まえて，マインドフルネ
スが心理学におけるワーキングメモリに近い役割
を果たしていると説明している。このように，サ
ティには，心理学におけるマインドフルネスの定
義に用いられているような判断しない態度や反応
しない態度，開かれた受容的な態度といった気づ
きに伴う態度に関連するような概念は含まれてい
なかったと考えられている。

伝統的な仏教におけるサティが，主に記憶や気
づきに関わる概念として用いられているのに対し
て，欧米の近代的な仏教におけるマインドフルネ
スは，気づきの質も含められた「ありのままの注
意 （Bare attention）」 （Engler,	 1986；Gunaratana,	
2002；Nyaniponika,	1973；Rahula,	1974） や 「明晰な
気づき （Lucid	awareness）」 （Das,	1997；Gunaratana,	
2002；Sogyal,	1992） などとして用いられている

（Wallace	&	Shapiro,	2006）。これは，欧米に仏教
瞑想が浸透していった際に，マインドフルネスと
いう言葉が，上座部仏教のヴィパッサナー瞑想と
いう実践方法とともに紹介されたことが関わっ 
ていると指摘されている （Wallace	&	Shapiro,	
2006）。パーリ語のヴィパッサナーは，「分析的
に」，「直観的に」，「明確に」を意味する接頭辞の
ヴィ （vi） と，「見る」を意味する語幹のパッサ
ナー（passanā） から構成され，今この瞬間に生じ
ている経験にありのままに気づいていることで 
体験的に得られる智慧を意味しており，「洞察

（Insight）」や「気づき（Awareness）」と訳されて
いる（井上，	2001）。このヴィパッサナー瞑想の
中心的な役割を担っている「経験にありのままに
気づいていること」をマインドフルネスとして説
明するようになったことで，マインドフルネス
が，「心にとどめおくこと」や「気づき」から，
気づきの質も含められた「ありのままの注意」や

「明晰な気づき」へと変化していったと考えられ
ている（Gethin,	2011）。

そのような中で，仏教瞑想を心理療法として 

2)	 ただし，実際の修行の初期段階では，悪い行為を行わ
ずに善い行為のみを行うことは難しく，サティは悪い行為
を行った場合でもそれに気づいているという役割も担うこ
とになる。
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た聖なる弟子も，楽しい受を感じ，苦しい受を
感じ，また，苦しくもなく楽しくもない受をも
感ずる。…比丘たちよ，まだわたしの教えを聞
かない凡夫は，苦なる受に触れられると，泣
き，悲しみ，声をあげて叫び，胸を打ち，心狂
乱するにいたる。けだし，彼は二重の受を感ず
るのである。すなわち，身における受と，心に
おける受とである。比丘たちよ，それは，たと
えば，第一の箭をもって人を射て，さらに，ま
た，第二の箭をもってその人を射るようなもの
である。比丘たちよ，そのようにすると，その
人は，二つの箭の受を感ずるであろう。…比丘
たちよ，すでにわたしの教えを聞いた聖なる弟
子は，苦なる受に触れられても，泣かず，悲し
まず，声をあげて叫ばず，胸を打たず，心狂乱
するにいたらない。けだし，彼はただ一つの受
を感ずるのみである。すなわち，それは，身に
おける受であって，心における受ではないので
ある。比丘たちよ，それは，たとえば，人が第
一の箭をもって射られたが，第二の箭は受けな
かったようなものである。比丘たちよ，そのよ
うだとすると，その人は，ただ一つの箭の受を
感ずるのみであろう。』

このように，伝統的な仏教では，すでに 2500
年前に，瞑想未経験者でも瞑想熟練者でも快不快
といった感覚は感じるが，瞑想未経験者ではその
感覚に対する渇望や嫌悪といった反応が生じるの
に対して，瞑想熟練者ではそのような感覚に対す
る反応が生じないという心理学的な解説が，簡潔
かつ明確に記されているのである。

それでは，このような平静さは，仏教における
心のプロセスにどのように関わっているのだろう
か。仏教における心のプロセスに関するモデルを
提案している Grabovac et al. （2011） によれば，仏
教では，外部や内部の刺激が，眼耳鼻舌身意とい
う身体や心の感覚器官に入力されると，快・不
快・中性4) いずれかの身体感覚が必ず生じると考
えられている。そして，心地よい感覚や感情と
いった経験に対しては，自動的・習慣的に，過剰
に反応したり，長引かせようとしたり，渇望した
りする。その一方で，心地悪い経験に対しては，
自動的・習慣的に，抑圧したり，否定したり，批
判したり，嫌悪したりする。ここで大事なこと

これに対して，仏教瞑想においては，主に 2 つの
用法が見られる（Desbordes	et	al.,	2015）。1つ目
は，苦でも楽でもない不苦不楽の感覚として用い
る方法であり，ここには，そのような感覚を増長
させたり萎縮させたりしない作用も含まれている

（Bodhi,	2000；水野，	1964）。これは現代的な心理
学では，快でも不快でもない中性の感覚や中性の
感情のことであると考えられる（Desbordes	et	al.,	
2015）。

2 つ目は，偏見や好みによって左右されること
のない心の状態や（Bodhi,	2000），あらゆる経験
に直面した際に，喜びや痛みの存在の有無に関 
わらずに，それらと分け隔てなく接する心の状態

（Thanissaro	Bhikkhu,	2011），意図的に心地よい経
験を維持しようとしたり心地悪い経験を退けよう
としたりしない心の状態（Olendzki,	2006） として
用いる方法である。1つ目の用法の平静さは，心
地よい体験や心地悪い体験自体が生じていないこ
とを意味している。これに対して，2 つ目の用法
の平静さは，心地よい体験や心地悪い体験が生じ
ていても，それらに対して，心地よい体験をさら
に求めようとする渇望や心地悪い体験を遠ざけよ
うとする嫌悪といった反応が生じていないこと
や，落ち着いた心の状態であるということを意味
している3)。この 2 つ目の平静さは，快不快が生
じていてもそれに対する反応が生じていないこと
から，現在生じている快不快といった経験からの
分離（Detachment）や，そういった経験に対する
捉え方の変化（Perspective shift） であるともいわ
れている （Bodhi,	2000；Gunaratana,	2002；Wallace,	
2006）。

最も古い仏教経典の 1つである阿含経典に，こ
の 2 つ目の用法の平静さを箭 （矢） の例えを用 
いて非常にわかりやすく説明している一節がある

（増谷，2012）。

『…比丘たちよ，まだわたしの教えを聞かない
凡夫も，楽しい受（感覚）を感じ，苦しい受を
感じ，また，苦しくもなく楽しくもない受をも
感ずる。比丘たちよ，またわたしの教えを聞い

3)	 ここでも，実際の修行の初期段階では，快不快といっ
た感覚に気づき平静であることで渇望や嫌悪といった反応
を生じさせないことは難しいため，快不快といった感覚に
気づき平静であることや，渇望や嫌悪といった反応に気づ
き平静であることが実践される。
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が何であっても特定の対象として選び出したり捉
われたりすることなく，それらの経験の流れに気
づいている瞑想で，心理学では洞察瞑想といわれ
ている （Desbordes	et	al.,	2015；Lutz	et	al.,	2008）。
この瞑想を実践する際に，対象に対する気づきと
その気づきに伴う態度である平静さを維持する 
ことで，自分の身心の枠組みの中で生じている感
覚や感情といったどのような対象も，常に変化し
続けるという無常の性質や，自分の思い通りに 
コントロールできないという無我の性質を備え 
ているという智慧が身につくと考えられている

（Gunaratana,	2009；Hart,	1987；スマナサーラ，
2012b）。そして，この智慧によって，経験や知覚
対象がどのような感情価であったり，どのような
原因で生じたものであったとしても，それらと分
け隔てなく接する態度や落ち着いた心の状態とし
ての平静さが備わると考えられている（Desbordes 
et	al.,	2015；Grabovac	et	al.,	2011；Mahasi,	1994）。
すなわち，このような平静さは，洞察瞑想を実践
する際に必要な態度や心の状態であるとともに，
洞察瞑想を実践した結果得られる心の状態や特性
でもあると考えられている （Desbordes	et	al.,	2015）。

この洞察瞑想によって育まれる平静さと伝統的
な仏教におけるサティとしてのマインドフルネス
との関係を，怒りの感情の事例を用いて補足的に
説明しておく。例えば，我々は怒りの感情が生じ
ている際に，その感情に気づかずに，知らず知ら
ずのうちに行動が荒々しくなっている場合があ
る。このように，生じている感情に気づかずに感
情と一体化している場合には，無自覚的な反応が
生じ続ける。これに対して，サティとしてのマイ
ンドフルネスを高めることで，生じている感情に
気づくことが可能となる。しかし，多くの場合，
怒りの感情に気づいても，その感情に基づいた反
応は生じ続けてしまう。これに対して，平静さを
高めることで，感情が生じていてもそのような感
情との一体化から離れて，その感情と分け隔てな
く接することが可能となり，怒りの感情に対する
反応が生じにくくなるのである。

最後に，四無量心の瞑想とは，慈悲喜捨の 4つ
の徳目を繰り返し集中的に念じることで，生きと
し生けるものに対するコンパッションや思いやり
の心を育む瞑想であり，心理学では慈悲瞑想とい
われている （Wallace,	2010）。この瞑想の実践方法

は，このような渇望や嫌悪が，刺激そのものでは
なく，刺激から必ず生じる身体感覚に対して生じ
ると考えられていることである。そして，このよ
うな渇望や嫌悪が意という心の感覚器官に接触す
ると，再び快・不快・中性いずれかの身体感覚が
必ず生じ，それにともなって，さらなる渇望や嫌
悪が生じると考えられている。すなわち，感覚に
対する反応がさらなる反応を生じさせていくと考
えられているのである。仏教では，そのような快
不快に対する渇望や嫌悪といった自動的・習慣
的・反復的な反応こそが，満足できない心の状態
である苦の原因であると考えられている （Bodhi,	
2000）。このような心の連鎖的なプロセスを止め
るために，快不快といった感覚を止めるのではな
く，快不快といった感覚に対する渇望や嫌悪と
いった反応を止めることが目指されているのであ
る。そのために，感覚に気づきかつ平静であるこ
とが求められるのである。

仏教では，この平静さを育むために瞑想を実践
することが勧められている。興味深いことに，こ
れらの平静さは，仏教瞑想の主要な瞑想である，
サマタ瞑想・ヴィパッサナー瞑想・四無量心の瞑
想のいずれの方法でも育むことができると言わ 
れている。サマタ瞑想とは，特定の対象を用い
て，その対象に意図的に注意を集中する瞑想で，
心理学では集中瞑想といわれている（Lutz	et	al.,	
2008）。この瞑想を実践することで，思考や苦や
楽が生じなくなり，苦でも楽でもない不苦不楽の
感覚としての平静さが生じると言われている（ス
マナサーラ，2012a）。

次に，ヴィパッサナー瞑想とは，今この瞬間に
次々と生じている感覚や感情などを用いて，それ

4)	 伝統的な仏教では，中性の感覚に対しては無知（avijjā）
が生じると考えられている。そして，快に対する渇望や不
快に対する嫌悪といった反応だけでなく，中性の感覚に対
する無知という反応に対しても気づき平静であることが重
要であると考えられている（Hart,	1987）。この無知は，自
然の摂理である無常・無我・苦を体験的に理解していない
ことを意味しており，この無知ゆえに苦の原因となる反応
が生じると考えられている。このことから，無知は渇望や
嫌悪と同等かあるいはそれ以上に重要な概念であること 
がわかる。しかし，Grabovac et al. （2011） や Desbordes et al. 

（2015） や Hadash et al. （2016） などの心理学の観点から平静
さの整理を試みている論文では，まだこのような無知と平
静さに関する詳細な議論は行われていない。これに従い，
現在の心理学における平静さに関する状況の整理を試みる
本稿でも無知と平静さに関する詳細な議論には踏み込まな
いこととする。
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る鍵を握っている事も理解できる。以下では，こ
のような仏教における平静さに基づいて進められ
ている心理学における平静さの研究を概観して，
平静さの構成概念を整理する。

心理学における平静さの構成概念

2003年にマインドフルネスを測定する 1因子
の質問紙が開発されたことをきっかけに（Brown	
&	Ryan,	2003），2000年代にマインドフルネスを
測定するための様々な尺度が開発された。そして
2006年にそれらの既存の質問紙に対する因子分
析を実施して 5因子の質問紙が開発された（Five 
facet	mindfulness	questionaire,	FFMQ:	Baer	et	al.,	
2006）。それらの質問紙には，受容や，判断しな
いこと，反応しないことといった平静さに関連す
る因子を含んでいるものもあったが，平静さその
ものは測定していなかった（Hadash	et	al.,	2016）。
また，それ以外の質問紙で，平静さの因子を含ん
でいるものもあったが，どれも平静さの定義を 
十分に満たせるものではなかった（Rogers	et	al.,	
2021）。また，Kraus and Sears（2009）が，四無量
心を測定するための質問紙を開発しており，その
中にも平静さの因子が含まれていたが，この因子
も，自己と他者を受容することのみを含んでお
り，平静さの定義を十分に満たせるものではな
かった。さらにWeber	and	Lowe（2018）が，判断
や反応が生じる背後にある信念や思考パターンに
注目して，平静さの実現を妨げている障害を測定
する質問紙を開発したが，これも平静さそのもの
を測定しているものではなかった。

このような状況で，Desbordes et al. （2015） は，
仏教における平静さを整理して，先述の通り，平
静さの定義を，「経験や知覚対象がどのような感
情価（快・不快・中性）であったりどのような原
因で生じたものであったとしても，それらと分け
隔てなく接する傾向や落ち着いた心の状態」であ
ると定めた。そして，この定義には穏やかで落ち
着いた心の状態（Even-mindedness）だけでなく，
対象に対する偏りや偏見のない公平さ（Impartial-
ity）が含まれていることを強調している。その
上で，この公平さによって，心地悪い感覚や感情
を抑制したり否定したり判断したりすることな 
く体験したり，心地よい感覚や感情を持続させよ

には，先述の通り，衆生が安らかであって欲しい
と願う心を育む方法と，衆生の痛みや苦しみが和
らいで欲しいと願う心を育む方法，衆生の達成や
喜びを共に喜ぶ心を育む方法，偏りなく見守れる
平静な心を育む方法の 4つがある （Thera,	1994）。
これらの方法を繰り返し実践することで，苦しみ
を減らして幸せになりたいという点では自分を含
む全ての生きとし生ける者で同様であるというこ
とが理解できるようになる。そして，そのような
理解に支えられることで，生きとし生ける者全て
に対して好きな対象，嫌いな対象，好きでも嫌い
でもない対象といった習慣的な反応をとることな
く，分け隔てなく接することのできる平静さが育
まれると考えられている （Bodhi,	2000；Desbordes 
et	al.,	2015）。心理学においては，これらの実践に
よって，他者に対する解釈を変化させる認知的再
評価の能力や，自分の視点だけでなく他者の視点
にたって物事をみる視点取得の能力が育まれると
考えられている（Dahl,	Lutz,	&	Davidson,	2015）。

なお，仏教では，慈悲瞑想によって自分自身で
慈悲喜捨の態度を育む際に，それぞれ正反対の態
度や似て非なる態度を育まないように気をつける
必要があることが指摘されている。その中でも，
捨すなわち平静さに関しては，それが無視や無関
心とは異なる態度であることが強調されている

（Bodhi,	2000）。繰り返しになるが，平静さは，感
覚や感情が生じなくなるのではなく，生じている
感覚や感情と一体化せずに，それらが快・不快・
中性のいずれであっても，同様の関心を持ってそ
れらに注意を向けて分け隔てなく接するという 
ことである （Desbordes	et	al.,	2015；Grabovac	et	al.,	
2011）。これに対して，無視や無関心は，感覚や
感情に関心や注意を向けないという点で異なっ 
ている。このような態度では，感覚や感情が無常
であり無我であるという智慧を身につけること 
もできないし，苦しみを抱えている他者に対する
慈悲的な感情も生じてこないと考えられている

（Bodhi,	2000）。
以上で見てきたように，伝統的な仏教では，気

づきとしてのマインドフルネスと，気づきの質や
気づきに伴う態度としての平静さの両方が等しく
重要であることが理解できる。また，そのような
平静さは，洞察瞑想だけでなく慈悲瞑想にとって
も重要な概念となっており，両者の関係を把握す
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に対して自動的・習慣的に欲求が生じることを低
下させることであると考えられる。Hadash et al. 

（2016）は，平静さの心理過程にこのような 2 つ
の要素があることを確認するために，瞑想未経験
者を対象として，既存の 6つの質問紙を用いて，
意図的な受容の態度に関連すると考えられる，受
容 （Acceptance:	Hayes,	Strosahl,	&	Wilson,	2012）， 体
験回避（Experiential	avoidance:	Hayes	et	al.,	2012），
思考抑制 （Thought	suppression:	Wegner	et	al.,	1987），
苦痛耐性（Distress	 tolerance:	Leyro,	Zvolensky,	&	
Bernstein,	2010） と， 自動的な反応の低下に関連す
ると考えられる， 不安感受性 （Anxiety sensitivity: 
Reiss	&	McNally,	1985），悲しみに対する認知的反
応 （Cognitive	reactivity	to	sad	mood:	Van	der	Does,	
2002）を測定した上で，共分散構造分析を実施し
た。その結果，平静さの心理過程に意図的な受容
の態度と経験に伴う快不快に対する自動的な反応
の低下の 2 つの要素があることの妥当性が高いこ
とを確認している。さらに，3週間のマインドフ
ルネス実践法の介入によって，不快な感情に対す
る自動的な反応が低下することも示している。な
お，Hadash et al. （2016） は，その定義における快
や不快は，心理学における感情価（Valence） を意
味しており，仏教における感覚（受：vedanā） の
快（楽：sukkha）や不快（苦：dukkha）に対応し
ていることを説明している。また，渇望や嫌悪と
いった欲求は，仏教における執着（渇愛：taṇhā）
の渇望（貪：lobha） や嫌悪（瞋：dosa） に対応し
ていることを説明している。その上で，心理学や
神経科学においても，こういった快や不快と欲求
が別々の心理過程であることが示されているこ 
とも指摘している（Berridge	&	Robinson,	2003；
Berridge,	Robinson,	&	Aldridge,	2009）。

このように 2010年代には，心理学における平
静さの概念の整理が進められたが，平静さに関す
る適切な質問紙は開発されていなかった。その 
ような状況で，Juneau,	Pellerin,	et	al.	（2020） は，
Desbordes et al. （2015） の定義に基づいた，穏や 
かで落ち着いた心の状態（Even-minded state of 
mind） と，Hadash et al. （2016） の平静さの分離モ
デルに基づいた， 快不快からの分離（Hedonic 
independence）の 2 因子の，合計 14項目からなる
質問紙を開発した。穏やかで落ち着いた心の状態
は，Desbordes et al. （2015） の定義の中でも心の状

うとしたり過剰に反応したり依存したりするこ 
となく体験したりすることが可能となると説明 
している。さらに，このような平静さが，心理学
におけるマインドフルネスで扱われてきた，判断
しないこと （Nonjudging），執着しないこと （Non-
attachment），受容すること （Acceptance） といった
概念に共通する，今この瞬間に生じている経験に
対する好奇心とともに開かれている受容的な態度
に対応していると説明している。ただし，この総
説論文では，平静さとそういった従来からの概念
との相違点や，平静さの構成概念については議論
されていなかった。また，この総説論文の内容か
らは，平静さには，穏やかで落ち着いた心の状態
と，対象を公平に捉えられることと，快不快から
渇望や嫌悪が生じないことの 3点が含まれている
と考えられるが，定義には，穏やかで落ち着いた
心の状態と，対象に対する公平さの 2 点が含まれ
ているのみで，快不快から渇望や嫌悪が生じない
ことに関しては明記されていなかった。

これに対して，Hadash et al. （2016） は，仏教に
おける平静さの概念を整理した上で，平静さを，

「今この瞬間の経験や予測される将来の経験から
生じる快や不快から渇望や嫌悪といった欲求を 
分離すること」と定義し，そういった快や不快か
ら欲求を分離する過程には，①意図的な受容の態
度 （Intentional	attitude	of	acceptance,	Acceptance） 
と，②経験に伴う快不快に対する自動的な反応の
低下 （Reduced automatic reactivity to the hedonic tone 
of	experience,	Reduced	reactivity） の 2 つの要素があ
るという， 平静さの分離モデル （Decoupling	model	
of	equanimity） を提案している。意図的な受容の
態度は，快不快に基づいた欲求を意図的に高める
ようなことをするのではなく，快不快に関わらず
にあらゆる経験に対して積極的に関わりながら
も，それらをコントロールしようとしたり萎縮さ
せようとしたりせずに，受け入れることを意味し
ている。すなわち，意図的に快不快といった感覚
と渇望や嫌悪といった欲求を分離させることであ
ると考えられる。これに対して，自動的な反応の
低下は，今この瞬間の経験や予測される将来の経
験から生じる快不快に対する，渇望や嫌悪，欲求
に基づいた接近・回避行動，さらにはその他の習
慣的で反射的に生じる様々な心理過程そのものが
低下することを意味している。すなわち，快不快
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Décamps,	Battaglia,	&	Idier,	2010） と弱い負の相関，
衝動性 （Barratt	impulsivity	scale:	Baylé	et	al.,	2000） 
や， 報酬に対する反応 （Sensitivity to punishment and 
sensitivity	to	reward	questionnaire:	Lardi	et	al.,	2008） 
と中程度の負の相関が見られた。Juneau,	Pellerin,	
et al. （2020） は， これらの結果を踏まえて， この因
子が，依存対象によって喚起される渇望に基づい
た嗜癖行動の低下に関連している可能性などを示
唆している。

同時期に，Rogers	et	al.（2021）は，「内受容感
覚として現れる直接経験に対する感情的な反応 
の低下やその受容」という平静さの定義（Hart,	
1987） と，Hadash et al. （2016） の平静さの分離モ
デルに基づいて，身体感覚を中心とした体験の受
容 （Experiential acceptance） と， そういった体験に
反応しないこと（Non-reactivity）の 2 因子の，合
計 16項目からなる質問紙を開発した。彼らの質
問紙の大きな特徴は，既存のマインドフルネス関
連の質問紙から項目を用意した点である。ただ
し， この質問紙が開発される直前に開発された
Juneau,	Pellerin,	et	al.	（2020）の質問紙の項目は含
まれていなかった。具体的には，既存のマインド
フルネス関連の 20種類の質問紙で用いられてい
る項目のうち，平静さに関連していると考えられ
る 517個の項目を抽出した。さらに，それらの項
目から，体験の受容と体験に反応しないことの 2
つの因子に関連する 40項目を選択するとともに，
新たに 2 つの項目を開発した。そして，それらに
対する因子分析によって 16項目が抽出された。
具体的には，体験の受容に関しては，「私は，体
験が快不快のどちらであっても，それを受け入れ
ようとしながら接する」や，「私は，感覚や感情
が不快であったとしても，それとともにあること
ができる」といった項目が用いられている。一
方，体験に反応しないことに関しては，「私は，
感情に気づくと，すぐにそれに従って行動してし
まう（逆転項目）」や，「私は，不快な身体感覚に
気づくと，それが気になってしまう（逆転項目）」
といった項目が用いられている。その上で，18
歳以上の成人を対象として，信頼性と妥当性が高
いことを確認している。特に，どちらの因子も無
執着 （Nonattachment	scale:	Sahdra,	Shaver,	&	Brown,	
2010）や，不快情動耐性（Distress tolerance scale: 
Simons	&	Gaher	2005）と強い正の相関，人生満足

態に注目したもので，情動の覚醒度が過剰な興奮
状態でもその反対の倦怠状態でもなく，また生じ
ている情動の影響をあまり受けることなく安定し
て穏やかな心の状態であり，さらにストレスも低
い状態であることを意味している。これに対し
て，快不快からの分離は，Hadash et al. （2016）の
平静さの分離モデルに基づいたもので，事物や状
況といった刺激に対する評価である快不快から渇
望や嫌悪が分離されていることを意味している。
ただし，Hadash et al. （2016）の平静さの分離モデ
ルでは，意図的な受容の態度と自動的な反応の低
下の 2 因子が想定されているが，Juneau,	Pellerin,	
et al. （2020） では両者の区別に関しては言及され
ておらず，両者がまとめられていることがうかが
える。Juneau,	Pellerin,	et	al.	（2020） は，平静さが
これら 2 つの因子から構成されることを確認する
ために，初めに 2 つの因子に関連する 42個の項
目を新しく開発した。そして，それに対する因子
分析によって 14項目を抽出した。具体的には，
穏やかで落ち着いた心の状態に関しては，「私は，
何が起こっても穏やかでいられる」といった項目
が用いられている。一方，快不快からの分離に関
しては，「私は，強い喜びを感じているときに，
しばしばその瞬間が続くことを望んでいる （逆転
項目）」といった項目が用いられている。その上
で，瞑想未経験者を対象として，信頼性と妥当性
が高いことを確認している。特に，穏やかで落ち
着いた心の状態に関しては，FFMQ（Baer	et	al.,	
2006）の反応しない態度と中程度の正の相関が見
られるとともに，神経症傾向と強い負の相関，体
験の回避や認知的フュージョン （Avoidance and 
fusion	questionnaire,	AFQ:	Corman	et	al.,	2019） と中
程度の負の相関が見られた。Juneau,	Pellerin,	et	al.	

（2020） は， これらの結果を踏まえて， この因子が，
思考や感情に囚われないというマインドフルネス
瞑想による情動調整に深く関わっていることや，
認知的柔軟性に関わっていること，さらには反応
性の低下に関わっていることなどを主張してい
る。また，快不快からの分離に関しては，FFMQ

（Baer	et	al.,	2006） の意識した行動と弱い正の相 
関が見られるとともに，過感覚（Highly	sensitive	
child	scale:	Pluess	et	al.,	2018） や，体験の回避や認
知的フュージョン （AFQ:	Corman	et	al.,	2019）， 嗜
癖行動（Addictive	intensity	evaluation	questionnaire:	
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関分析では，体験の受容と体験に反応しないこと
の 2 因子それぞれと他の様々な質問紙との相関関
係に違いが見られておらず，両者の間にどのよう
な概念的違いがあるかまでは検討できていない。

ここまで見てきた，Desbordes et al.（2015）の
定義と，Hadash et al.（2016）のモデル，および
Juneau,	Pellerin,	et	al.（2020）とRogers	et	al.（2021）
の質問紙で扱われている因子を表 1に示す。どの
論文でも，仏教における平静さに基づいて構成概
念の整理をしているが，この表からは，論文間で
は因子が一致していないことがわかる。

そこで，仏教における平静さとそれぞれの論文
を踏まえて，平静さの概念を整理し，それぞれの
論文における平静さの因子の関係を整理しておく

（図 1）。これまで見てきたように，平静さとは，
端的に言うと，快不快の感覚が生じても渇望や嫌

感（Satisfaction	with	life	scale:	Diener	et	al.,	1985）
と中程度の正の相関が見られた。また，うつ症状
や不安傾向やストレス（Depression,	anxiety	and	
stress	scale:	Lovibond	&	Lovibond	1995） と中程度の
負の相関が見られた。Rogers	et	al.	（2021）は，こ
れらの結果を踏まえて，平静さには，体験の受容
だけでなく，体験に反応しないことも重要である
ことを主張している。また，体験の受容と体験に
反応しないことの 2 つの因子が密接に関連してお
り，体験の受容によって過去の経験に基づいた習
慣的な反応が低下する可能性を示唆している。さ
らに，そういった習慣的な反応である渇望や嫌悪
の低下が，満足できない心の状態である苦を低下
させ，人生満足感を高めている可能性があること
を示唆している。ただし，因子分析では 2 因子に
分かれているものの，関連する他の質問紙との相

表 1　総説論文や質問紙で扱われている平静さの因子

因子 1 因子 2

Desbordes	et	al.,	2015※ 穏やかで落ち着いた心の状態 対象に対する公平さ
Hadash	et	al.,	2016 意図的な受容の態度 自動的な反応の低下
Juneau,	Pellerin,	et	al.,	2020 穏やかで落ち着いた心の状態 快不快からの分離
Rogers	et	al.,	2021 体験の受容 体験に反応しないこと
※具体的な因子には触れられていないため，著者が定義から推定している

図 1　 平静さの構成概念と平静さを育む過程。この図は，平静さを育む過程に絞って作成しており，気づきを育む過
程は含めていない
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おいてあらゆる行為を行う際にも洞察瞑想的にあ
るいは慈悲瞑想的にそれらの行為を行う実践とし
ても実施される。そのため，瞑想訓練だけでな
く， 日常での瞑想実践によっても智慧や公平さが
育まれることとなる。

これらを踏まえると，Juneau,	Pellerin,	et	al.	
（2020） は，「穏やかで落ち着いた心の状態」 と
「快不快からの欲求の分離」に注目した 2 因子の
質問紙を開発しており，Rogers	et	al.	（2021） は，

「快不快からの欲求の分離」に注目し，それを詳
細に分類して「自動的な反応の低下」と「意図的
な受容の態度」の 2 因子の質問紙を開発している
ことがわかる。これらの質問紙からは，この「穏
やかで落ち着いた心の状態」と「快不快からの欲
求の分離」の 2 因子，あるいは「落ち着いた心の
状態」と「自動的な反応の低下」と「意図的な受
容の態度」の 3因子が，平静さの中心的な構成概
念であることがわかる。

この「快不快からの欲求の分離」に関して，
Hadash et al.（2016）では，「意図的な受容の態度」
と「自動的な反応の低下」の 2 因子モデルが提案
されているが，Juneau,	Pellerin,	et	al.	（2020） では

「快不快からの分離」の 1因子を提案している。
また，Rogers	et	al.	（2021） は「体験の受容」 と 「体
験に反応しないこと」の 2因子を提案しているが，
2 因子それぞれと他の様々な質問紙との相関関係
に違いが見られておらず，両者の間にどのような
概念的違いがあるかまでは検討できていない。ま
た，快不快に対して渇望や嫌悪が生じていない

「穏やかで落ち着いた心の状態」と，快不快に対
して渇望や嫌悪といった自動的な反応が生じない

「反応の低下」に明確な違いがあるかどうかも明
らかになっていない。そのため，Juneau,	Pellerin,	
et al. （2020） と Rogers	et	al.	（2021） の項目をまと
めて因子分析を実施した上で，関連する様々な質
問紙との相関分析を実施する必要があると考えら
れる。また，分離を促す要素に関して，仏教の平
静さを詳細に検討した Desbordes et al.（2015）の
定義からは，「対象に対する公平さ」も重要な構
成概念であると考えられる。また，伝統的な仏教
に基づけば （Desbordes	et	al.,	2015；Grabovac	et	al.,	
2011；Mahasi,	1994），「快不快からの欲求の分離」
のためには，「無常・無我・苦の智慧」 も必要で
あるとも考えられる。そのため，Juneau,	Pellerin,	

悪といった欲求が生じていない，穏やかで落ち着
いた心の状態のことであると考えられる。それを
日常での心理状態から捉えたものが「穏やかで 
落ち着いた心の状態」という因子となると考えら
れる。これに対して，日常での感覚と欲求という
心理過程に分けて捉えたものが「快不快からの欲
求の分離」という因子となると考えられる。さら
に，この因子は「自動的な反応の低下」と「意図
的な受容の態度」という 2 つの因子に分けられる
と考えられる。これらの自動的な反応の低下や意
図的な受容の態度によって，快不快からの欲求の
分離が進むと，欲求によって新たな感覚が生じる
ことも減少していくと考えられる。このような欲
求の分離を促すために，「無常・無我・苦の智慧」
や「対象に対する公平さ」といった要素が必要に
なると考えられる。そして，そのような要素を育
むために，洞察瞑想や慈悲瞑想が必要になると考
えられる。特に，伝統的な仏教瞑想における平静
さの節で見たように，無常・無我・苦の智慧は，
主に洞察瞑想を実践することで育まれると考えら
れる。また，対象に対する公平さは，主に慈悲瞑
想を実践することで育まれると考えられる。その
際，洞察瞑想では，感覚や感情や思考といった対
象に対する気づきと平静さを維持することで，無
常や無我や苦の智慧が身につくと考えられている

（Gunaratana,	2009；Hart,	1987；スマナサーラ，
2012b）。そのため洞察瞑想の訓練をする際にも，
感覚に対する自動的な反応の低下や意図的な受容
の態度を維持して，穏やかで落ち着いた心の状態
を維持する必要があると考えられる。また慈悲瞑
想でも，平静さとともに様々な対象に対する捉え
方を変えたり対象の立場になったりすることで，
慈悲喜捨とは正反対の態度や似て非なる態度を育
まずに，対象に対する公平さが身につくと考えら
れている（井上，	2012；Weber,	2017）。そのため
慈悲瞑想の訓練をする際にも，感覚に対する自動
的な反応の低下や意図的な受容の態度を維持し
て，穏やかで落ち着いた心の状態を維持する必要
があると考えられる。このように，瞑想訓練が智
慧や公平さを育み，日常においては，それらが快
不快から欲求を分離させて落ち着いた心の状態を
実現させると考えられる。さらに瞑想は，生きる
ための技と言われているように（Hart,	1987），時
間を確保して座って行う訓練だけでなく，日常に
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やそれによって生じる情動や感情から意図的に注
意を逸らしたり，それらを意図的に評価したり抑
制したりすることなく，むしろ，そのような刺激
や，それによって生じる情動や身体反応や感情や
身体感覚，さらにはそれらに対する渇望や嫌悪と
いった欲求にありのままに気づいている方法と
なっている （Desbordes	et	al.,	2015；Williams,	2010）。
すなわち，感覚・感情・思考といった対象を意図
的に変化させるのではなく，それらの対象との関
係を変化させる方法であるといえる。

このような，意図を手放して刺激に対して分け
隔てなく接するという特徴から，マインドフルネ
ス瞑想による情動調整には，暴露療法との類似点
があることが指摘されている（Desbordes	et	al.,	
2015；Hölzel	et	al.,	2011）。暴露療法とは，不安障
害や心的外傷後ストレス障害などを抱えているク
ライアントが，不安や恐怖を喚起する条件づけら
れた刺激がある状況でも安心感を保てるように
なって，そういった刺激に対する不安や恐怖と
いった反応が消去されることを目的としている。
そのために，クライアントが，不安や恐怖を喚起
する条件づけられた刺激にさらされながら，そう
いった刺激に対して自動的に生じてしまう反応を
低下させることを試みるのである（Öst,	1997）。
この暴露療法では，刺激にさらされる際に，リ
ラックスした落ち着いた心の状態であることや，
刺激に対して開かれた受容的な態度であることが
重要であると考えられている（Hayes,	Follette,	&	
Linehan	2004；Wolpe,	1958）。

このような暴露療法と同様に，マインドフルネ
ス瞑想の情動調整も，自動的・習慣的な反応を生
じさせる条件づけられた刺激に対する反応が消去
されることを目的としている。そのために，瞑想
実践者が，自動的・習慣的な反応を生じさせる条
件づけられた刺激にさらされながら，そういった
刺激に対して自動的に生じてしまう反応を低下さ
せることを試みるのである。このマインドフルネ
ス瞑想の情動調整でも，刺激やそれに伴って生じ
る身体感覚や情動的な反応に対して，リラックス
した落ち着いた心の状態であることや，開かれた
受容的な態度であることが重要であると考えられ
ている。そして，そのような状態や態度を実現す
るために平静さが必要となるのである。

et al. （2020） と Rogers	et	al.	（2021） の質問紙の項
目とともに，「対象に対する公平さ」や「無常・
無我・苦の智慧」，あるいはその両方を平静さの
構成概念に含めるかどうかも検討すべきであると
考えられる。今後，これらの検討を進めること
で，包括的な平静さの質問紙が開発されることが
望まれる。

マインドフルネス瞑想による 
情動調整における平静さ

ここまで見てきたように，平静さとは，端的に
言うと，快不快の感覚が生じても渇望や嫌悪と
いった欲求が生じていない，穏やかで落ち着いた
心の状態のことであると考えられる。心理学の領
域では，このような平静さが，従来の情動調整と
は異なる，マインドフルネス瞑想による情動調整
の中核的な役割を担っていると考えられている。

情動調整とは，情動的な反応において，その開
始や，終了，大きさ，期間，強さ，質などの 1つ
あるいは複数に影響を与える過程のことである 
と考えられている（Gross,	1998）。この情動的な
反応は，外部の刺激が感覚器官に接触するところ
から始まる。そして，そのような情報が，視床や
扁桃体を経由して身体に伝達され，そこで身体反
応が生じる。このような身体反応（Physical reac-
tion） の変化が情動（Emotion） と呼ばれている

（Damasio,	1994）。この身体反応や情動が再び視
床を経由して，さらに体性感覚野，後部島皮質，
前帯状皮質など複数の脳領域を経由して，右前部
島皮質に伝達される。ここで，主体的に知覚され
る身体反応や情動が身体感覚（Bodily sensation）
や感情（Feeling） と呼ばれている（Craig,	2003；
Damasio	et	al.,	2000）。このような情動的な反応に
おいて，従来の情動調整は，意図的に情動を制御
する方法が中心となっていた。具体的には，情動
の開始に関わる刺激への注意の向けかたを変化さ
せる気晴らしや気逸らしといった注意配分，刺激
に対する評価を変化させる認知的再評価といった
認知的変化，情動によって引き起こされる感情や
思考を調整する感情表出抑制や思考抑制といった
反応調整などである （Ochsner	&	Gross,	2005）。

このような従来の情動調整に対して，マインド
フルネス瞑想の情動調整は，情動を喚起する刺激
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きのことである（Friston,	2010；Friston,	Kilner,	&	
Harrison,	2006；大平，	2017）。この予測的符号化に
関して，	Barbas	and	Rempel-Clower	（1997） や Barrett 
and Simmons （2015） は，大脳皮質の階層構造の違
いに基づいて，感覚信号の予測や内的モデルの更
新を担う脳領域と，感覚信号の実績値の把握や予
測誤差の計算を担う脳領域とを区別できると主 
張している。具体的には，感覚信号の実績値の把
握には，階層構造が明確な顆粒皮質（Granular 
cortex） から構成されている体性感覚野や後部島
皮質が関わっていると考えている。一方，過去の
経験に基づく感覚信号の予測の計算や，顆粒皮質
への予測信号の出力，さらには顆粒皮質で計算さ
れて送り返されてきた予測誤差に基づくモデル 
の更新には，階層構造が未分化な無顆粒皮質

（Agranular	cortex） から構成されている前帯状皮
質や前部島皮質が関わっていると考えている

（Barbas	&	Rempel-Clower,	1997）。これらの痛みに
関わる脳領域からも，痛みが，単なる感覚ではな
く，過去の経験に基づいた主観的な体験であるこ
とがわかる。そして，痛みがこのような主観的な
体験であるからこそ，洞察瞑想が情動調整に与え
る影響を検討する研究で痛み刺激が用いられてい
るのである。

このような研究では，主に，痛み刺激を参加者
に与えて，その際の主観的な痛みの強さ （Inten-
sity） と痛みに伴う不快さ （Unpleasantness） を測定
する課題が用いられている。伝統的な仏教瞑想に
おける平静さの節や心理学における平静さの構成
概念の節でみてきたように，これらの痛みの強さ
や痛みに伴う不快さは感覚に含まれていると考え
られる。そのため，本来，洞察瞑想が情動調整に
おける平静さに与える影響を直接検討するために
は，このような不快さだけではなく，不快さに対
する渇望や嫌悪といった反応まで測定する必要が
ある。以下では，その点も考慮しながら，痛み刺
激を用いて洞察瞑想が情動調整に与える影響を検
討した研究を取り上げて，平静さの神経メカニズ
ムを検討する。

Perlman et al. （2010） は，瞑想未経験者と瞑想
熟練者（チベット仏教瞑想修行者 9 名，瞑想実践
時間 10,000時間以上）が，痛みとは別の集中対
象を用いた集中瞑想や，生じている経験にありの
ままに気づいている洞察瞑想を実施している際に

マインドフルネス瞑想における 
平静さの神経メカニズム

このようなマインドフルネス瞑想による情動調
整における平静さの神経メカニズムを直接検討し
た研究は，まだほとんど行われていない。しかし
幸いなことに，これまでに，痛み刺激を用いて洞
察瞑想が情動調整に与える影響を検討した研究
や，洞察瞑想が報酬予測誤差に与える影響を検討
した研究など，マインドフルネス瞑想による情動
調整における平静さの神経メカニズムを間接的に
検討していると考えられる研究が行われてきてい
る。そこで以下では，痛みや報酬予測誤差に関わ
る神経メカニズムを簡単に概観した上で，従来行
われてきた瞑想研究を取り上げながら，平静さの
神経メカニズムを検討する。

痛みとは，組織損傷の有無を問わずに生じる，
感覚・感情・認知・社会的要因を伴った苦悩体験
のことである（Williams	&	Craig,	2016）。この定
義からは，痛みが，単なる感覚ではなく，我々の
主観や社会的背景に影響される負の感情体験であ
ることがわかる（Ogino	et	al.,	2007）。このような
痛みに関連する脳領域（Pain matrix） には，一次
体性感覚野や二次体性感覚野，前帯状皮質，前部
島皮質，後部島皮質，前頭前野，視床，大脳基底
核，小脳などが含まれていることが知られている

（Apkarian	et	al.,	2005；Schweinhardt	&	Bushnell,	
2010）。特に，組織損傷に関わるような痛みその
ものの感覚や強度には，視床や，一次体性感覚
野，二次体性感覚野，後部島皮質が関わってい 
ることが知られている（Apkarian	et	al.,	2005；
Coghill	et	al.,	1999）。また，痛みに伴う表象や感
情などの高次処理には，前帯状皮質や前部島皮 
質が関わっていることが知られている（Coghill	 
et	al.,	1999；Rainville	et	al.,	1997；Schweinhardt	&	
Bushnell,	2010）。

さらに近年では， 予測的符号化（Predictive 
coding）の観点から，痛みを捉えようとする新た
な考え方も出てきている。予測的符号化とは，脳
が感覚器官から入力される刺激を予測する内的モ
デルを構築した上で，これから入力される感覚信
号の予測値と実際に入力された感覚信号の実績値
とを比較し，両者のずれである予測誤差（Predic-
tion error）に基づいて知覚を能動的に創発する働
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で，前帯状皮質や前部島皮質，後部島皮質，視床
などの活動が高まる一方で，背外側前頭前野や扁
桃体や海馬などの活動が低下することが示され
た。先述した通り，痛みの強度には，視床や一次
体性感覚野，二次体性感覚野，後部島皮質などが
関わっており，痛みに伴う表象や感情などの高次
処理には，前帯状皮質や前部島皮質などが関わっ
ていることが知られている（Coghill	et	al.,	1999；
Rainville	et	al.,	2017）。また，痛みに対する意図的
な情動調整には背外側前頭前野などが関わってい
ることが知られている （Ochsner	&	Gross,	2005；
Wiech	et	al.,	2006；Wiech,	Ploner,	&	Tracey,	2008）。
これらを踏まえて，Grant et al. （2011） は，瞑想熟
練者は，安静時でも，痛み刺激に対して，意図的
な情動調整をしているのではなく，意図を減らし
た受動的な情動調整をしていたと主張している。
このように，痛みの強度や痛みの高次処理に関連
する脳領域の活動が高まる一方で，意図的な情動
調整に関わる脳領域の活動が低下していること
は，平静さの神経メカニズムの一端を示している
と考えられる。ただし，この研究では，瞑想時で
はなく安静時の脳活動が測定されており，洞察瞑
想の情動調整の神経メカニズムを直接検討してい
るわけではない。また，主観的な痛みの強度や不
快さを測定していないため，適切な情動調整が実
現しているかどうかも確認できていないという限
界点があった。

2 つ目の研究は，洞察瞑想の熟練者を対象とし
た，洞察瞑想時の痛み刺激に対する情動調整を検
討した研究である （Gard	et	al.,	2011）。この研究で
は，瞑想未経験者と瞑想熟練者（洞察瞑想実践者
17名，平均瞑想実践時間 5,979時間）が，洞察瞑
想を実施している際に痛み刺激を与えて，その際
の主観的な痛みの強さと不快さを測定するととも
に，その際の脳活動を fMRI を用いて測定した。
その結果，瞑想未経験者と比較して，瞑想熟練者
において，主観的な痛みの強度には変化がない一
方で，不快さが低下することが示された。また，
痛み刺激を与えられる際に，右後部島皮質や二次
体性感覚野の活動が高まる一方で，背外側前頭前
野の活動が低下することが示された。これらを踏
まえて，Gard et al. （2011） は，このような脳活動
が，痛みそのものに気づきながら，そのような感
覚を判断したりすることなく受容するという洞察

痛み刺激を与えて，その際の主観的な痛みの強さ
と不快さを測定した。その結果，集中瞑想では，
瞑想未経験者と瞑想熟練者の間に有意な違いが見
られなかった。一方，洞察瞑想では，痛みの強さ
に関しては，瞑想未経験者と瞑想熟練者の間に有
意な違いが見られなかったが，不快さに関して
は，瞑想未経験者と比べて，瞑想熟練者で有意に
低下していた。従来から，刺激に伴って生じる感
覚やそれによって生じる初期の情動的な反応に基
づいて過剰であったり反芻的であったりする思考
が生じ，それが不快さを高めると考えられていた

（Baer,	2003；Bishop	et	al.,	2004；Kabat-Zinn,	1982）。
これも踏まえて，Perlman et al. （2010） は，洞察
瞑想によって，過剰であったり反芻的であったり
する思考が低下したことで不快さが低下していた
可能性があることを主張している。この研究で
は，不快さが低下したメカニズムは明らかになっ
ていない。しかし，Perlman et al. （2010） が考察
しているように，瞑想熟練者において，繰り返し
呈示される痛みに対する情動的な反応が低下する
ことによって痛みの不快さが低下していたのであ
れば，これらの結果はマインドフルネス瞑想によ
る情動調整における平静さを表している可能性が
あると考えられる。

次に，このような平静さに関わっている可能性
のある，痛み刺激に対して情動調整を行う課題を
用いて，洞察瞑想が痛みに関連する脳領域の活動
に与える影響を検討した複数の研究を踏まえて，
平静さの神経メカニズムを検討する。このような
研究は，2010年代頃から始められたが，まだそ
れほど多くの研究が行われているわけではない

（Bilevicius,	Kolesar,	&	Kornelsen,	2016；Wang	et	al.,	
2021）。ここでは，その中でも，洞察瞑想の実践
によって平静さが身についていると考えられる，
禅仏教瞑想やチベット仏教瞑想，上座部仏教瞑想
の熟練者を対象とした 3つの研究を取り上げる。
1つ目は，禅仏教瞑想の熟練者を対象とした，

安静時の痛み刺激に対する情動調整を検討した研
究である （Grant,	Courtemanche,	&	Rainville,	2011）。
この研究では，瞑想未経験者と瞑想熟練者（禅仏
教瞑想修行者 9 名）が安静にしている際に痛み刺
激を与えて， その際の脳活動を functional	Magnetic	
Resonance	Imaging	（fMRI） を用いて測定した。そ
の結果，瞑想未経験者と比較して，瞑想熟練者
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て，瞑想熟練者において，痛みの感覚そのものに
関連している二次体性感覚野や後部島皮質には差
がない一方で，痛みの表象などの高次な処理に関
連している前部島皮質や中帯状皮質前方部の活動
が高まっていることが示された。さらに，瞑想未
経験者では，それらの前部島皮質や中帯状皮質前
方部の脳活動と不快さとの間に正の相関が見られ
たが，瞑想熟練者ではそのような相関は見られな
かった。2 つ目として，痛み刺激を与えられる前
に，瞑想未経験者と比較して，瞑想熟練者におい
て，感覚信号の予測や予期不安に関連している前
部島皮質や中帯状皮質前方部や扁桃体の活動が低
下していた。特に，瞑想熟練者の瞑想実践時間が
長いほど，その前部島皮質の活動は低下してい
た。さらに，その前部島皮質の活動が低いほど，
痛み刺激を与えられた際の前部島皮質の活動が高
かった。また，両群で，痛み刺激を与えられる前
の扁桃体の活動と痛み刺激を与えられた際の不快
さとの間に正の相関が見られた。理解しやすいた
めに，論文に掲載されている二次体性感覚野や後
部島皮質と前部島皮質のBlood	Oxygenation	Level	
Dependent （BOLD） 信号の活動の推移を見ておく。
二次体性感覚野や後部島皮質の BOLD信号に関
しては，瞑想未経験者でも瞑想熟練者でも，痛み
刺激を与えられる直前までは活動があまり高まっ
ておらず，痛み刺激を与えられた際に活動が高ま
り，その後すぐに元の状態に戻っていた。これ 
に対して，前部島皮質の BOLD信号に関しては，
瞑想未経験者では，痛み刺激を与えられる前から
徐々に活動が高まっていき，痛み刺激を与えられ
る直前ですでにピークに達しており，痛み刺激を
与えられてもそれ以上活動が高まっておらず，そ
の後もしばらくピークが続いていた。一方，瞑想
熟練者では，痛み刺激を与えられる直前までは活
動があまり高まっておらず，痛み刺激を与えられ
た際に活動がピークに達し，その後すぐに元の状
態に戻っていた。これらのグラフからも，二次体
性感覚野や後部島皮質は感覚信号の実績の処理に
関わっている一方で，前部島皮質は感覚信号の予
測や予期不安の処理に関わっていることがうかが
える。3つ目として，痛み刺激を与えられている
際の脳活動に関して，瞑想未経験者では，回数を
重ねる毎に，後部島皮質や二次体性感覚野，中部
島皮質，中帯状皮質前方部の活動が徐々に高まっ

瞑想の特徴に対応していることを主張している。
この研究でも，Perlman et al. （2010） と同様に，瞑
想熟練者において，繰り返し呈示される痛みに対
する情動的な反応が低下することによって痛みの
不快さが低下していたのであれば，これらの結果
はマインドフルネス瞑想による情動調整における
平静さを表している可能性があると考えられる。
さらに，Grant et al. （2011） と同様に，痛みの強度
や痛みの高次処理に関連する脳領域の活動が高ま
る一方で，意図的な情動調整に関わる脳領域の活
動が低下していることは，平静さの神経メカニズ
ムの一端を示していると考えられる。ただし，こ
の研究では，痛みの強さや不快さといった感覚や
それらに関連する脳活動は確認しているが，それ
に対する渇望や嫌悪といった反応に関連する詳細
な脳活動までは確認できていなかった。痛みの不
快さが，それに対する過剰な反応などによってさ
らに高まるという考えに基づけば（Baer,	2003；
Bishop	et	al.,	2004；Kabat-Zinn,	1982；Perlman	et	al.,	
2010），この研究結果は，快不快といった感覚に
対する反応が低下しているという平静さの神経 
メカニズムを間接的に確認できていると考えられ
るが，直接的な確認には至っていないと考えら 
れる。
3つ目の研究は，チベット仏教瞑想の熟練者を

対象とした，洞察瞑想時の痛み刺激に対する情動
調整を検討した研究である （Lutz	et	al.,	2013）。こ
の研究では，瞑想未経験者と瞑想熟練者（チベッ
ト仏教瞑想修行者 14名，瞑想実践時間 10,000時
間以上）が，洞察瞑想を実施している際に一定時
間毎に痛み刺激を与えて，その際の主観的な痛み
の強さと不快さを測定するとともに，痛み刺激を
与える前の痛みを予測している際と痛み刺激を与
えられている際の脳活動を fMRI を用いて時系列
的に測定した。このように一定時間ごとに痛み刺
激を与えるとともに，痛み刺激を与える前から脳
活動を測定することで，痛みの不快さとそれに対
する過剰な反応の関係を検討できると考えられ
る。その結果，従来の研究と同様に，瞑想未経験
者と比較して，瞑想熟練者において，主観的な痛
みの強度には差がない一方で，不快さが低下する
ことが示された。さらに，脳活動に関しては，4
つの興味深い結果が得られた。1つ目として，痛
み刺激を与えられた際に，瞑想未経験者と比較し



心理学評論　Vol. 64, No. 3

— 288 —

Dayan,	&	Montague,	1997）。この報酬予測誤差に
深く関与している脳領域に線条体がある。線条体
は，側坐核，尾状核，被殻から構成されており，
多数のドーパミンニューロンが存在している中脳
の腹側被蓋野や黒質緻密部からの投射を受けてい
る。これらの脳領域は，一般的に，報酬が得られ
ると活動する。しかし興味深いことに，そのよう
な活動は，報酬を予期していた場合には生じず
に，報酬を予期していなかった場合にのみ生じる
ことが知られている。また，報酬が得られる前
に，報酬を予期する手がかりとなる無条件刺激が
呈示されることが繰り返されると，報酬が得られ
たときではなく無条件刺激が呈示されたときに活
動するようになる。さらにその上で，そのような
学習が成立したあとに，無条件刺激を呈示したに
も関わらずに報酬が得られないとそれらの脳活動
が低下し，無条件刺激を呈示していないにも関わ
らずに報酬が得られるとそれらの脳活動が高まる
ことが示されている （McClure,	Berns,	&	Montague,	
2003；Schultz,	2017；Schultz	et	al.,	1997）。このよ
うな報酬予測誤差に関わる線条体の活動は，外部
刺激や自らが行う行為の価値を形成することや習
慣の形成に関わる一方で，報酬に関連する外部刺
激を過剰に探索する依存症などにも関わっている
と考えられている（Balleine	&	O’Doherty,	2010；
Delgado,	Gillis,	&	Phelps,	 2008；McClure	 et	 al.,	
2003；Montague,	2007；O’Doherty	et	al.,	2003；
Pagnoni	et	al.,	2002）。
Kirk	and	Montague（2015）は，マインドフルネ

ス瞑想が，このような予期していない報酬が得ら
れた際の快や渇望や，予期していた報酬が得られ
なかった際の不快や嫌悪に関連する脳活動に与え
る影響を検討した。この研究では，瞑想未経験者
と瞑想熟練者（禅仏教瞑想修行者 28名，3日間
リトリート参加経験があり，20分以上の訓練を
週 3回以上実施）を対象として，強化学習と報酬
予測誤差が生じる課題を実施した。強化学習で
は，光を用いた条件刺激に続いてジュースという
無条件刺激を口の中に流し込むという施行を繰り
返した。そして，条件づけが成立した後に，条件
刺激を呈示した後にジュースが提供される報酬あ
りのベースラインと比較して，条件刺激が呈示さ
れていないのにジュースが提供されるポジティブ
な予測誤差が生じる際の脳活動と，条件刺激を呈

ていったのに対して，瞑想熟練者では，それらの
脳活動が徐々に低下していった。また，痛み刺激
を与えられる前の脳活動に関して，瞑想未経験者
では，回数を重ねる毎に，後部島皮質や二次体性
感覚野，中部島皮質，中帯状皮質前方部，扁桃体
の活動が徐々に高まっていったのに対して，瞑想
熟練者では，それらの脳活動が徐々に低下して
いった。さらに，痛み刺激を与えられる前の予期
不安に関わる扁桃体の活動が高いほど，痛み刺激
を与えられた際の中帯状皮質前方部の活動が徐々
に高まっていくという正の相関が見られた。Lutz	
et al. （2013） は，これらの結果をふまえて，瞑想
未経験者では，体験した痛みから生じる予期不安
に関連していると考えられる前部島皮質や扁桃体
などの反応が次に体験する痛みに関する不快さを
高めていると考察している。それに対して瞑想熟
練者では，洞察瞑想によって今この瞬間の体験に
対する開かれた受容的な態度が高まることで，痛
み自体は体験するが，体験した痛みから生じる予
期不安などの反応が低下し，それが次に体験する
痛みに関する不快さを低下させていると考察して
いる。この研究でも， Perlman et al. （2010） や Gard 
et al. （2011）と同様に，瞑想熟練者において，主
観的な痛みの強さに変化がないにも関わらずに不
快さは低下している状態であった。このような瞑
想熟練者において，痛みに対する予期不安に関わ
る脳領域の活動が低下するとともに，痛みの不快
さが低下していたことから考えると，これらの結
果はマインドフルネス瞑想による情動調整におけ
る平静さの神経メカニズムを示していると考えら
れる。これはまさに，瞑想熟練者が第一の矢を
もって射られたが，第二の矢は受けなかったこ 
とに関する脳活動の一部を表していると考えら 
れる。

このような，繰り返し呈示される刺激に対する
予測的な反応と平静さの神経メカニズムの関係を
さらに検討するために，報酬予測誤差に関わる神
経メカニズムを簡単に概観した上で，洞察瞑想が
報酬予測誤差に与える影響を検討した研究を取り
上げる。先述した予測的符号化は，入力される感
覚に対してだけでなく，獲得される報酬に対して
も生じることが知られている。この獲得される報
酬の予測値と実際に得られた報酬の実績値の差 
分を報酬予測誤差という （Schultz,	2017；Schultz,	
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など，様々な違いもあり （Bilevicius	et	al.,	2016），
研究結果も必ずしも一致しているわけではない。
また， 報酬予測誤差の 2 つの研究も （Kirk	&	
Montague,	2015；Kirk	et	al.,	2019），参加者が実践
している瞑想技法の違いなどが見られる。しか
し，どの研究も，広い意味での洞察瞑想の実践に
よって平静さが身についていると考えられる瞑想
実践者を対象とした研究であり，それらの結果
は，快不快の感覚が生じてもそれに対する渇望や
嫌悪といった欲求が生じていない，落ち着いた心
の状態に関連する結果となっている。これらの研
究を踏まえると，現段階での平静さの神経メカニ
ズムの概要を把握することができると考えられ
る。すなわち，マインドフルネス瞑想による平静
さに基づいた情動調整では，従来の意図的に情動
を制御する情動調整方法と異なり，意図を減らす
ことが求められるが，そのような心理過程には，
背外側前頭前野の活動が高まらないことや低下 
していることが関わっていると考えられる （Gard 
et	al.,	2011；Grant	et	al.,	2011）。また，平静さに基
づいた情動調整では，従来の情動調整の方法と異
なり，痛みや報酬などの対象そのものに気づくと
いうことが求められるが，そのような心理過程に
は，感覚そのものに関連していると考えられてい
る後部島皮質や二次体性感覚野の活動が適切に 
生じていることや（Gard	et	al.,	2011；Grant	et	al.,	
2011；Kirk	&	Montague,	2015；Kirk	et	al.,	2019；
Lutz	et	al.,	2013），感覚の表象などの高次な処理に
関連している前部島皮質や前帯状皮質，中帯状皮
質前方部の活動が高まっていること （Grant	et	al.,	
2011；Lutz	et	al.,	2013）などが関わっていると考
えられる。さらに，平静さに基づいた情動調整で
は，そのような感覚に対する反応が低下すること
が求められるが，そのような心理過程には，感覚
を経験する前には前部島皮質や中帯状皮質前方部
や扁桃体の活動が低下していることや，感覚を経
験する際には前部島皮質の活動が不快感とは相関
しなくなることや線条体の活動が低下することな
どが関わっていると考えられる （Kirk	&	Montague, 
2015；Kirk	et	al.,	2019；Lutz	et	al.,	2013）。特に，
Lutz	et	al.	（2013） やKirk	&	Montague	（2015） の研
究からは，繰り返し経験することで獲得された内
的モデルに基づいた予測と実績の差分に対する反
応の低下が関わっている可能性が考えられる。

示していない後にジュースが提供されない報酬な
しのベースラインと比較して，条件刺激を呈示し
た後にジュースが提供されないネガティブな予測
誤差が生じる際の脳活動を，fMRI を用いて測定
した。その結果，瞑想未経験者では，ポジティブ
予測誤差が生じる際に被殻の活動が高まり，ネガ
ティブ予測誤差が生じる際に被殻の活動が低下し
た。これに対して，瞑想熟練者では，そのような
活動の変化はみられなかった。またどの条件で
も，ジュースが提供される際に，瞑想未経験者と
比較して，瞑想熟練者で右の後部島皮質の活動が
高まっていた。さらに， Kirk et al. （2019） は， この
横断研究と同様の実験デザインを用いて，瞑想未
経験者を対象として，8週間のマインドフルネス
介入を行う群と介入を行わない群に分けた縦断研
究を実施して，同様の結果を示している。先述の
通り，被殻を含む線条体は，報酬予測誤差に基づ
いて価値の学習や習慣の形成に関与していると考
えられている （Balleine	&	O’Doherty,	2010；McClure 
et	al.,	2003；O’Doherty	et	al.,	2003；Pagnoni	et	al.,	
2002）。また，線条体は， マインドフルネス瞑想に
よって注意制御や情動調整などの自己制御力を 
高めて自動的・習慣点な行動を低下させる際に，
重要な役割を担っていると考えられている （Tang,	
Hölzel,	et	al.,	2015；Tang	et	al.,	2015）。これらも踏ま
えて，Kirk et al. は，瞑想実践者において， ジュー
スが提供された際に右の後部島皮質の活動が上昇
したことは，今この瞬間に生じている身体感覚な
どの経験に気づく力が高まっていることと関わっ
ていると考察している。また，そのような今この
瞬間の経験にとどまることで，被殻が関わってい
ると考えられる報酬予測誤差に基づいた自動的・
習慣的な反応を低下させた可能性があることを 
主張している （Kirk	&	Montague,	2015；Kirk	et	al.,	
2019）。このように， 感覚に対する気づきを高める
一方で，報酬予測誤差やそれに基づく渇望や嫌悪
に関わる線条体の活動を低下させることは，平静
さの神経メカニズムを示していると考えられる。

上述した痛み刺激を与える 3つの研究は（Gard 
et	al.,	2011；Grant	et	al.,	2011；Lutz	et	al.,	2013）， ど
れも参加者が少なく，さらに，安静時の情動調整
か瞑想時の情動調整かといった違いや，瞑想熟練
者が実践している瞑想技法の違い，使用している
MRI 装置の違い，解析ソフトや解析方法の違い
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