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マインドフルネス瞑想は仏教から⽣まれた

´ 釈迦は紀元前５世紀頃に北インドの王族の
家に⽣まれた。釈迦は⼈が⽣きることの苦
しみに悩み出家し６年の修⾏を経て悟りを
得ました。修⾏法とはヨガと呼吸法を⽤い
た⽅法です。真理を悟った⼈のことを「仏
陀」と呼びます。

´ ⼈間の苦しみは四苦⼋苦
´ 「⽣⽼病死の四苦に愛別離苦（あいべつり
く）、怨憎会苦（おんぞうえく）、求不得
苦（ぐふとくく）、五陰盛苦（ごおんじょ
うく）の四苦をくわえた⾔葉」です。



マインドフルネス瞑想は「⼋正道」の教え
の⼀つ

´ ⼈間が⽣きることが苦しみそのもので
あることと、苦しみには原因があるこ
と、その原因を取り去れば苦しみはな
くなるという理屈がわかったとしても、
問題はそれをどうやって取り去るかで
す。

これについては⼋正道の教えというも
のがあります。

´ 正⾒・正思惟・正語・正業・正命・正
精進・正念・正定という８つの⽅法で
す。



「正念」の意味
´ 正念について、初期仏教（B.C.200頃）の
経典の『⼤念処経』の中みビィパッサナー
瞑想について書かれています。

´ 正念とは、物事の本質を観察し、あるがま
まに⼼にどどめることです。

´ 「⽌観」⽌（サマタ） 観（ヴィパッサ
ナー） ⽌とは精神を集中し，⼼が寂静と
なっ た状態，観とは対象をありのままに観
察することを意味し，⽌は観の準備段階で
す

´ マインドフルネスとはお釈迦さまが悟った
ときの瞑想技法の⼀つです。

´ ヴィパッサナー瞑想センター
1989年、⽇本で最初に京都府北部に出
来る。ゴエンカ式瞑想。



「正念」から「マインドフルネス」へ

´ 1975年、ジョン・カバットジン博⼠はマ
サチューセッツ⼤学医学部の中に、マイン
ドフルネスに基づく「ストレス低減プログ
ラム」を実施するセンターを開設しました。
彼の著書『マインドフルネスストレス低減
法』が科学的に検証され、治療法として世
界各国で翻訳されいます。不安、うつ、痛
みなどの精神科治療に有効です。

´ マインドフルネスとは、「今・ここ」に起
こっていることに意識を向け、観察し、価
値判断をしない意識の状態のことです。

´ マインドフルネスは臨床⼼理学、精神医学、
ビジネス、教育へと広がっています。



マインドフルネスがビジネスの領域へ

´ ビジネスでは、グーグルのチャディ・メ
ン・タンがマインドフルネスの実践法で
ある『Search Inside Yourself』を出版し
ました。

´ マインドフルネスは宗教的な要素をそぎ
落として、科学としての⽅法論にしたの
です。

´ グーグル、フェイスブック、アップル、
ゴールドマンサックス等などの巨⼤企業
が社員教育にマインドフルネスを取り⼊
れている。マインドフルネスは集中⼒と
創造⼒を⾼め、仕事の⽣産性に効果を上
げています。



マインドフルネスとリラセーション

´ ストレス状態とは、外部から刺激を受けたと
きに⽣じる緊張状態のことです。外部からの
刺激には、天候や騒⾳などの環境的要因、病
気や睡眠不⾜などの⾝体的要因、不安や悩み
など⼼理的な要因、そして⼈間関係がうまく
いかない、仕事が忙しいなどの社会的要因が
あります。その逆の状態がリラックスという
ことです。

´ ⼼ここにあらず状態とは、⾃分が考えている
ことにとらわれ、⾃分の世界に⼊り込んでい
る。あるいは、⼼を閉じて⽬の前のことを⾒
ない状態

´ ⽬覚めの状態とは、はっと気づいて⽬の前の
現実をしっかり捉えている。しかも⼀点では
なく、きちんと⽬の前の現実全体を捉えてい
る状態をマインドフルネスという。



⾃律神経と呼吸法
´ ストレスを受けると、脳からの指令により、副腎⽪質
から副腎⽪質ホルモンが分泌されます。同時に、交感
神経が⽀配している副腎⽪質の中の副腎髄質という部
分からアドレナリンなどが分泌されます。これらのホ
ルモンには、⾎糖値上昇、⾎圧上昇、免疫抑制、胃酸
分泌促進、覚醒といったさまざまな作⽤があります。
そのため、ストレスを受け、交感神経が優位になり続
けると、不調やトラブルにつながりやすくなります。

´ 「リラックスするために副交感神経を優位にしましょ
う」とよくいわれますが、本来、交感神経と副交感神
経はバランスをとりながら働くものです。

´ ⾃分に合った⽅法で副交感神経を活発にしましょう。
⾷事や睡眠などの⽣活リズムを整えることや適度な運
動。呼吸法などのセルフコントロール。

´ 呼吸法は⾃律神経に影響しており、交感神経は「吸う
息」、副交感神経は「吐く息」と関係しています。

出典︓ＨＰ花王ヘルスケアナビ



マインドフルネスのワーク
⼀点集中のサマタ瞑想[ 呼吸 ]（１）

（＃１ワーク）
´ ①椅⼦に座り、⼿は膝の上、背筋を伸ばし、
リラックスします。⽬を軽く閉じ、呼吸を
します。

´ ②呼吸（吐く息･吸う息）に意識を集中し
ます。呼吸は⾃分のペースで。

´ ③雑念（mind wandering chattering ）
（思考、感情、感覚、イメージ、記憶な
ど）が浮かび上がると、それに気づき、
「雑念」とラベリングして、呼吸に意識を
戻します。

「ハッとi今・ここに気づく」状態＝マインド
フルネス



マインドフルネスのワーク
⼀点集中のサマタ瞑想 [丹⽥] （２）

（＃２ワーク）
´ ①椅⼦に座り、⼿は膝の上、背筋を伸ばし、リラッ
クスします。⽬を軽く閉じ、呼吸をします。

´ ②呼吸（吐く息･吸う息）に意識を集中します。呼吸
は⾃分のペースで。

´ ③呼吸を続けながら、下腹（丹⽥）に⼿を当てます。
腹が膨らん（凸）だり、へこん（凹）だりに意識を
集中します。雑念が浮かんでくると、それに気づき、
「雑念」とラベリングして、腹が膨らみ（凸）・へ
こむ（凹）に集中します。

´ 雑念（mind wandering、chattering）（思考、感
情、感覚、イメージ、記憶など）が浮かび上がると、
それに気づき、「雑念」とラベリングして、丹⽥に
意識を戻どします。
「ハッと今・ここに気づく」状態＝マインドフルネス



マインドフルネスのワーク
拡充観察のビィパッサナー瞑想（１）

（＃３ワーク）
´ ①椅⼦に座り、⼿は膝の上、背筋を伸ばし、リラック
スします。⽬を軽く閉じ、呼吸（吐く息･吸う息）に意
識を集中します。しばらくして、呼吸をしんがららお
腹の膨らみ（凸）とへこみ（凹み）に意識して呼吸を
続けます。

´ ビィパッサナー瞑想は「注意のフォーカスを広げる」
ことです。呼吸を続けならが五感（触覚、聴覚、臭覚、
視覚、味覚）を⽤いフォーカスする部位を変えて⾏き
ます。 （例えば〜体の部位（⼿、肩、脚、尻、⾜
の裏など）。部屋の内外の⾳。⽬を開け⼀点をボ
オーッと⾒る。匂い、⼝の中の味）

´ 雑念が浮かび上がると、それに気づき、「雑念」とラ
ベリングして、元の意識していた部位に戻しどします。
次に異なる部位に変えて観察を拡充していきます。

´ マインドフルネス特性 ⼀回⼀回の気づきをマイン
ドフルネス状態。繰り返し練習することで、気づきや
すくなることをマインドフルネス特性という。



マインドフルネスのワーク
拡充観察のビィパッサナー瞑想（２）

（＃４ワーク）
´ ①椅⼦に座り、⼿は膝の上、背筋を伸ばし、リラック
スします。⽬を開いたまま、呼吸（吐く息･吸う息）に
意識を集中します。しばらくして、呼吸をしんがらら
お腹の膨らみ（凸）とへこみ（凹み）に意識して呼吸
を続けます。

´ ビィパッサナー瞑想は「注意のフォーカスを広げる」
ことです。呼吸を続けならが、フォーカスする部位を
同時にいくつか増やして⾏きます。（例えばー①ボッ
と⼀点を⾒ながら＋⾳を聞く②⾒る＋⾳＋体の部位な
ど。電⾞での練習効果⼤）

´ 雑念が浮かび上がると、それに気づき、「雑念」とラ
ベリングして、元の意識していた部位に戻しどします。
次に異なる部位に変えて観察を拡充していきます。



マインドフルネスにおける三つの⾝体
´ 三つの次元の⾝体
①粗⼤な⾝体とは、現実感覚的⾝体で、⾃
分と他者とを区別し、五感を通して、世界
を認知する⾝体。
②微細な⾝体とは、現実の⾝体がどうであ
れ、主観イメージをもち、現実の⾝体経験
に基づき⾝体感覚とは区別する主観的な⾝
体。
③超個的な⾝体とは、個を超えて広がりを
もつ⾝体。
´ マインドフルネスで重要なことは練習
が進めば、意識の変性すると同時に微
細な⾝体が変化していることに気づく
ことです。今後、マインドフルネにお
ける⾝体論が議論されると思われます。



マインドフルネス瞑想の脳科学的な効果

´ 脳科学における３の効果
①注意制御
注意のコントロール⼒がつくー注意の集中。注意の転
換ができるー切り替える⼒。注意を分割するー様々な
ことに気を配る。注意の集中持続、転換、分割の⼒が
つく。
②情動調節
感情のコントロールが出来るようになる。穏やかにな
る。「怒り」があまり湧かなくなってくる。「欲」に
もあまり振り回されなくなってくる。
③⾃⼰認識
「⾃分はこういう⼈間」と思い込み、これは好き嫌い、
こういう⼈は嫌、これば駄⽬と⾃分を限定して⽣きて
いる⾃⼰イメージを持っているんでいる。このような
限定された「物語としての⾃⼰」から解放され、瞬間
瞬間の「今・ここ」の関わりの中で⽣きていくような
「⽣かされている⾃⼰」を⽣きるようになる。



⽂献

´ Kabat-Zinn ,Jon :  Full Catastrophe Living. The Bantam Dell Publishing Group,a
division of Random House. (訳)︓春⽊ 豊(2007）マンイドフルネスストレス低減法.
北⼤路書房.

´ 熊野宏昭（2016）︓実践マインドフルネス. 株式会社サンガ
´ 熊野宏昭・⾙⾕久宣・⽞侑宗久（2018）︓マインドフルネスレクチャー. ⾦剛出版.

´ ⿊⽊賢⼀（2006）︓＜気＞の⼼理臨床⼊⾨. 星和書店

´ Mark Williams,Danny Penman(2011): Mindfulness  a practical guide to finding 
peace in a frantic world. Platkus.  訳︓佐渡充洋、⼤野裕(2016). ⾃分でできるマ
インドフルネス 安らぎへと導かれる８週間プログラム.創元社

´ Thich Nhat Hanh(2006): Transformation and Healing. Parallax Press. 訳︓⼭端法
⽞、島⽥啓介（2011) ブッダの＜気づき＞の瞑想. 野草社.


