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Abstract

Though it is plausible that meditation and attention training technique (ATT) re-

quire similar attention control, empirical research on the similarities and differences

between these methods is limited and further required. As a first step toward filling

this research gap, we investigated the brain activity of experienced meditators while

they engaged in ATT and compared the results with those of previous research. Eight

healthy right-handed persons with considerable experience in meditation participated

in this study. Electroencephalograms (EEG) of all participants were recorded during

the three conditions included in ATT, as well as in an eyes-closed resting state. Us-

ing sLORETA (standardized low-resolution electromagnetic tomography) software to

compute signal source location, we investigated brain activity during each condition of

ATT. During the attention switching condition and divided attention condition, when

compared with the rest, significant increases of gamma frequency, known to be closely

correlated with brain activation, were observed in the right dorsolateral prefrontal

cortex (DLPFC). This result is consistent with that of the previous neuroscientific

study of meditation, and this activation may reflect maintenance of sustained atten-

tion. Larger meditator group and continuing the investigation that compares ATT

and meditation are needed.
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概　要

瞑想中に行われる注意制御と注意訓練（Attention training technique: ATT）実施中に

行われる注意制御は類似していると推測されるが，これらが同質であるかは不明である。

そこで，瞑想経験者が ATTを実施している際の脳活動を明らかにし，先行研究との比較

を試みた。瞑想の経験があり右利きである男女 8名に対し，開眼安静時および ATT実施

時の脳波が測定された。そして，sLORETAソフトウェアで脳波の発生源を推定し，安静

時と ATT実施時の間で比較がなされた。結果，安静時と比較し，注意転換時及び注意分

割時に右背外側前頭前野におけるガンマ波の有意な増加が見られた。先行研究から，この

結果は，瞑想時に見られる脳活動の一部と一致しており，特定の対象に対する注意維持を

反映していると考えられる。今後も参加者数を増やし検討を続けるとともに，引き続き瞑

想中の脳活動との比較を進める必要がある。
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目　的

マインドフルネス瞑想によって得られる効果のうち，

どこまでが注意機能の改善によって得られるものである

かを調べることは，その治療メカニズムを解明する上で

重要である。

瞑想における注意制御を独立して検討するため，注意

訓練（Attention training technique: ATT）を用いるこ

とができる可能性がある。ATT は，同時に聴取される

複数の環境音に対して様々な方法で注意を向ける訓練で

あり，聞こえる音の中からひとつの音のみに注意を向け

る「選択的注意」，次々と別の音へ注意を切り替える「注

意転換」，全ての音へ同時に注意を向ける「注意分割」の

3つの段階から成る（Wells, 2002）。一方，種々の瞑想技

法は，注意制御の観点から Focused Attention（FA）瞑

想とOpen Monitoring（OM）瞑想に大別できる（Lutz,

Slagter, Dunne, & Davidson, 2008）。FA瞑想において

は，ひとつの感覚に対し持続的に注意を向け続ける。そ

して，雑念などに注意がそれた時には能動的に本来の対

象へ注意を戻すという注意制御を繰り返す。一方 ATT

のうち選択的注意の段階においては，ひとつの音に対し

て持続的に注意を向け続ける。そして，雑念は環境音の

ひとつとして捉え，気がそれた時には能動的に対象とな

る音へ注意を戻すよう教示される。また注意転換の段階

は，気がそれてしまった時に注意を戻す練習を，集中的

に行うことを意図している。さらに，OM瞑想は意識野

で捉えられる全ての感覚・思考・感情などに気づきを向

ける瞑想であるが，これは，注意を複数の対象に分配す

るという点で，注意分割の段階に類似している。ATT

の開発者であるWells（2002）もまた，瞑想と ATTは類

似した注意制御を求める一方，ATT においては瞑想中

に行われる，内部感覚への曝露といった，注意制御以外

の作業要素は含まないと説明している。しかし瞑想技法

と ATTの技法上の性質を比較した先行研究はなく，ま

た ATT実施中における実施者の状態を検討する研究も

ない。このため，瞑想中に行われる注意制御と ATT中

に行われる注意制御が同質であるかは不明である。

そこで本研究では，瞑想経験者がATT及び瞑想を実施

している際の脳活動を測定し，ATTと瞑想が同様の注意

制御を行っているかを検討するための第一段階として，

十分な瞑想経験を積んだ者の ATT実施中の脳活動を明

らかにすることを試みた。仮説としては，Hasenkamp,

Wilson-Mendenhall, Duncan, & Barsalou（2012）にお

ける結果と同様の神経活動が ATT実施中に観察される

と考えられる。同研究において瞑想実施中に活動が生じ

た領域のひとつは，ある対象へ集中を続ける認知活動を

反映する，右背外側前頭前野（Dorsolateral prefrontal

cortex: DLPFC）である。

方　法

瞑想の経験があり右利きである男女 8名（女性 1名; 平

均年齢 39.6±10.2歳; 平均瞑想経験時間 1813.7±1560.8

時間）の参加者を解析対象とした。これらの参加者を対

象とし，構造化面接にて瞑想経験について尋ね，合計瞑

想経験時間を算出した。その後，開眼安静時，暗算実施

時，ATT 実施時の脳波を測定した。暗算実施中，参加

者は 2014から次々に 7を引くという暗算を行うよう求

められた。この暗算は視点を画面に固定し，声に出すこ

となく行うよう指示された。ATT 実施中は 5 種類の環

境音を含む音源がヘッドホンから再生され，参加者は以

下の 3 種類の条件ごとに，教示の通り環境音へ注意を

向けるよう求められた。選択的注意条件においては，1

分置きに音声指示されるひとつの音に対してのみ注意

を向け，注意転換条件においては 10 秒置きに音声指示

されるひとつの音にのみ注意を向け，注意分割条件にお

いては全ての音へ同時に注意を向けるよう，モニター上

に指示された。安静時（3分間）及び，ATT実施時（1

条件ごとに 3 分間）の連続した脳波測定を 1 セットと

し，5分程度の休憩を挟んで 2セットの測定が行われた

（Figure 1）。

Figure 1 　 Task design

なお暗算条件は，今後の研究で瞑想未経験者から得

られるデータとの比較を行うために設けた条件である。

瞑想経験者と未経験者では，安静時の過ごし方が異な

る可能性がある。そのため，それらの神経活動を比較す

る際には，安静時以外に複数のベースラインを設ける必

要性が先行研究で主張されている（Brefczynski-Lewis,

Lutz, Schaefer, Levinson, & Davidson, 2007）。ただし

現段階では，瞑想未経験者のデータが得られていないた

め，暗算条件にて得られたデータは解析の対象としてい

ない。脳波測定には 22個の電極（Fp1, Fp2, F7, F3, Fz,

F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, TP9, TP10, P3, Pz, P4,

T5, T6, O1 ,Oz, O2）を用いた。測定によって得られ
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た 180秒× 2セットのデータを 180個のエポックに分割

し，そのうちアーティファクトの含まれない平均 112.6

個のエポックを解析に用いた。さらに，sLORETA と

呼ばれる解析により，脳波の発生源が 8つの周波帯（δ:

1.5-6.0Hz, θ: 6.5-8Hz, α1: 8.5-10Hz, α2: 10.5-12Hz,

β1: 12.5-18Hz, β2: 18.5-21Hz, β3: 21.5-30Hz, γ: 35-

44Hz）ごとに推定され，安静時と ATT実施中の各条件

間で比較がなされた。

結　果

安静時と比較し，注意転換時および注意分割時に，右

中前頭回および右上前頭回を中心とした領域，すなわ

ち，右背外側前頭前野（Dorsolateral prefrontal cortex:

DLPFC）領域において，ガンマ波の有意な増加が見ら

れた（p < .05, corrected; Figure 2）。その他の周波帯

および領域においては，有意差は確認されなかった。ま

た，選択的注意条件と安静時の比較では，どの周波帯に

おいても有意差のあるボクセルは見られなかった。次に

今回得られた結果が瞑想経験と関連することを示すた

め，注意転換時および注意分割時それぞれにおいて安静

時と比べ最も大きい差を示したボクセルにおける数値

と，瞑想経験時間を用いてスピアマンの順位相関分析を

行った。その結果，どちらの条件でも有意な結果は見ら

れなかったものの，中程度の相関が示された（注意転換:

ρ= .54, p= .17; 注意分割: ρ= .54, p= .17）。

考　察

注意転換条件および注意分割条件時と安静時の脳電気

活動を比較した結果，右背外側前頭前野（Dorsolateral

prefrontal cortex: DLPFC）にガンマ波の有意差が見

られた。ガンマ波の増加は，その領域における神経活動

の増加を示していると解釈することができる（Oakes et

all., 2004）。このことから本研究においても，両条件に

おいて右 DLPFCに有意な活動が生じたと考えられる。

先行研究から，この結果は，瞑想時に見られる脳活動

の一部と一致している。Hasenkamp et al.（2012）は，

本研究と同程度の瞑想経験量を持つ参加者を対象とした

実験である。この研究では，FA 瞑想実施中における認

知活動について 4 種類のフェーズを仮定し，それぞれ

のフェーズにおける脳活動を個別に検討している。この

研究のうち，瞑想に集中しているフェーズにおいて見ら

れた脳活動と，本研究のうち，注意転換条件および注意

分割条件において見られた脳活動は一致している。同研

究において右 DLPFC の活動は，特定の対象への注意

維持を反映していると考察されており，本研究の結果も

また，同様の認知活動を反映していると考えられる。一

方，選択的注意条件において右 DLPFCの活動は確認さ

れなかった。しかし，現段階においてはサンプル数が不

足しており，検出力が充分でない可能性がある。選択的

注意条件と安静時との比較では，有意差は出ていないも

のの，DLPFC においてもっとも大きな差が見られてい

Figure 2 　 The gamma frequency activity during attention switching (a) and divided attention (b)
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た。また有意とはならなかったものの，右 DLPFCの活

動量は，瞑想経験量と中程度の相関を示していた。今後

より検出力を高めることで，これらの変数間に有意な相

関が示される可能性がある。

このように，ATT実施中に見られる神経活動は，瞑想

時に見られる神経活動と一部一致することが示された。

しかし，右 DLPFCにおける活動は，瞑想時に限らず多

くの課題中に見られる現象である。また現段階では，こ

の活動と瞑想経験量との有意な相関も示されていない。

このため今回の結果からは，ATT と瞑想の類似性はご

く限られた範囲においてのみ示されたと言える。

今後は参加者を増やし，ATT 実施中に，瞑想中に生

じるとされる他の認知作業を反映する神経活動が見られ

ないか検討を続ける必要がある。また ATT実施中のみ

ならず瞑想中の脳波を測定し，各技法実施中の神経活動

を被験者内で比較することが求められる。これにより，

両者の類似性や差異を明確に検討することができるだろ

う。さらに，瞑想の経験が無い者に対しても同様の実験

を行うことにより，長期的な瞑想経験が ATT実施中の

神経活動を変化させるか検討することができる。瞑想の

長期的な実施により，瞑想実施中の注意方略が変化する

ことが示唆されている（Manna et all., 2010）。このよ

うな注意方略の変化が ATT 実施中にも生じることを，

神経活動の変化から示すことで，瞑想法と ATTの類似

性をより強固に示すことができると考えられる。
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