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Mindfulness is a very exciting development over the last twenty years. One rea-

son for its popularity is that it has been shown effective in clinical trials. Another

reason is that basic scientists have become interested in how it works and what

the mechanisms behind its effects are.

It was fortunate that mindfulness arrived on the scene at about the same time

that brain science was getting much more accessible. This meant that we could see

the changes in the brain that come about when people practice different forms of

meditation. For some people, it’s very important to be able to see that something

that is apparently very silent, like a mindfulness practice, actually has effects on

the brain, that cultivating mindfulness can have effects that are as clear as those

demonstrated when one learns other skills such as learning to play the piano or

to juggle balls. For others, brain science will always take second place to the

testimony of their own experience of the benefits of the practice.

It’s very clear that when people are sitting doing a meditation practice, they

are not just sitting doing nothing. They are learning skills. What skills are they

learning? One of them is the skill of paying sustained attention. Another skill

is noticing when the attention wanders, and gently shepherding it back to the

intended focus. When taking up meditation for the first time first, many people

think that they are trying to clear the mind, that meditation is about trying to

stop thinking. But then, gradually, they realize that mindfulness is about seeing

clearly the patterns of the mind. This newly learned stance is called decentering:

some say that this is the skill that will likely prove most helpful in improving

resilience and well-being in those who seek help through mindfulness.

One of the interesting findings from the laboratory is that different people take

different things from mindfulness practice. Of course this makes it quite frustrat-

ing for a laboratory researcher trying to identify the mechanisms of mindfulness,

as it means that some findings are difficult to replicate. For example, in one study

changes in compassion might seem critical, while in another study, it doesn’t seem

to be so critical. We are beginning to learn that different things are helpful for dif-

ferent people at different times, and clarifying these issues will take time, patience

and a willingness to continue the collaboration between clinicians and researchers.

What is really encouraging is to see how the Japanese Association of Mindfulness

has taken full advantage of the opportunity to continue this work of collaboration.

(Based on the interview by Sugiura at July 17, 2016)
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この 20年，マインドフルネスはとてもエキサイティングな発展をしてきた。注目

をあつめている理由の一つは，臨床試験において効果が示されてきたことである。も

う一つは，基礎研究者が，マインドフルネスがなぜ効くのか，その効果を支えるメカ

ニズムに興味をもつようになったことである。

脳科学が広まってきたのとほぼ同じ時期にマインドフルネスに注目されるように

なったことは幸運であった。色々な瞑想を実践する際の脳の変化を目で見ることがで

きるようになったのである。マインドフルネスのようにじっと座って実践すること

が，実際に脳に変化を及ぼすのだということが可視化できることが重要性をもつ人も

いる。マインドフルネスを涵養することで，ピアノやジャグリングの練習をしたとき

と同様のはっきりとした成果を目で見られるということである。一方では，脳科学よ

りも自分自身の体験を重視する人もいる。

瞑想の実践をしているときに，何もしていないわけではないことは明白である。瞑

想によって，スキルを獲得しているのである。どのようなスキルであろうか。一つは，

注意を持続させておくスキルである。もう一つは，自分の意識がどこかに行ってし

まったことに気づき，それをもとの対象に優しく連れ戻すスキルである。瞑想を始め

たとき，それは心を空にすることだと，つまり，思考をなくすことだと考える人は多

い。しかし，続けるうちに，マインドフルネスとは心のパターンをはっきりと見るこ

とだとだんだん気づいてくる。このような新たな姿勢は「脱中心化」と呼ばれる。脱

中心化こそが，マインドフルネスによる援助を求めている人のレジリエンスや幸福を

向上させるスキルだと考える専門家もいる。

基礎研究から見えてきた面白い点は，それぞれの人が異なったものをマインドフル

ネスの実践から得ていくということである。このことは，研究結果の再現が難しいと

いうことを意味するため，マインドフルネスのメカニズムを明らかにしようとする基

礎研究者にとっては難題となっている。例えば，ある研究では慈悲が重要だというこ

とが見出されたが，別の研究ではあまり重要ではないという結果がでる，といったこ

とがある。人によって，また時期によって，助けになるものは異なるようだというこ

とが分かりはじめている。このことを解明するには，時間と忍耐だけでなく臨床家と

科学者との協働が不可欠である。日本マインドフルネス学会が，こうした共同作業を

継続していくために，最大限のチャンスを活かしていくことができれば，大変頼もし

いことである。

（杉浦によるインタビュー（2016年 7月 17日）をもとに構成）
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