2019/11/5

瞑想とフォーカシング
～雑念をどう活かすか～

Meditation and Focusing
～ How we can utilize Thoughts ～

心身教育研究所 土江正司
The Holistic Education Institute Shoji Tsuchie
https://www.sinsined.com/
1

概要 Overview
1, 初期仏教の因果論 ～雑念の位置づけ
Causal theory of early Buddhism～ Position of worldly thoughts～

2,「空」と体験過程 “Emptiness” and Experiencing
3, ジェンドリン哲学の仏教的功績

Buddhist achievement of Gendlin philosophy
4, マインドフルネスとフォーカシング
Mindfulness and Focusing
5, ビオンのコンテナー理論 Container theory by Bion
6, 雑念と体験過程 Thoughts and Experiencing
7, 雑念を活用したセルフ・フォーカシング瞑想
Self-focusing meditation using thoughts
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五蘊 Five Skandas

五蘊とは、あたかも実在して
いるかのように感じられてい
る5つの凝集物。
Five Skandas is five aggregates
that feel as if they exist.

色

身体

受

瞬間的な生物的反応。フェルトセンスとして把握可能
Immediate visceral reactions. It can be grasped as Felt sense.

想

雑念・イメージ
Worldly thoughts
images

Body

行

思考の癖・概念
Ruts・concepts

識

自己意識
Self conciousness

• 五蘊は、悩みが生じるメカニズムをよ
く表している。
• “Five Skandas” are a good
representation of the mechanism
that causes distress.
• 仏陀は「行を作ってはいけない」とよ
く弟子に諭した。
• The Buddha often told his disciples,
"Do not make concepts“.
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「行」と「識」は、「受」を増大させ、我々を苦しめる。それに
よって「想・行・識」もますます増大するという悪循環に至る。
“Concepts” and “selfconsciousness” increase
reactions and afflict us. This
leads to a vicious circle in
which “thoughts, concepts,
and self-consciousness” grow
more and more.

例えば威張っている人物
を嫌悪する人は、そうで
ない人に比べ、威張って
いる人物と出会ったとき
に、強い反応を起こす。
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For example, a person who hates an intimidating person reacts more strongly
when he meets an intimidating person than a person who does not.
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仏教の方法 「マインドフルネス」
The Way of Buddhism “Mindfulness”
• マインドフルネスとは、できるだけ雑念を交えずに、今
起こっていること、今おこなっていることに気づいてい
ること。
• Mindfulness is the awareness of what is happening
and what is being done, with as little distraction as
possible.
• マインドフルネスは雑念、つまり「想」を作り出さない
方法と言える。
• It can be said that mindfulness is a method of not
creating a “thoughts”.
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因果論的な悟り
Causal enlightenment
• 「想」を作り出さなければ「行」も作られない。
• If you don't create a "thoughts", you can't make a
“concepts".
• 「行」が作られなければ、「識」つまり自己意識も作られ
ない。このように初期仏教では因果論的に悟りを目指した。
• If “concepts" are not created, “self-consciousness" is not
created. In this way, early Buddhism aimed at
enlightenment causally.

受

想

行

reactions

thoughts

concepts

識
Self consciousness
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「空」について

About “emptiness”

• 2～3世紀、龍樹による「空」の思想とともに大乗仏教が体
系化された。
• In the 2nd and 3rd centuries, Mahayana Buddhism was
systematized with the idea of “emptiness” by Nāgārjuna.
• 空とは、すべてのものには実体がないということ。実体が
ないから変化を説明できる。

• Emptiness means that everything has no entity. You can
explain the change because there is no entity.

Emptiness ≠
7

真の実在

True Reality
• 空は真の実在（真如）と
みなされる。
• Emptiness is regarded as
true Reality.
• 真の実在を把握すること
が悟り。
• Enlightenment is to grasp
true Reality.
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体験過程 Experiencing
「体験過程」も真の実在を表す一つの用語と考えてよい
だろう。ジェンドリンは真の実在に「暗在性」があるこ
とを見出し、真の実在から意味が生まれるプロセスを説
明した。
“Experiencing” may also be considered as a term that
represents true reality. Gendlin finds that there is
"implicit" in true reality and explains the process by
which meaning is born from true reality.
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主客合一
The fusion of the observer and the object
• 「実体」は観察者と観察対象の分離から生じる。そのよう
な観察のあり方自体が、受→想→行→識という因果を生む。
般若心経では「空中無色無受想行識」と説いている。

• “Entity” arises from the separation of the observer and
the observation object. This way of observation itself
produces the cause and effect of “reaction” → “thoughts”
→ “concepts” → “self-consciousness”. Heart Sutra
describes it as “In emptiness, no body, reaction, thoughts,
concepts, and self-consciousness.”.
• 観察者と観察対象の一体化（主客合一）によって、「空」
が体得される。
• “Emptiness” is obtained by the fusion of the observer
and the observation object.
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「空」とジェンドリン哲学
“emptiness” and Gendlin’s philosophy
• ジェンドリンは仏教を参照することはなかったが、ジェ
ンドリン哲学は「空」をよく捉えていると考えられる。
• Gendlin never referred to Buddhism, but Gendlin's
philosophy seems to capture the Emptiness well.
• 「 Interaction first 」や「クロッシング」は、空の特徴
をよく表している。
• “Interaction first” and “Crossing” well represent the
characteristics of Emptiness.

Interaction first

Emptiness
Experiencing

Crossing
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因果論→クロッシング・相互関係性
Causality → Crossing / Interrelationship
• ある事柄や概念が生じるのは因果に拠ると初期仏教では考
えた。
• Early Buddhism thought that the occurrence of certain
things and concepts depended on cause and effect.
• 大乗仏教では、事象が共時性によって生じることを示した。
つまりクロッシングと相互関係性に拠って、何かが生じる
のである。
• In Mahayana Buddhism, it was shown that the event was
caused by synchronicity. In other words, things happen
based on crossing and interrelationships.
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ジェンドリン哲学の仏教的功績
Buddhist Achievement of Gendlin’s Philosophy
• フォーカシングは、主客合一を誰にでも可能にし、空を身
近にした。
• Focusing made the fusion of the observer and the object
possible for everyone and made Emptiness closer.
• ジェンドリンは体験過程に暗在性を見出し、意味の創造に
ついて明らかにした。これについて、仏教では明確な理論
が見当たらない。

• Gendlin finds “implicit” in experiencing and clarifies the
creation of meaning. There is no clear theory about this in
Buddhism.
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マインドフルネスとフォーカシング
Mindfulness and Focusing
• マインドフルネスによる気づきの対象を「受」にしたなら
ば、フェルトセンスを認識することができる。
• If the subject of mindfulness awareness is “reactions”, a
felt sense can be recognized.

• そのままフェルトセンスへのマインドフルネスを継続すれ
ば、やがてシフトを体験する。そのとき「主客合一」を体
験している。
• If you continue your mindfulness towards the felt sense,
you will eventually experience a shift. At that time “the
fusion of the observer and the object” is also experienced.
• 大乗仏教的なマインドフルネスは、このように、直接的な
「空」の感得である。
• Thus, Mahayana Buddhist mindfulness is a direct
Emptiness experience.
14
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マインドフルネス・ヨーガとフェルトセンス
Mindfulness Yoga and Felt sense
• 発表者はマインドフルネス・ヨーガを教えている。
• The presenter teaches mindfulness yoga.
• アーサナを行うとき、刺激の与えられている筋肉の感じに
傾聴する。
• When performing asanas, I listen to the feeling of the
muscles being stimulated.
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マインドフルネス・ヨーガとフェルトセンス
Mindfulness Yoga and Felt sense
• やがて、筋肉がふっと伸びる瞬間がある。それはフェルト
シフトのような体験である。このとき筋肉と「主客合一」
しているといえる。
• Eventually, there will be moments when the muscles
stretch out. It is an experience like a felt shift. At this
time, I can say that I am fusion with my muscles.
• このように筋肉とフェルトセンスは、よく似ている。
• Thus, muscles and felt sense are very similar.

≒Felt sense
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雑念の正体 The identity of thoughts
• 受（反応）に対し、フォーカサーであればそこにとど
まってフェルトセンスを体験することもできる。
• Against “reactions”, if you are a focuser, you can stay
there and experience the felt sense.
• しかし普通は不快感から防衛的に、「受」を引き起こし
た事象に関する雑念（想）が自動的に始まる。
• But usually, as a defense against discomfort,
“thoughts” of the event that caused the reactions
automatically begins.
• 概念化が始まり、主・客の分離もここからはじまる。
• Conceptualization begins,, and the separation of the
observer and the object begins here.
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「行」と「識」は、「受」を増大させ、我々を苦しめる。それに
よって「想・行・識」もますます増大するという悪循環に至る。
“Concepts” and “selfconsciousness” increase
reactions and afflict us. This
leads to a vicious circle in
which “thoughts, concepts,
and self-consciousness” grow
more and more.

影響
influence

• 「行・識」の影響を受けるほど、
「受」から生じる「想」は盛ん
になる。
• The more influenced by “concepts,
self consciousness”, the more
“thoughts” that come from
“reactions” become prosperous.

受

反応 reactions

想

雑念・イメージ
Worldly thoughts
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行

思考の癖・概念
Ruts・concepts

識

自己意識
Self consciousness
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器による「受」の制御
Control of "reactions" by container
‐ ビオンのコンテイナー（器）理論から ‐
- From “container theory” by Bion • まだ言葉を持たない乳児は、「空腹」、「排便」、「眠い」、
「暑い・寒い」、「抱っこしてほしい」というようなまとまり
のある概念をまだ形成できない。
• Infants who have not yet spoken cannot yet form coherent
concepts such as “hungry”, “defecation”, “sleepy”, “hot /
cold”, “want to hold”.
• だから空腹になったら、行・識の影響のない純粋な「受」を体
中で表現する。つまり泣くのである。

• So, if he/her is hungry, expresses a pure “reactions” without
the influence of “concepts, self consciousness” throughout
his/her body. In other words, he/her cries.
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• このとき母親は「この泣き方はおっぱいだ
な」と心得ていて、「はい、お腹へったね。
おっぱいだよ」と言いながら乳を与えるだろ
う。
• At this time, the mother knows, “This way
of crying will surely want milk,” and giving
milk while saying, “You are hungry. Here
milk”.
• そのようにしながら乳児は「空腹」や「おっ
ぱい」の前概念を獲得し、それによってある
程度の苦痛（受）に耐えられるようになると
ビオンは考えたのである。
• Bion thought that infants would acquire the
pre-concepts of “hungry” and “milk” in that
way, and be able to withstand some painful
reactions.
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• ビオンは、乳児に対する母親のこ
のような役割を「コンテイナー
（器）」と呼んだ。
• Bion called such a mother's role
for infants “container”.
• この器の中で子どもは様々な
「受」をストレートに母親にぶつ
け、ケアしてもらう。
• In this container, the infant
strikes his/her mother with
various “reactions” and has them
take care.
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• 次第に乳児自身の内側にも小さ
な器が育ち、「受」に耐えられ
るようになっていく。
• Gradually, a small container
grows up inside the infant and
he/she becomes able to
withstand “reactions".
• それは母親の概念の世界を乳児
自身が受け継いだということで
ある。
• It means that the infant
inherited the world of the
mother's concepts.
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• もし適切なケアを受けられなければ、内的な器は未熟
なままであり、「受」→「想」→「行」→「識」→
「受」の循環は激しさを増し、ついには母親という外
側の器にも収まりきらなくなる。
• If the infant is not getting proper care, the internal
container remains immature, and the cycle of
“reactions” → “thoughts” → “concepts” → “selfconsciousness” → “reactions” increases in intensity,
and finally “reactions” can no longer fit into the
mother's outer container.

受
想

識
行
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器は「行（概念）」で作られている
The container is made with “concepts”
• 「行・識」は仏教的には迷いの産物だが、誰であっても必
ずそれは作られ、何かの役割を果たし、そして無用になる
というプロセスをたどる。

• “Concepts, self-consciousness” is a product of
“ignorance” in Buddhism, but anyone can make it, play a
role, and follow the process of becoming useless.
• 仏陀は、教え（これも概念である）も方便であり、彼岸に
達したら捨て去るべきであると言った。

• Buddha said that the Dharma (it also concepts) was also
means and should be thrown away once one reaches the
Reality.
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良い概念の器が作られるべきである
Containers with good concepts should be made.
• 子どもにとって母親、家庭、学
校、コミュニティが器である。
大人にとっては家庭、コミュニ
ティ、職場、社会が器である。
• A mother, a home, a school, and
a community are containers for
a child. For an adult, a home, a
community, a workplace, and
society are containers.
• つまり器はフラクタルな多重構
造である。
• Thus, containers have a fractal
multiple structure.
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器が我々を自由にする
containers free us
• 器は長い歴史の中で、収まりの良いものが選別さ
れ、磨かれ、受け継がれてきたと言えるのではな
いだろうか。
• It can be said that containers have been
selected, refined and passed down over a long
history.
• 俳句は5・7・5という枠が器である。スポーツに
おいてはルールが器であり、社会においては法律
が器である。
• Haiku has a container of 5・7 ・5. Rules are
containers in sports, and laws are containers in
society.
• 器があるから我々は自由にしていることができる。
• Because of containers, we can be free.
26
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器の限界と雑念の特徴
Limits of Containers and Features of Thoughts
• 器の機能を述べてきたが、器は思考の癖を誘発するので、
雑念を野放しにすれば、「やっぱり私はダメ人間だ」など
という、いつものパターン思考に陥ってしまう。
• I have described the function of containers, but its
induces a habit of thinking, so if you leave it open, you
will fall into the usual pattern thinking such as "I am a
useless person."
• 「受」の周りをぐるぐる回り、一向に核心に至らない思考
が雑念の特徴である。
• Thoughts goes around “reactions”, and it never reaches
the core. That is a characteristic of them.
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雑念は体験過程本来の働き
Thoughts are the original work of Experiencing.
• しかし、雑念はフェルトセンスを表現しようとする体験過程の
本来の働きから生じていると考えてみてはどうだろうか。
• But how about thinking that thoughts stem from the original
work of Experiencing of expressing the felt sense?
• 雑念を野放しにするのではなく、ときどきその発生源である
「受」に対してマインドフルネスを施し、フェルトセンスを確
認するようにすれば、次第に雑念がフェルトセンスにフィット
する表現に自動的に近づいていくので、意図的にフォーカシン
グを行う必要はない。
• Rather than letting go of thoughts, we sometimes apply
mindfulness to the source “reactions” and confirm the felt
sense. Gradually thoughts automatically approaches the
expression that fits the felt sense, so there is no need to do
focusing intentionally.
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雑念はひらめきと創造の元
Thoughts are the source of inspiration and creation
• ひらめきはリラックスしているときに起こると
言われている。

• Inspiration is said to occur when you are
relaxed.
• 我々が何かを一生懸命考えて、行き詰まってい
るときに、「受」に対してマインドフルネスを
施せば、体験過程は何らかのひらめきと創造を
与えてくれるだろう。
• When you think about something hard and
get stuck, giving your mindfulness to
“reactions” , Experiencing will give you some
inspiration and creation.
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器の成長 Growth of Container
• 雑念が盛んになるのは、我々が外的または内的な器に窮屈さを感
じるときである。
• Thoughts becomes active when we feel cramped by external or
internal containers.
• このときフォーカシングを行うことで、器がバージョンアップさ
れる。
• At this time, the container is upgraded by performing focusing.

30
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セルフ・フォーカシング瞑想
Self-Focusing Meditation
• フォーカシングは通常ペアで行われるが、もしセルフ・
フォーカシングが可能であれば、毎日でも行うことができ
る。
• Focusing is usually done in pairs, but it can be done every
day if self-focusing is possible.
• 雑念は尽きることがないので、できれば毎日瞑想という形
でセルフ・フォーカシングを行い、毎日のように器のバー
ジョンアップを行うのが良い。
• There is no end to thoughts, so if possible, it is better to
do self-focusing in the form of meditation every day, and
to upgrade the container frequently.
• 器のバージョンアップが人格の成長である。
• The upgrade of container is the growth of personality.
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セルフ・フォーカシング瞑想の方法
The Method of Self Focusing Meditation
• 背筋を伸ばして、不動の姿勢を保つ。この姿勢を
保っていれば、雑念が野放しになることは減る。
• Keep your back straight and stay stationary. If
this attitude is maintained, thoughts are not
likely left open.
• 雑念を容認し、ときどき呼吸や姿勢の状態に気づ
き、そのタイミングでフェルトセンスを確認する。
意図的なフォーカシングをするわけではない。
• Accept thoughts and sometimes notice the
state of breathing and posture, and check the
felt sense at that timing. There is no intentional
focusing.
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気功やヨーガの効果
Effects of Qigong and Yoga
• 姿勢を保つためには身体の柔軟性と強さが必要なので、気
功やヨーガの実践が勧められる。気功やマインドフルネ
ス・ヨーガを行えば、セルフ・フォーカシングの良い練習
にもなる。
• In order to maintain posture, body flexibility and strength
are required, so qigong and yoga practice is
recommended. Qigong and mindfulness yoga can be a
good practice for self-focusing.
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実習 Practical training
• 簡単なヨーガ
• Easy yoga
• セルフ・フォーカシング瞑想
• Self-focusing meditation 10min

10分

• ペアでのシェアリング
• Sharing in pairs.

34
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描画によるセルフ・フォーカシング
Self-focusing by Drawing
• 発表者は「こころの天気描画
法」を開発し、描画によるセル
フ・フォーカシングを促してい
る。小学1年生くらいから実施が
可能である。
• The presenter has developed a
“Inner Weather Drawing
Method” to encourage selffocusing. It can be applied from
the first grade of elementary
school.
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器としての「場」”Field” as a Container
• 発表者はフォーカシング・サンガというグループ活動を長
年行っている。このグループも参加者にとっての器になっ
ていると考えられる。この器も年数を重ねることで、少し
ずつバージョンアップしてきた。
• The presenter has been doing group activities called
Focusing Sangha for many years. This group is also
considered to be a container for the participants. This
container has been upgraded gradually over the years.
• 参加者はこの器の中で、自由に思いを発言する。それは瞑
想における雑念と同様なものと言えるかも知れない。
• Participants can speak freely in this container. It may be
said that it is similar to the thoughts in meditation.

36
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器としての「場」”Field” as a Container
• 自由に色々な思いが展開し、多くのクロッシングが起き、
シフトがあり、やがて収まっていくのである。
• Various thoughts develop freely, many crossings occur,
there is a shift, and it will eventually settle.
• このアジア・フォーカシング国際会議という場も一つの器
である。この素晴らしい器の中で、自由な議論があり、数
多くのクロッシングが起こり、少し固まっていた概念が柔
らかくなって、また新たな概念が作り出される。
• The Asian Focusing International Conference is another
container. In this wonderful container, there is free
discussion and many crossings occur. Old concepts will
soften and new ones will be created.
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