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当ワークショップは，品川シーズンテラスカンファ

レンスにて 2016 年 7 月 19 日（火）～21 日（木）の 3

日間に渡って行われた。その目的は、マーク・ウィリア

ムズ博士（Dr. Mark Williams）によるマインドフル

ネス認知療法（Mindfulness-Based Cognitive Therapy:

MBCT）の 8回のクラスを直接経験することであった。

以下に，3日間のワークショップの流れや印象に残った

点について述べていきたい。

クラス 1

ワークショップ 1 日目（7/19 火 10:30 ～ 18:00）の

クラス 1 では，クラス開始前の個別面接について説明

がなされた。ここでは患者の人生のストーリーが聴取さ

れ，マインドフルネスが彼らにとってどのように役に立

つのか関連づけられていくことが説明された。さらに，

マインドフルネスとは，はっきりとした（clear），明晰

な（rucid）気づき（awareness）であること，はっきり

とわかること（clear seeing）であり，思考を止めるこ

とではない，といった明確な定義がなされた。この際，

「気づきの光を当てる方法（How to shine the light of

awareness）」と比喩的にマインドフルネスを表現されて

いたことが印象的であった。さらに，いかに習慣的で自

動的な問題解決モード（doingモード）がうつ病の再発

における役割を担っているかが述べられ，気づきによっ

て別のモード（beingモード）にシフトすることの重要

性が強調された。そして，瞑想実践としてレーズンを食

べる瞑想とボディスキャンが行われた。

クラス 2

大変美味しい弁当を 10 分間は無言で気づきながら味

わう昼食をはさみ，クラス 2「頭のなかに生きること」

が行われた。ここでは，頭の中でばかり生きるのではな

く，もう少し体に意識を向けてみる，過去や未来ではな

く，今ここに意識を向ける重要性が述べられた。まず，

ボディスキャンを行った後に，「友達を見かけ手を振った

のに気づかずに去っていった」という場面をイメージす

るというエクササイズを行った。この際，参加者に生じ

た思考，感情，身体感覚をウィリアムズ博士がボードに

書き出すことで思考が感情を生み出すことが示された。

クラス 3

2日目（7/20 水 10:00～ 18:00）の頭に行われたクラ

ス 3は「散らかった心をまとめる」というテーマであっ

た。ここでは，「見る」瞑想（外の風景を見て木々などの

対象に注意を向ける瞑想），ヨーガと座る瞑想，3分間呼

吸空間法の実践がなされた。ウィリアムズ博士からは自

殺性の患者にはヨーガが導入されることが紹介された。

私自身はMBCTにおけるヨーガ瞑想を初めて行ったの

だが，手を伸ばす，足を広げるなどの具体的な動作，身

体の感覚に集中しやすく，そこで生じるものにも気づく

のが容易であったように思う。3分間呼吸空間法のレク

チャーでは，①体や心で何が起こっているか確認する，

②呼吸に焦点を絞る，③オープンな意識をもって心身

を観察する，すなわち意識を広げ，絞りまた広げるとい

う手順の重要性が強調された。ストレスがかかるとスト

ローを覗くような，トンネルのような狭い視野になって

しまうため，すぐに呼吸に意識させることはしないとの

ことであった。この点は狭くなった物事の見方を変化さ

せるという点で重要であることが指摘された。

クラス 4

クラス 4は「嫌悪を認識する」というテーマであった。

呼吸，身体，音，思考についての選択のない気づきとと

もに座るという瞑想実践がなされた。ここでは，我々は

核となる感覚（快や不快）を体験すると，快に対しては

渇望，不快に対しては嫌悪という習慣的な心の反応をし

てしまうことが指摘された。核となる感覚は通常自然に

どこかへと去っていくものであるが，その周りに様々な

ものが絡みつくことで（心の習慣的反応をすることで），

この感覚がロックされてしまい，不快で粘着性の思考

が生じてくるといった問題点が紹介された。瞑想のシェ

アリングの際，ウィリアムズ博士は参加者が瞑想をする

中でどのような快，不快な感覚を経験し，それらに対し

てどのような反応を行っていたのか発見を導くために，

オープンクエスチョン（例，それでどうなりましたか？）

およびクローズドクエスチョン（例，やっぱり頭の中で

不快な対象を変えたいという思いがあったのでしょう

か？）を用いて質問を重ねておられたのが大変印象的で

あった。

クラス 5

1日目同様，味わいながらの昼食をはさんで行われた

クラス 5 のテーマは「許容する／そのままにする」で

あった。ここでは，「ほしくない」と嫌悪していた不快な

対象を受け入れるためのスキルを養う重要性が強調され

た。マインドで受け入れるように命令するのではなく，

体に何が起きているか気づき，その状態を受け入れる練
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習をするとのことだった。呼吸瞑想の実践では，「不快

な対象をなくそうとするのではなく，それに対する自ら

の態度を変えること，嫌いだという気持ちもそのままそ

こに居させてあげること，それらをあたかも友であるか

のように扱うこと」といった，対象を受け入れるための

重要な態度についてのインストラクションがなされた。

感想のシェアリングの時間では，ウィリアムズ博士は対

象を無くしたいと思ってしまう参加者に対して，「そう

ですよね，なくなってほしいですよね」といったように

まずは温かく受容的な言葉かけをした上で，参加者が対

象を受け入れていくようエンパワーメントするという柔

らかな対応をされていたことが心に残っている。

クラス 6

ワークショップ 3日目（7/21 木 10:00 18:00）に行わ

れたクラス 6のテーマは「思考は事実ではない」であっ

た。「ネガティブな気分の時に生じた思考はそれを思考

だと認識することは難しい。思考が感情に包まれている

から，あたかも思考が本当のことのように思われる。し

たがって，思考を生じさせた感情は何であるのか体を通

して気づくことが重要である」と述べられていた。ウィ

リアムズ博士はこのセッションでの呼吸瞑想のシェアリ

ングにおいても，「大事なことは思考や感情、感覚を敵

とみなさないこと，それらを友好的に認めること」と述

べ、温かな態度で内的な対象を観察する重要性を伝えて

おられた。

クラス 7

クラス 7 のテーマは「どうしたら最善のケアができ

るか？」であった。参加者は日々の自らの活動をリスト

化し，それぞれについて，気分を上昇させるか，気分を

低下させるか，評価を行うよう促された。忙しいと，気

分を上昇させる活動をすることをやめてしまいがちにな

るが，これこそが最も自らに栄養を与えてくれる活動で

あることが強調された。また，これらの記述をもとにし

て，気分が落ち込んだ際にどのように賢く対応をするこ

とができるのか考える時間が与えられた。

クラス 8

クラス 8 のテーマは，「新たな学習を維持し，拡張す

る」であった。まずボディスキャンを行い，シェアリン

グの中でコースの重要なポイントが再提示された。特

に，「不快な瞑想ほど役に立つものはない。不快な対象

に対するあらゆる習慣が瞑想の場に現れる。そのような

習慣に気づくことで，日常生活の中でも衝動的に習慣が

行われそうなときに気づくことができるようになる」と

いった旨の内容が強調された。最後にウィリアムズ博士

から，ふりかえりと今後もマインドフルネスを実践して

いくにあたっての励ましの言葉が述べられた。

全体を通して，特に印象的であったのはウィリアム

ズ博士のお人柄とインストラクターとしての技量であっ

た。ウィリアムズ博士は山のような存在感がありつつ

も，立ち振る舞いは素朴で温かみがあり，語り口は柔ら

かく，眼差しは優しく，大変親しみやすい印象を受けた。

参加者がどのような感想を述べても「ほう」「素晴らし

い」「いいですね」「それは大変興味深い」などと受容す

る様は，ウィリアムズ博士が勧める瞑想の対象に対する

友好的な態度をご自身が体現されていると感じられた。

また，そのような温かさをベースとしながら，参加者の

コメントに対して巧みに質問を繰り返し，参加者を発見

へと導く様は見事としか言いようがなかった。私自身が

今後マインドフルネストレーニングのインストラクター

をしていくうえで必要な態度、技量を目の当たりにす

ることができ，一生の財産になったことは間違いないと

思われる。このような大変貴重な機会を得られたことを

感謝し，今後とも自身の実践や研究に励んでいきたいと

思う。
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