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Abstract

Interest in Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) has been increasing among

professionals in Japan, and various books about it have been translated into Japanese.

However, it is difficult to understand how to teach MBCT by just reading books. In

the first half of this article, training at the Oxford Mindfulness Centre was shown.

Especially, the content of a Six-Day Training Retreat was detailed. In the second half,

teachings from Dr. Mark Williams at the Mindfulness Forum 2016 were presented,

focusing on the inquiry and embodiment of mindfulness. Even though the importance

of these two points are stressed by the developers of MBCT (Segal, Williams, &

Teasdale, 2012), it may be difficult to understand for those who have never had the

opportunity for observation. The majority of participants at the Forum could directly

observe and learn from Dr. Mark Williams.
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概　要

マインドフルネス認知療法に対する関心が高まり様々な書籍が翻訳されているが，どの

ように実施するのかは書籍だけではわかりにくい。本稿では，筆者のオックスフォードお

よびフォーラム 2016での学びを紹介する。
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はじめに

我が国の専門家の間でもマインドフルネス認知療法

（Mindfulness-Based Cognitive Therapy: MBCT）に対

する関心が高まり，様々な書籍が翻訳されているが，実

際にどのようにMBCTを実施するのかは書籍を読んだ

だけではわかりにくい点が多々ある。昨年，MBCT 開

発者の 1人であるマーク・ウィリアムズ博士（Dr. Mark

Williams）が初来日し，我々に対して一連の研修を実施

してくれた。その際，筆者もMBCT 1dayワークショッ

プ（7/16），マインドフルネス公開講演（7/17），MBCT

3daysワークショップ（7/19～ 7/21），MBCTナイトセ

ミナー（7/28），および国際心理学会議（7/29）でのシンポ

ジウム（Mechanism of the effects of mindfulness-based

practice: Attention and acceptance as a mediator of

intervention outcomes）に参加し，ウィリアムズ博士

から多くのことを吸収することができた。筆者は 2013

年 9 月から 1 年間オックスフォード大学で MBCT を

集中的に学ぶ機会に恵まれ，後に Oxford Mindfulness

Centre（OMC）より MBCT インストラクターとして

の認定も頂いているが，本稿では OMCとマインドフル

ネスフォーラム 2016 での学びを合わせて振り返ること

とする。なお，MBCT インストラクターのトレーニン

グについては，家接（2017）が参考になると思われる。

Oxford Mindfulness Centre（OMC）
での学び

筆者が学んだ OMCは，オックスフォード大学精神医

学科（Department of Psychiatry, University of Oxford）

の附属施設であり，精神医学関連施設が集まる敷地内に

建てられた 2階建の The Prince of Wales International

Centre（POWIC）の中にある（Photo 1）。

Photo 1 　当時，OMC が入っていた POWIC

1階に大きなホールがあり，そこで 8週間の MBCTプ

ログラム（患者および一般対象）や専門家対象の研修が

随時実施されていた。2階にはスタッフ用の研究室があ

り（Photo 2），筆者も 1年間お借りしてウィリアムズ博

士（第 11著者）らと共同研究（Ietsugu et al., 2015）を

実施する機会にも恵まれた。

Photo 2 　 OMC 内の研究室にいる筆者。特別に日

本語にも対応するパソコンを貸して頂き，とてもよ

い環境で研究にも専念できた。

同じ敷地内には 1826 年設立の精神科単科病院Warne-

ford Hospital（Photo 3）や認知行動療法で世界的に有

名な Oxford Cognitive Therapy Centreもある。なお，

OMC の一部（研究室など）は 2017 年の夏に Kellogg

College（オックスフォード大学）の敷地内へ移動して

いる。

Photo 3 　 POWIC の目の前にあるWarneford Hospital

筆者の OMC での学びは以前少し紹介している（家

接，2015）。参考のため留学中に筆者が参加した研修を

Table 1に示すが，その中でマインドフルネスフォーラ

ム 2016での学びの大きな土台になったと感じている A

Six-Day Training Retreatを今回詳しく紹介することと

する。

Mindfulness-Based Cognitive Therapy:

A Six-Day Training Retreat

（23–29 March 2014）

会場は，Ammerdown Centreという貴族の大豪邸の

一部をリトリートセンターとして改装したところであっ

た。とても静かで落ち着いた環境であるため，様々なス
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Table 1 　筆者が参加した専門家のための研修

1 The Enquiry Process

2 Neuroscience in Mindfulness

3 Teaching Mindfulness in Non-Clinical Settings

4 C’ in MBCT – Clinical underpinnings of MBCT: An Exploration of the Clinical Roots of MBCT

5 Introductions to Buddhist Psychology

6 Mindful Movement & Yoga in MBCT

7 Mindfulness-Based Cognitive Therapy: A Six-Day Training Retreat

8 Mindfulness in the Health Service

9 Groups in Mindfulness Based Teaching

10 The Breathworks Approach to Mindfulness for Chronic Pain, Illness & Stress

11 A Seven-Day Silent Retreat

ピリチュアルな団体もここで研修を行っており，OMC

主催のリトリートも同センターで行われることが多い

と聞いている。同センターは携帯の電波が届きにくく，

ネットも基本的に使うことができないため，日頃の慌た

だしい日常から離れられるリトリートにふさわしいと思

われる。

筆者が参加した時，同センターは貸し切りにされてお

り，約 30名（主に医療従事者）が参加していた。このリト

リートの前半ではMBCTを受講者として体験し，1日の

サイレントを挟んだ後半は，指導練習が行われた（Table

2）。指導練習は基本的に 4つのグループに分かれて実施

され，参加者はセンター内の 4つの部屋にそれぞれ留ま

るが，4人のインストラクター（Melanie Fennell，Marie

Johansson，Christina Surawy，Timothy Sweeney）が

セッション毎に入れ替わりで指導をしてくれたため，イ

ンストラクターの個性によって教え方が少しずつ異なる

ことも観察することができた。どの指導練習も，最初に

練習の目的や注意事項を確認した後，ペアでロールプレ

イおよびフィードバックを行った。さらに，グループの

前で代表のペアが再度ロールプレイを実施し，みんなで

ディスカッションをしたり，インストラクターからのコ

メントをもらったりしながら学びを深めた。なお，レー

ズンエクササイズだけはグループ内でそれぞれ担当を予

め決め（視覚に関するガイダンス担当，触覚に関するガ

イダンス担当，味覚に関するガイダンス担当，インクワ

イアリー担当など），全員で練習した。どの指導練習も

インストラクターからフィードバックや質疑応答の時間

が十分にあり，とてもきめ細かく指導を受けることがで

きた。

筆者は北米でMBCT開発者の 1人である Dr. Zindel

Segalが実施した同様のリトリートに 2回参加している

が（2009年の春と夏），OMC主催のリトリートの方が

かなり丁寧に指導してくれる印象をもっている。イギリ

スで長期間にわたって優秀なインストラクターを育て，

トレーニングシステムを構築していったウィリアムズ博

士の功績を実感している。なお，リトリートの最後に講

師の 1 人が，「もしあなたが 8 週間の MBCT に参加し

ても宿題をしなかったら，患者に対してMBCTを指導

しない方がよい。なぜなら，宿題をしないということは

MBCT があなたに向いていないということを意味して

おり，他のアプローチを選択した方がよい」と言ってい

たのが今でも印象に残っている。

マインドフルネスフォーラム 2016での学び

ここでは，ウィリアムズ博士が実施した一連の研修に

筆者が参加して，日本の専門家にとって特に収穫が大き

いと感じられた 2点（インクワイアリーとマインドフル

ネスの体現）について述べることにする。この 2点は書

籍を読んでも理解しにくいところである。

インクワイアリー（Inquiry）

今回，MBCT 開発者の 1 人であるウィリアムズ博士

のインクワイアリーを直に観察できたのは貴重な体験

だったと思われる。インクワイアリーとは，体験を土台

とした気づきを深めたり広げたりするために行う，イン

ストラクターと参加者の対話である。セッション中に行

う練習や宿題についての振り返りは，感想を分かち合う

だけで終わってしまうシェアリングと誤解されがちであ

る。MBCT ではインストラクターが参加者の発言に積

極的に関わり，気づきを深めたり広げたりする作業をと

ても重視している。MBCT テキストの第 2 版（Segal,

Williams, & Teasdale, 2012）では 1章を割いてインク

ワイアリーについて詳しく解説しているほどである。な

お，第 2版では，マインドフルネスの定義が「意図的に，

今のこの瞬間に，評価せずに，注意を向けること」から
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Table 2 　 A Six-Day Training Retreat のスケジュール

　 14:00～16:00 受付 受付でカギを受け取り，部屋に荷物を入れた後，散歩など各自思い思いに過ごす
　 16:00～16:30 ティー ミーティングルームの横にティーやクッキーが用意されており，
　 　 　 ここで英国風にティーを楽しみながら参加者同士が談笑し，交流する
一 16:30～18:30 ガイダンス スケジュールや注意事項などのガインダスおよび自己紹介
日 18:30～19:30 夕食 数人ずつ丸いテーブルに座り，同席者と談笑しながら食事をする
目 　 （以下，サイレント以外は同様）
　 19:30～20:40 講義 MBCT のエビデンスに関する講義
　 20:40～21:00 瞑想 静座瞑想
　 22:00 消灯 翌日の朝食までサイレント
　 7:00～8:00 朝の練習 マインドフルムーブメント
　 8:00～9:00 朝食 サイレント
　 9:00～10:30 MBCT の体験 セッション 1
　 10:30～11:00 休憩 ティーやクッキーを味わいながら談笑（以下，同様）
　 11:00～12:30 MBCT の体験 セッション 2
二 12:30～14:30 昼食 食後は自由時間（以下，同様）
日 14:30～16:00 MBCT の体験 セッション 3
目 16:00～16:30 休憩 　
　 16:30～18:15 MBCT の体験 セッション 4
　 18:30～19:30 夕食 　
　 19:30～20:45 セッション 1～4 までの振り返り 　
　 20:45～21:00 瞑想 静座瞑想
　 22:00 消灯 翌日の朝食までサイレント
　 7:00～8:00 朝の練習 マインドフルムーブメント
　 8:00～9:00 朝食 サイレント
　 9:00～10:30 MBCT の体験 セッション 5（4 グループに分かれて実施）
　 10:30～11:00 休憩 　
　 11:00～12:30 MBCT の体験 セッション 6（4 グループに分かれて実施）
三 12:30～14:30 昼食 　
日 14:30～16:00 MBCT の体験 セッション 7（4 グループに分かれて実施）
目 16:00～16:30 休憩 　
　 16:30～18:15 MBCT の体験 セッション 8（全体で実施）
　 18:30～19:30 夕食 　
　 19:30～20:45 セッション 5～8 までの振り返り 最後に，翌日（サイレント）のガイダンス
　 20:45～21:00 瞑想 静座瞑想
　 22:00 消灯 サイレント
　 7:00～8:00 朝の練習 マインドフルムーブメント
　 8:00～9:00 朝食 サイレント
　 9:00～10:30 瞑想 静座瞑想&歩行瞑想
　 10:30～11:00 休憩 休憩（サイレント）
　 11:00～12:30 瞑想 静座瞑想&歩行瞑想
　 12:30～14:30 昼食 サイレント
四 14:30～16:00 瞑想 静座瞑想&歩行瞑想
日 16:00～16:15 休憩 休憩（サイレント）
目 16:15～16:30 瞑想 静座瞑想
　 16:30～17:45 サイレント終了 ペアおよび全体で振り返り
　 17:45～18:30 休憩 　
　 18:30～19:30 夕食 　
　 19:30～20:45 ビデオ Healing from Within
　 20:45～21:00 瞑想 静座瞑想
　 22:00 消灯 次の日の朝食までサイレント
　 7:00～8:00 朝の練習 マインドフルムーブメント
　 8:00～9:00 朝食 サイレント
　 9:00～10:30 指導練習 レーズンエクササイズ（4 グループに分かれて実施）
　 10:30～11:00 休憩 　
　 11:00～12:30 指導練習 ボディスキャン（4 グループに分かれて実施）
五 12:30～14:30 昼食 　
日 14:30～16:00 指導練習 思考と感情のエクササイズ（4 グループに分かれて実施）
目 16:00～16:30 休憩 　
　 16:30～18:30 指導練習 マインドフルムーブメント（4 グループに分かれて実施）
　 18:30～19:30 夕食 　
　 19:30～21:00 指導練習 呼吸と身体へのマインドフルネス（4 グループに分かれて実施）
　 21:00～21:15 瞑想 静座瞑想
　 22:00 消灯 翌日の朝食までサイレント
　 7:00～8:00 朝の練習 マインドフルムーブメント
　 8:00～9:00 朝食 　
　 9:00～10:30 指導練習 3 分間呼吸空間法（4 グループに分かれて実施）
　 10:30～11:00 休憩 　
六 11:00～12:30 指導練習 音と思考へのマインドフルネス（4 グループに分かれて実施）
日 12:30～14:30 昼食 　
目 14:30～16:00 指導練習 アクションステップ（4 グループに分かれて実施）
　 16:00～18:30 休憩 　
　 18:30～19:30 夕食 　
　 19:30～22:30 パーティ 参加者が持ちネタ（歌，詩，ジョークなど）をそれぞれ披露
　 22:30 消灯 翌日の朝食までサイレント
　 8:00～9:00 朝食 　
　 9:00～10:00 質疑応答 リトリートで生じた質問や日頃から感じている疑問など七

10:00～10:30 ネットワーキング 受講者間で交流を深める日
11:00～12:30 振り返り ①何を学んだか，②どのように学びを持続するか，目
　 　 ③自分が大切にしていることに対して練習がどう貢献するか，について話合う

　 12:30～14:30 昼食 食後，各自帰路につく
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「意図的に，今のこの瞬間に，評価せずに，注意を向ける

ことで生じる気づき」と変更されているが，この「気づ

き」の追加は大変重要である。なぜなら，インストラク

ターがインクワイアリーの機会を最大限に利用して参加

者の「気づき」が養われるように援助することが期待さ

れているからだ。

インクワイアリーについて，筆者が OMCで学び，今

回の研修でも再確認できたことを簡単に解説する。最初

にインクワイアリーは，感想のシェアリングではないし，

心理治療でもないことを確認しておく必要がある。さら

に，インストラクターと参加者に上下関係はないし，イ

ンストラクターはしゃべりすぎない（強引に何かを教え

込もうとしない）ことも注意しなければならない。むし

ろ，インストラクターと参加者が「一緒にジャングルを

探検する」というイメージをもってよいだろう。

また，インクワイアリーには縦方向と横方向があり，

そのバランスを取ることも大切である。縦方向のイン

クワイアリーとは，1人の参加者の体験を一緒に深めて

いく作業である。それに対して，横方向のインクワイア

リーとは，縦方向のインクワイアリーでの内容を広げ

て，誰にでもある心の一般的な性質（うつ病などの苦悩）

などの学習ポイントを参加者全員に伝えていく作業であ

る。このようなインクワイアリーは書籍を読んでもなか

なか理解しにくいが，今回ウィリアムズ博士が研修の中

で繰り返し実演してくれたため，なるほどと実感した人

も多かったと思われる。

Photo 4　オックスフォードのパブにて

（ご本人の了解を得て本稿に掲載）

マインドフルネスの体現（Embodiment of mindfulness）

MBCTでは，評価しない（non-judging），忍耐（pa-

tience），初心（beginner’s mind），信頼（trust），力まな

い（non-striving），受容（acceptance），解き放つ（letting

go）などのマインドフルネスの態度をインストラクター

が自身の姿を通して伝えることも求められている。こ

のことを「マインドフルネスの体現」という。MBCT

3daysワークショップの初日にボディスキャンを練習し

ている最中，地震が起こった。震度は大きくなかったか

もしれないが，会場がしばらく揺れていたのをその場に

いた大半の参加者が感じていた。地震がほとんどないイ

ギリス出身のウィリアムズ博士はさぞびっくりしている

だろうと一瞬思ったが，平然とガイダンスを続けていた

のを筆者は記憶している。

マインドフルネスの態度を体現するにはそれなりの努

力（マインドフルネスの練習）が必要である。他の多く

の心理療法と異なり，MBCT は治療者が私生活で実践

することをとても強調している。なぜなら，ヨガや水泳

と同じように，理論だけ知っていても人にマインドフル

ネスを教えることができないからだ。この点に関して，

自分が練習をしていないのにも関わらず参加者に練習

の重要さを強調するのは誠実ではないという指摘もある

（Sears, 2015, p. 19）。ウィリアムズ博士を含むMBCT

開発者も「マインドフルネスのインストラクターは日頃

から瞑想の実践をしている人たちである。それゆえ，も

しインストラクター自身が瞑想実践をしていないなら，

どんなに上手に教えたとしてもそれは MBCT ではな

い」（Segal et al., 2012, pp. 6–7）と述べている。今回，

マインドフルネスフォーラム 2016 の参加者は，様々な

瞬間にウィリアムズ博士の姿を通してマインドフルネス

を実感した人も多いことだろうと思われる。

最後に

我が国では系統的なトレーニングがなく，MBCT を

学ぶには海外に行くしか方法がないのが現状である。今

回ウィリアムズ博士が直接指導をしてくれたことは我が

国におけるMBCT普及にとって大きな布石となったと

思われる。特に，書籍を読んだだけではわかりにくいイ

ンクワイアリーやマインドフルネスの体現については，

「百聞は一見にしかず」という諺があるように，実際に

観察することで実感できた人も多かったのではないか

と思われる。今回のマインドフルネスフォーラム 2016

がきっかけとなり，今後我が国でも MBCT が普及し，

多くの人の精神的健康の維持・向上につながるのを期待

する。

最後になるが，ウィリアムズ博士の来日のために特に

ご尽力して頂いた越川房子先生（早稲田大学教授／日本

マインドフルネス学会理事長），山口伊久子氏（日本マイ

ンドフルネス学会理事・事務局長）をはじめ多くの関係

者の皆様にこの場を借りてお礼を申し上げたい。
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