
Japanese Journal of Mindfulness, 2017, Vol. 2, No. 1

　　 Book Review　 pp. 8–10

We can cultivate self-compassion within ourselves
Welford, M. (2013). The power of self-compassion:

Using compassion-focused therapy to end self-criticism and build self-confidence.

Online first published: May 24, 2017　 Published: December 28, 2017
［Received: March 28, 2017　 Accepted: May 9, 2017］

Ito Yoshinori（Faculty of Law and Letters, University of the Ryukyus）

Abstract

The book is extremely useful for cultivating self-compassion — a topic that has received

attention in recent years. The theory and practice of Compassionate Mind Approach

proposed by Gilbert and his colleagues are introduced in a straightforward way.
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概　要

本書は，近年注目されるセルフコンパッションを，実際に自身の中に育むための方法
が紹介される実践書である。Gilbert and Procter（2006）による Compassionate Mind

Approachの理論と実践を学ぶ最良の邦訳書といえる。
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2016年，誠信書房

近年，マインドフルネス（mindfulness）と並んで，

否，一部の分野ではそれ以上に注目の度を高めている

のが，セルフコンパッション（self-compassion）という

概念である。Willem Kuyken のグループ（2010）が，

うつ病の再発予防に対するマインドフルネス認知療法

（Mindfulness-Based Cognitive Therapy; MBCT）の効

果の媒介分析を行ったところ，マインドフルネススキル

よりも効果を説明する要因としてセルフコンパッショ

ンを見いだした。昨年（2016年），日本マインドフルネ

ス学会で招聘した MBCT の開発者の一人である Mark

Williams も，マインドフルネスフォーラム 2016 の席

で，MBCT における指導者のコンパッショネイトな態

度が参加者のセルフコンパッションを高め，このこと

が MBCT の効果に不可欠であることを強調していた。

また，Tania Singer らのグループは，セルフコンパッ

ションの効果を神経科学の観点から明らかにしている

（e.g., Singer & Klimecki, 2014）。さらに，慈悲の心を

育む Compassionate Mind Approach（CMA）を理論

化，体系化し，Compassion Focused Therapy（CFT）

を開発した Paul Gilbertらのグループ（e.g., Gilbert &

Procter, 2006）の功績も大きい。そして本書（Welford,

2013 石村・野村訳 2016）は，CMAを理解するための

「実践書」である。Paul Gilbert はイギリスのダービー

大学の教授で，イギリス行動・認知療法学会の会長を

務めた経歴もある。その仲間の一人が本書の著者 Mary

Welford であり，専門的な心理療法である CFT ではな

く，より一般向けに慈悲の心の理解と実践法の紹介を目

的として本書が著されている。

コンパッション（compassion）は，慈悲，思いやり，

慈しみなどと訳され，本書でも慈悲の言葉が充てられ

ている。仏教用語としては，慈と悲は本来異なる意味を

持つ。慈は人の幸せが増えることを願う心や行動を意

味し，悲は人の苦しみが減ることを願う心や行動を意

味する（中村・福永・田村・今野・末木，2002）。厳密

に言えば，前者の英訳は loving-kindness，後者の訳に

compassionが充てられるが，日本語で「悲」と一文字で

書いても主旨は伝わらないことが予想されるため，現段

階においては「慈悲」の方が的を射た訳と言えるであろ

う。セルフコンパッションを長く心理学分野で研究して

きたKristin Neff（2003）によれば，コンパッションは①

優しさ（kindness），②人間皆同じという感覚（common

humanity），③マインドフルネス（mindfulness）から構

成されるという。この感覚や態度を自身に向けるのが，

セルフコンパッションと言うことになる。

注目されてきたのはいいが，自分自身のこととして想

像してみてほしい。自分にコンパッションを向けたとし

て，それが何の役に立つというのか？ そもそもそんなこ

とをする自分，ぶっちゃけ気持ち悪くはないだろうか？

本書は，これらの点に的確な示唆を与えてくれる。例

えば，「本書の重要なメッセージは，自分が「ここ」に存

在していて，「人生の理不尽な逆境」がどのようなもので

あろうと，自分自身との向き合い方が人生への対処の方

法として重要だということである（本書序文より）」と

述べられている。セルフコンパッションとは，困難を乗

り越える対処法としての「自分自身との向き合い方」な

のである。また，自らに慈悲を向けようとするとき生じ

る恐怖や抵抗については，誰にでもあるものとして，1

章を割いて丁寧に解説が加えられている（第 6 章 セル

フコンパッションの発達に対する障害）。本書を読めば，

少なくとも，自分を甘やかすことや，頑張らないことと

は全く異なる概念であることが理解できるはずである。

さらに，本書で何度も強調されるのは，「CMA は心の

理学療法である」ということである。つまり，新たな神

経ネットワークを形成するかのように，新たな心的態度

が獲得されるまで何度も訓練を繰り返すことが強調され

る。自らに慈悲を向けることが「出来る，出来ない」で

はなく，断固実践していくことが重要なのである。

そのことを可能にするため，本書にはなんと 62 もの

エクササイズが紹介されている。それは，認知療法でお

なじみの損失利得分析や生活モニタリングを援用した

ものや，論理情動行動療法で行われるイメージワークに

類似したものもある。ゲシュタルト療法他，様々な心理

療法で用いられるチェアワークなども導入される。様々

な方法を駆使して，コンパッショネイトな姿勢を自らに

「刷り込む」のである。とは言っても，そんなに深刻な

ものでもない。一つ一つは手軽に出来る「使えそう」な

ものばかりである。全てを完遂しなくとも，自分にしっ

くりくるものから試してみることが推奨されている。私
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自身も体験したことがあるが，どのエクササイズも終え

た後にはじんわりと暖かな気持ちが残り，思った以上に

効果を実感する。「これがGilbertの提唱する “soothing

system”の活性化か」と実践により理論的理解も深まる

こと請け合いである。

最後に，訳者の一人である石村郁夫氏（東京成徳大

学）と私の出会いについて触れておきたい。2016 年の

1 月 9 日～ 11 日にかけて，彼と浅野慶一氏（千葉大

学）が，Gilbertの弟子である Cris. Irons氏を招聘して

Compassion Focused Therapy のワークショップを開

催し，私もお声がけいただき参加させていただいた。セ

ルフコンパッションに興味を持つ人はまだまだ少ないと

思っていたため，懇親会の席で「どうしてコンパッショ

ンに興味を持ったのですか？」とお尋ねしたところ，そ

れはご自身の苦しい臨床経験が発端になっているとのこ

とであった。「これまで心の奥底に閉じ込められていた

コア感情に目を向けるために，クライアントが安心して

その気持ちを受け入れるには，コンパッションと感受性

に満ちたセラピストの慈悲の態度が大事であると確信す

るようになりました（訳者後書きより）」。私の個人的な

直感であるが，コンパッションやセルフコンパッション

の重要性を，経験を通して確信している人は信用できる

と思う。その証拠に，本書を拝見しても丁寧な訳出で文

章の推敲もずいぶん重ねられたのであろう，大変読みや

すい。

マインドフルネスと同様に，セルフコンパッション

も体験してみなければその意義は容易に理解しがたい。

「慈悲」という言葉だけを聞いて，自分自身の価値観と異

なると早合点し拒否反応を示す人も多いかも知れない。

だからこそ，本書はセルフコンパッションの理解を進め

る導入として最良のテキストであると思う。本書を通し

て，体験を通して，セルフコンパッションの大きな恩恵

に浴する人が一人でも増えることを願っている。
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◆利益相反の有無

本論文の執筆と公表にあたり，利益相反がないことを

申告する。

10


