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越川：マーク・ウィリアムズ博士の招聘

日本マインドフルネス学会では 2016年 7月に，英国

オックスフォード大学名誉教授のマーク・ウィリアム

ズ博士（Dr. Mark Williams）をお迎えして，マインド

フルネス認知療法（以後，MBCT：Mindfulness-Based

Cognitive Therapy）やマインドフルネス瞑想について

理解を深め，その実際を体験するためのワークショップ

を開催いたしました。ご存知のように博士はMBCTの

開発者のお一人です。ワークショップは定員を超えるお

申込みをいただき，多くの方にウィリアムズ博士から直

接にMBCTの基本理論とその効果に関する最新の研究

について学んでいただく機会となりました。また参加者

の皆様は，ウィリアムズ博士のお人柄に触れ，彼がリー

ドする MBCT を直接体験し MBCT の真髄に触れると

ともに，マインドフルネス瞑想がもたらすさまざまな可

能性を感じる豊かで実りある時間を過ごされたことと存

じます。

この招聘はウィリアムズ博士と私との個人的親交に

よって実現しましたが，その始まりは偶然の糸によって

結ばれたものでした。

2003 年に所属先である早稲田大学から特別研究期間

の権利を与えられた私は，当初，認知と感情の関係に

ついて研究をしていた別な教授のところでの研究を構

想していました。しかし当時，オックスフォード大学の

実験心理学部でストレスの研究をしていたパークス博

士（Dr. Kathy Parks）に相談したところ，彼女が私の

自観法と自己について書いた論文を読み，「あなたには

もっとふさわしい人がいると思う」と，すぐにウィリア

ムズ博士と連絡を取って下さったのです。その時点で

は，パークス博士が「マーク」「マーク」と連呼している

マークが，MBCT の開発者であり，大学院生たちと翻

訳を進めていたMindfulness-Based Cognitive Therapy

for Depression の著者の一人であるマークであるとは夢

にも思いませんでした。私の頭にはMBCTのウィリア

ムズ博士はウェールズ大学所属であると刻まれていたか

らです。その上，マークという名前もウィリアムズとい

う苗字も日本人には比較的なじみのあることから軽く耳

を流れ，「もしかしたら，あのマーク・ウィリアムズか

も？」ということがよぎることすらなかったのです。

アポイントメントの当日，ウィリアムズ博士は，当然

私が彼と知って会いに来ていると思っておられたでしょ

うが，私はそうではありませんでした。何となくすれ違

う会話は，同席していた彼の秘書のウィンディには可

笑しくてたまらないものだったと思います。私は自身の

瞑想に関する経験と興味，既にパークス博士が FAXで

送って下さっていた論文や持参した論文について，稚拙

な英語で淡々と語りました。ウィリアムズ博士は，ご自

身も瞑想には興味をもち日々実践していること，それに

ついての介入プログラムを仲間と開発し，その本も出版

したこと等を話されました。ここにきてやっと，目の前

のウィリアムズ博士があのウィリアムズ博士かもしれな

いと思い至りました。「あなたは，MBCTの開発者の一

人のマーク・ウィリアムズ博士ですか」と尋ねると，彼は

とても素敵な笑顔で“Yes, I am.”と答え，「どうして彼

がここ，オックスフォードにいるのだろう。ウェールズ

にいるはずなのに。そんなことってあるかしら」と，驚

きで目を見開いている私を，いたずらに成功した少年の

ように嬉しそうに，そして「よく来たね」という雰囲気

で包んでくれたのでした。私と彼に交互に視線を送り，

笑い出したウェンディのあたたかい声音とともに，私た

ちの親交が始まりました。彼はウェールズからオックス

フォードに移ってきたばかりでした。期せずしての出会

いに，不思議な縁というものを感ぜずにはいられません

でした。

このことを記したのには理由があります。成田でウィ

リアムズご夫妻を迎えた私に，彼が「初めて私たちが

会った時のことを覚えているかい？」と尋ねたからで

す。海外から彼を訪ねて多くの研究者が来ますが，皆，

マーク・ウィリアムズ博士と知って会いに来るわけです

から，私たちの出会いは，私だけでなく彼にとっても記

憶に残るものであったのだと知りました。そして初めて

日本に降り立ち，改めて縁というものの不思議を感じら

れたのだと思います。

彼のもとで過ごした約 10 カ月間は実に様々な刺激に

満ちたものでした。特に，彼の研究チームのメンバー 10

名程度と，毎週火曜日のお昼休みの 1時間，マインドフ

ルネス瞑想をして過ごしたことは忘れられません。晴れ

た日には，近くにあるクリケットグラウンドの芝生でマ

インドフルネス・ウォーキング（歩く瞑想）をしました。

オックスフォードの芝生は，日照時間や気温のせいか

常にみずみずしい緑色で，それだけで心が鎮まる感じが

します。瞑想の終りの時が来てメラニー（Dr. Melanie

Fennel）がチンシャの音をクリケットグラウンドに響か

せると，「もう終わり…，もう少し，この透明感のある緑

色の空気を楽しんでいたい…」と，心地よい感覚刺激に

執着している様子を観ることになるのでした。瞑想のグ

ループをリードしてくれたメラニーは CBT（Cognitive

Behavioral Therapy）で優れた論文を著している研究者

であり臨床家ですが，もしかすると 2018年秋にMBCT

のシニアトレーナーとして，モジュール 4 プログラム

をリードするために来日してくれるかもしれません。現

在，その実現に向けて努力しているところです。またこ

の時のメンバーの名前は，日本に戻ってきてから多く
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の論文で目にすることになりましたが，やはり研究と実

践の両輪をもつ論文は腑に落ちるという印象をもちま

した。帰国する数日前に，研究チームが開いてくれたリ

バーサイドのレストランでのお別れ会は，今でも忘れら

れない思い出です。

帰国してからは，所属大学の学部改変や役職などで

あわただしく過ごしながらも，春木豊 早稲田大学名誉

教授・本学会顧問のもと，MBSR（Mindfulness-Based

Stress Reduction）の創始者であるマサチューセッツ

大学名誉教授のジョン・カバットジン博士（Dr. Jon

Kabat-Zinn）の日本招聘に向けての準備を進めており

ました。この頃から徐々に日本でもマインドフルネスへ

の関心が高まり，NHK 等のマスコミから番組の企画の

相談や出演者の紹介依頼などを受けるようになっていき

ました。そのような中，横浜で開催される国際心理学会

議（ICP2016: International Congress of Psychology）

のプログラム委員の依頼が 2013年 5月に届き，続いて

国際シンポジウムの企画に関するメールが届きました。

ウィリアムズ博士を招聘するならこの会議に合わせるの

が本学会にとってベストだと考え，2014 年の新年のグ

リーティングメールで 2016 年夏の来日をお願いしまし

た。実はそれまでに他の学会から依頼されて彼に来日を

打診したことがあったのですが，いずれも研究助成金を

得ている関係でオックスフォードを離れられない等，諸

状況が許さず来日は実現していませんでした。しかし今

回はすぐに承諾の返事があり，さっそくスケジュールを

調整してくれることになりました。久しぶりの再会が日

本でかなうことになり，本当に嬉しかったです。個人的

にはこの時から少しずつワークショップと国際会議に向

けての準備が始まりました。

幸いにもその後，日本マインドフルネス学会の理事の

先生方のご理解をえることができ，日本マインドフルネ

ス学会が彼を招聘してMBCTの講演会とワークショッ

プを主催するとともに，国際会議を共催するという形を

とることになりました。学会の理解を得られたことは，

この機会をできるだけ多くの方々と共有するにあたって

の大きな推進力となりました。

準備を始めてからは 2年半という年月を経ての開催と

なりましたが，直前は本当に多忙を極めました。パワー

ポイントや資料の翻訳とスライドへの日本語の埋め込み

などに思いのほか時間を取られるなど心臓に負担のかか

る日が続きましたが，何とか無事に 7 月 14 日，博士来

日の日を迎えることができました。

来日されてからの日程は，翌日からの最終打ち合わ

せに始まり，16日に 1日ワークショップ，17日に講演

会，19–21日に 3日間ワークショップ，28日にナイトセ

ミナー，29 日に国際シンポジウム，30 日に帰国という

スケジュールでした。ナイトセミナーでは，本学会理事

で，我が国におけるマインドフルネス瞑想に基づくプロ

グラムの先駆者のお一人であり，非行少年を対象とした

法務省矯正局のプログラムでもご活躍の伊藤義徳先生に

セミナー直前の打ち合わせに始まり，セミナーの内容を

深めるためにご尽力いただきました。国際シンポジウム

には，ウィリアムズ博士をはじめ，我が国におけるマイ

ンドフルネス研究の第一人者であり本学会副理事長であ

る，熊野宏昭先生，坂入洋右先生，理事であり編集委員

長である杉浦義典先生，理事の菅村玄二先生にご登壇い

ただき，最終日の最終プログラムであったにもかかわら

ず，部屋がいっぱいになるほどの国内外からの参加者を

得て成功裏にシンポジウムを終えることができました。

こうしたスケジュールや打ち合わせの合間をぬって，

ウィリアムズ博士はご夫妻で東京近郊の日本庭園や京都

を訪ね日本の伝統にも触れられたようです。好奇心いっ

ぱいのご夫妻は，日本の文化や社会などさまざまなこと

に興味を示されていました。MBCT では，好奇心を気

づきに運び入れることを大切にしますが，好奇心いっぱ

いにいろいろなことを体験されている姿は，日々の中で

のマインドフルネス実践の在り方をよく体現されており

ました。そういえば，講演会の日には震度 3の地震も体

験されました。博士は初の地震体験でびっくりされたと

思いますが非常に落ち着いておられました。そのことを

指摘すると，「だってみんなが普段通りだから。ここで

はこの程度の地震は問題ない，大丈夫なんだと思ったん

だよ」と笑っておられました。しかし正直なところ主催

者側としては，さらに大きな揺れが来た時のことも考え

ていろいろな選択肢で mindfulならぬ mind-fullな状態

でした。

MBCT では好奇心に加えて思いやりをとても大切に

します。ウィリアムズ博士のワークショップはどの瞬間

にも思いやりにあふれており，特にシェアリングの時間

にかわされる彼と参加者との対話にそれを感じることが

できました。MBCTはMBSRのように慈悲の瞑想をプ

ログラムに組み入れていません。うつの傾向が高い人に

とってはリスクがあると考えるからです。その分，この

シェアリングの時間を重要視しており，そこではファシ

リテーターが思いやりを運び入れた気づきを体現するこ

とが求められます。参加者の皆様に最も印象深かったの

もこの点であったようです。それは終了後の参加者アン

ケートの記述によく表れておりました。

一方ワークショップ等の休憩時間には，研究者として

の姿を感じることが多くありました。欧米ではマインド

フルネスの熱狂的なブームが収まりつつあり，効果に関
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する強いエビデンスがもとめられる時期に入っているこ

と，それに向けて着実な実証研究が欠かせないこと，マ

インドフルネス瞑想でネガティブな副作用が起こるとす

れば，それについて綿密に検討しておく必要があること，

などに言及されておりました。

精力的に日本での予定をこなされたご夫妻を見送るた

めに，成田までリムジンバスをご一緒いたしましたが，

そこでは今後の日本でのマインドフルネスの展開につ

いて，あるいはMBCTを実際にファシリテートするこ

とに意欲を持っている人たちのトレーニングに本学会が

どういう立場でサポートできるのかといった問題につい

て，また本学会とオックスフォードマインドフルネスセ

ンターとの今後の関係の在り方などについて，ずっと話

し続けました。ウィリアムズ博士は今回の参加者の熱心

な学びの姿勢に強い印象を受けられたとのことで，今回

の参加者の中にマインドフルネスをブームで終わらせず

日々の実践を重ねる人々や，着実な実証研究に挑みマイ

ンドフルネスやMBCTの効果を諸側面から科学的に実

証する人々がいるだろうから，それらの人々の力を日本

のマインドフルネスの発展に活かすことを期待している

こと，そのために役立てるなら嬉しいと思っていること，

などについて話してくれました。私もまた彼の真摯な姿

勢に力を得て，マインドフルネス瞑想という長い歴史を

有し豊かな潜在力に富む技法とそこから生み出される真

の叡智が，混迷を深める世界を照らす光として結実する

ことを期待し，また新たな気持ちで歩みを進めようとい

う決意とともにセキュリティチェックに向かうご夫妻の

背中を見送ったのでした。

今回のウィリアムズ博士招聘においては，カバット

ジン博士招聘の時にも事務局を担当されていた本学会の

山口伊久子 事務局長が八面六臂の活躍をして下さいま

した。深い謝意を表します。また影でたくさんの仕事を

してくれた越川ゼミ生にも感謝しております。所属大学

での学術院長兼学部長という職務と重なり，事務局から

回ってくる大量の書類と配布資料のチェックと判断は時

間的に大変でしたが，ストレス状況下でマインドフルネ

スを実践するとてもよい経験となりました。この大きな

イベントを無事に終えることができたのは，学会関係者

をはじめとする多くの皆様のあたたかいサポート，そし

てご参加下さったすべての皆様のお力のおかげです。こ

こに記して心からの謝意を捧げます。

◆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。
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