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Watanabe: Mindfulness Forum 2016 Lecture

2016年 7月 17日（日）にマーク・ウィリアムズ博士

（Dr. Mark Williams）によるマインドフルネス講演会

が開催された。会場である有楽町朝日ホールに行くと，

想像よりも広い会場が 500名ほどの参加者で賑わってい

た。「講演」を聞きに来た私がまず驚いたのは，瞑想を行

うため，隣と 1席分空けて座るよう指示されたことだっ

た。その指示の通り，本講演会は約 4時間（13時 30分

から 17時 30分まで）という限られた時間にもかかわら

ず，瞑想やワークの時間が多く設けられており，全体を

通して体験的に学ぶことの多い講演会だった。

講演はうつ病の話から始まった。具体的には，うつ病

の主な症状や，うつ病による生存損失年数（YLD; Years

Lost due to Disability）が他の疾患や問題と比較して

突出して多いことなどが説明された。中でも強調された

のは，若年でうつ病に罹患し，再発を繰り返しながらそ

の後の人生を過ごす人が多いということで，それにより

YLD が多くなっているということだった。そしてこの

ような現状から，うつ病の再発を予防するためのトレー

ニングが必要だということ，それには自分の中で生じた

ネガティブな気分に気づくことが重要ということ，その

「気づき」を身に付けるための訓練法として開発された

のがMBCT（Mindfulness Based Cognitive Therapy）

であるということが説明された。

ウィリアムズ博士は続けて，「たび重なる火事の原因は

火事でない時に調べないと解決しない」という喩えを用

いて，抑うつ症状が和らいでいるときにこそMBCTを

行う必要があると強調した。私はこの話をうかがって，

日常生活において何かしらの症状や問題が生じた際にそ

れを鎮めるための方法を探すことは多いが，何も生じて

いない時に症状や問題が生じないための対策を考えるこ

とはとても少ないということに気づかされた。実は，問

題が生じていない時こそ，予防するための努力ができる

大事な時間だったのだ。

その後，話は移り，うつ病患者に限らずマインドフル

ネスが日常生活にもたらす恩恵は大きいということが話

された。我々は常に何かに追われるように日常を過ごし

ているが，この状態は常に敵から逃げているのと同様の

脳の状態を作り出しているという話だった。

“doingモード”と呼ばれるこの状態は，過去や未来

を予測し考えることのできる人間特有の状態だが，同時

にエネルギーも消耗されるため，時にはスイッチをオフ

にすることが必要というのだ。しかし，現代の多くの人

はスイッチをオフにすることができず，必要でない時で

あっても doingモードであり続け，エネルギーを消耗し

続けているという話だった。

この話は納得感をもって理解することができた。な

ぜなら私が毎日乗る電車では，僅かな時間でもパソコン

を開いて作業をしている人が必ずといってよいほど存在

し，その後，駅を歩いているときでさえもスマートフォ

ンを見ながら行動する人が溢れているからだ。

また，先々のことを心配しすぎて不眠に悩むという

話もよく聞く。このような状態をウィリアムズ博士は

“driven doing モード”と呼んでいたが，確かに私自身

や，私がよく目にする人は「乗っ取られている」ように

仕事をしているときもあると感じた。ウィリアムズ博士

は続けて，この driven doing モードを脱するためにマ

インドフルネストレーニングが役立つと説明した。過去

や未来についての考えをオフにして今この瞬間に戻るこ

と，今ここでの身体感覚に注意を向けることで，能動的

なスイッチの切り替えを可能にするとのことだった。実

際，マインドフルネストレーニングを行うことで思考の

柔軟性や創造性が高まったということも説明された。

また，マインドフルネスは自分に元気を与える行動

と自分のエネルギーを消耗させる行動に気づかせてくれ

るという話も印象的だった。忙しい日常に追われる中で

削ってしまう時間こそが，実は自分にとって必要な時間

なのかもしれないという話にはハッと気づかされるもの

があった。私自身，睡眠時間や朝のゆったりとした時間

を削って生活をしていたからだ。

講演の最後には，マインドフルネストレーニングの中

でも比較的取り組みやすい 3分間呼吸法を実践するとと

もに，特に学校生活にマインドフルネストレーニングを

取り入れている事例が紹介された。例を挙げると，ペア

の相手に 1 日 1 回「.b（ドット・ビー）」と言うことで

「Stop, Breathe and Be!」を思い出させ，それによりマイ

ンドフルになる機会を設けるようにしたり，「FOFBOC

（Feet on Floor, Bum on Chair）」という造語を唱えて

「今ここ」を思い出したりする取り組みがなされている

とのことだった。この他にも数々の事例が挙げられてお

り，マインドフルネストレーニングを日常的に実践する

ための工夫が多く行われていることに驚いた。マインド

フルネスがいかに日常生活に恩恵をもたらすかというこ

と，いかに日常生活に取り入れて実践していくことが重

要かということを思い知らされた。

本講演会では，講演の随所に体験的なワークが挿入さ

れていた。例えば，似たような問題を繰り返し解く中で

解答のパターンを見つけると，そのパターンに囚われや

すくなるということや，その結果として同様のパターン

に当てはまらない問題に直面した際に解けなくなってし

まうということを，簡単なクイズ課題を通して体験した。

また，自分が日常的に行っている行動を起きてから寝る

まで順に書き出していき，それぞれの行動が自分にとっ
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て「消耗」か「滋養」かを考えるワークでは，何気ない

行動が実は自分に元気を与えていたということに気づく

ことができた。

本講演会では質疑応答の時間が多く設けられたのだ

が，その中にも印象的なやり取りがいくつかあった。「マ

インドフルネスを知らない人にマインドフルネスを勧め

るためには，どのように伝えたらよいか」という質問に

対し，ウィリアムズ博士は「まずはあなた自身が実践す

ること。そうすればあなたの変化を見て興味を持つ人が

出てくるだろう」とお答えになった。また，「どの程度の

時間，取り組めばよいか」という質問に対しては，「自分

ができる範囲で行うこと。そしてクライエントなどに勧

める場合には自分も同じ時間実践を行うことが必要」と

回答されていた。これらはいずれも，自分自身が実践す

ることの重要性を表していた。同じトレーニングをして

も，それを実践する人が異なれば得られる「気づき」も

異なるため，自分自身で体験を積み重ねていくことが重

要なのだろうと強く感じた。

最後には，イギリスにおけるさらなるマインドフルネ

ス普及の取り組みが紹介された。例えば，議員にマイン

ドフルネスを指導したり，ヘルスケア（患者／看護者双

方，老人ホームなど），矯正，職場ストレスなど多様な

領域に対して，政治レベルでマインドフルネスの導入が

検討されたりしているとのことであった。これらの話か

ら，マインドフルネスがまだまだ多様な現場で多くの人

に必要とされているという可能性を感じた。

もともと，うつ病の再発予防としてMBCTが開発さ

れたのだが，その後マインドフルネスが広く普及し，現

在では多くの人の日常に取り入れられ効果をもたらして

いる。doingモードで過ごすことの多い我々にとっては

特に必要なのだろう。

本講演会は，瞑想実践をはじめ，数々のワークからも

マインドフルネスやその必要性，もたらされる効果など

について体験的に学ぶことが多く，その都度新たな気づ

きを得ることのできた講演会だった。講演会そのものを

マインドフルに体験することができたと言い換えること

もできるかもしれない。最後になるが，MBCT の開発

者の一人であり，偉大な先生であるウィリアムズ博士の

話を直々にうかがえたことを大変光栄に思う。多忙な中

お越しいただいたウィリアムズ博士と，このような機会

を設けるにあたり携わったすべての方々に心から感謝し

ている。

◆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。

36


