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Abstract

This paper examines a foreign article to identify the essential and variable elements

of mindfulness-based programs, and to understand the role of instructors in such

programs. Based on this information, attitudes toward applying mindfulness to clinical

practice in Japan were considered.
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概　要

本稿では，マインドフルネス・プログラムを定義づける要素およびインストラクターに
求められる点について，海外論文を紹介し，マインドフルネスを日本の臨床現場で活用す
る際の援助者の心構えについて考察する。
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マインドフルネスはさまざまな臨床現場における有効

性が科学的に実証されているが，心理援助者として実際

に活用を考えた際には，やや躊躇いや難しさを感じてし

まう，というのが，筆者の実感である。

マインドフルネスという言葉は，特定の介入方法を指

す場合と，それによって達成される心理状態を指す場合

がある（杉浦，2008）。心理状態としては，端的には「今

ここでの経験に，評価や価値判断を加えることなく能動

的な注意を向けること」（Kabat-Zinn, 1994）という定

義が共通理解として浸透しているだろう。一方，介入方

法については，さまざまな文献によっていろいろな切り

口から説明・紹介がなされている。臨床心理面接を担当

しているクライエントにマインドフルネスが役立ちそう

だ，と調べてみるものの，巷に情報が溢れる中で，それ

らをどのように理解し活用すればいいものか，筆者は混

乱してしまうのである。

そこで，まずは介入技法としてのマインドフルネスに

ついて整理してみたい。杉浦（2008）は，介入技法として

のマインドフルネスを，マインドフルネス瞑想という能

動的な注意のコントロールのトレーニングを指す概念で

ある，と説明する。さらに大谷（2016）は，その方法論を，

マインドフルネス瞑想による気づきが治療の核心となる

ものと，既存の行動理論や行動療法モデルのなかにマイ

ンドフルネスを複合させたもの，という 2つのグループ

に大別している。前者は，マインドフルネスが介入方法

として注目される発端となったMBSR（マインドフルネ

スストレス低減法：mindfulness-based stress reduction）

や，MBSRをうつの再発予防に活用したMBCT（マイ

ンドフルネス認知療法：mindfulness-based cognitive

therapy）が該当する。後者は，関係フレーム理論を枠

組みにした ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セ

ラピー：acceptance and commitment therapy）や境界

例人格障害の治療モデルに応用した DBT（弁証法的行

動療法：dialectical behavior therapy）がこれにあたる。

一方，これらの枠組みに寄らないセラピー一般への応用，

たとえば筆者が考えているように，日々の臨床心理面接

の中にマインドフルネス瞑想を取り入れる，といった活

用の仕方もありうるだろう。

ここで筆者は，MBSR や MBCT といった，構造

化された訓練であるマインドフルネス・プログラム

（mindfulness-based programs：以下，MBPs）に着目

した。介入技法としてのマインドフルネスの源流とい

える MBPs への理解は，心理援助者が自身の臨床現場

に合わせたプログラムを開発，実践する際のみならず，

普段の臨床活動にマインドフルネスを取り入れる際の，

活用の在り方の根拠となると考えるためである。以下

では，MBPs を定義づける要素やその応用可能性につ

いて整理した論説である Crane et al.（2016）“What

defines mindfulness-based programs? The warp and

the weft”の示す観点を紹介する。

この論説の目的は，MBPs に関する研究の持続的な

発展のために，何が MBPs で何がそうでないかを区別

するための定義を明確にすることにある。原著では，

MBSR，MBCTを中心とする「マインドフルネスに基づ

く立場（mindfulness-based）」と，ACT，DBTを中心と

する「マインドフルネスを取り入れた立場（mindfulness-

informed）」とを区別し，そのうえで，MBPs が他のマ

インドフルネスと区別される特徴として，「フォーマル，

インフォーマル双方の（インストラクターと参加者の両

方が行う）マインドフルネス瞑想の実践によって，シス

テマティックかつ継続的に行われるトレーニング」とい

う点を挙げている。そして，MBPsたらしめるエッセン

スと，さまざまな文脈や対象に適用するための柔軟性に

ついて，それぞれの特徴が整理されている。さらに，こ

うした特徴を有し，定義に即した MBPs を実践するた

めに，インストラクターに求められる重要な点がまとめ

られている（Table 1）。

原著では MBPs のエッセンスとして 5 つの点が挙げ

られているが， これらは（a）MBPsの背景理論に関す

ること，（b）介入の意図に関すること，そして（c）プロ

グラムの内容や構造に関することに分けられるだろう。

そして，これらのエッセンスを満たす MBPs を提供す

るためにインストラクターに求められる点からは，イン

ストラクターは（a）プログラムを適切に運用するための

知識や技能を習得しているのみでなく，（b）自らマイン

ドフルな状態を経験し，（c）プログラムの中で（心理状

態としての）マインドフルネスを体現し，参加者に示す

必要性が読み取れる。すなわち，MBPsの意図とそれを

支える背景理論，そしてその意図を実現するためのプロ

グラムの内容や構造について，インストラクターが体感

的に理解していることが重要であるといえる。

次に，原著ではMBPsの適用のあり方について，（a）

特定の対象や問題の理論的枠組みへの適用（たとえば，

MBCT はうつの再発予防に関する認知モデルへの適用

例である），（b）ある対象にとって参加しやすく受け入

れやすいプログラムの作成（たとえば，子育て中の親に

対するマインドフル・ペアレンティングなどが挙げられ

る），（c）特定の文脈や状況への適用（たとえば，外来患

者向けの病院内での実施，職場における労働者対象のプ

ログラムなどが考えられる）の 3つの種類があると述べ

ている。MBPsは，Table 1に示したように，プログラ

ムの内容および形式の双方において，上記のさまざまな
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Table 1. 　MBPs のエッセンスと柔軟性（Crane et al.（2016）を元に筆者作成）

適用を可能にする柔軟性を有している。この柔軟性を活

かして MBPs を適切に活用するためには，インストラ

クターは MBPs に関する理解のみでなく，適用する文

脈や対象について十分な知識と経験を持ち，MBPsの内

容および形式の双方の面における適合を検討し，その妥

当性を実証しなければならない。

以上，MBPsとは何か，ということについて概観して

きたが，ここで筆者は再び頭を悩ませてしまう。日本に

は MBPs インストラクターの養成カリキュラムや資格

制度が体制化されておらず，そもそも MBPs を体系的

かつ体験的に理解する機会が乏しい。こうした現状で，

自身の現場に適した，効果的なマインドフルネス実践の

形を検討するという，さらに高度な次元にまでは，到底

及ばないと考えてしまうのである。

しかし同時に，本稿で取り上げた MBPs のエッセン

スと柔軟性は，現場の援助者に重要な視座を与えてくれ

る。少なくとも，自身の臨床現場にマインドフルネスが

どのような効果をもたらすかという介入の「意図」と，

それがどのようにもたらされるかという「メカニズム」

について，援助者自身が「体験的に」理解したうえでマ

インドフルネスを活用することが重要であり，こうした

理解のため，援助者として常に研鑽に励む必要がある。

これは MBPs のインストラクターにまではならないと

しても，日々の臨床実践にマインドフルネスをとりいれ

る場合にも必要な心構えであるといえるだろう。Table

1に示す各要素は，実践の質を担保するための指標とな

るはずである。原著では，各要素について詳細に説明が

なされている。紙幅の関係上，本稿でそれら全てを扱う

ことはできないが，マインドフルネスを臨床現場で実践

している，あるいはしたいと考えている方は，ぜひ一読

していただきたい。

さらに付言すれば，日本のマインドフルネス研究の発

展のためには，個々に研鑚を積んだ現場の援助者が実践

知を蓄積し，その中から有用な知見を見出し理論化，体

系化していくというボトムアップの方向性が，研究と実

践を兼ね備える中核的な専門機関の存在しない現状とし

ては非常に重要なのではないか，と，しがない一援助者

の筆者は考えている。
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