
1．問題の所在

欧米の多領域におけるマインドフルネスの広が
りは衰えを知らない。米国に注目すると、2012
年に実施された国立衛生インタビュー調査（Na-
tional Health Interview Survey : NHIS）（n＝
34,525）の二次分析結果は、調査対象者の 4.1％、
総人口換算で約 930万人が過去 1年間にマインド
フルネスを含む何らかの瞑想を生活に取り入れて
いる実態を示す（Cramer et al., 2016）。医療系デ
ータベース PubMed による“mindfulness”をキー
ワードとした検索結果は、1998年単年で 5本の
論文数であったのが 10年後の 2008年には 100本
を超え、2017年単年では 920本、2018年は同年
10月 1日段階で 954本と前年を上回る。マイン
ドフルネスは、抑うつ、不安や強迫など気分障害
の治療、ストレス低減、依存症状の制御、がん患
者などの疼痛抑制、集中力や記憶力の向上、睡眠
の改善、免疫力向上、老化防止、そして人間関係
の深化などに幅広い効用があるとされる。
国内でもマインドフルネスの社会的認知度は

2012年、「マインドフルネスストレス低減法
（Mindfulness-Based Stress Reduction : MBSR）」の
創設者である J. Kabat-Zinn の来日以降に高まり、
今日まで各種メディアはマインドフルネスを革新
的なストレス低減法として紹介してきた。時を同
じくして、臨床心理、精神医学、統合医療などの

関連学会はマインドフルネスをテーマにシンポジ
ウムを次々に開催し、学会誌はこぞってマインド
フルネスの特集を組んだ。2018年 12月で創設 5
年目を迎える「日本マインドフルネス学会」は、
国内におけるマインドフルネス実証研究の発信拠
点となっている。
国内外を問わず異例の速さで研究結果が積み上
げられる中、マインドフルネス指導者の態度や指
導能力が研究対象になることはほとんどなかっ
た。指導者側の資質を研究デザインに組み込んだ
マインドフルネス関連の実証研究は限られてい
る。筆者らは、国内各方面の現場から「マインド
フルネスの指導者はどこにいるのか？」「マイン
ドフルネスの指導者になるためにはどうすればい
いのか？」といった質問を数多く耳にしてきた。
2018年 12月 22日に早稲田大学国際会議場で開
催された日本マインドフルネス学会第 5回大会の
全体集会においても、「どのような状態になれば
マインドフルネスを教えてもいいと言えるの
か？」という質問がフロアから投げかけられてい
る。脳神経から遺伝子レベルに至るマインドフル
ネスの効用が叫ばれる中、マインドフルネスにも
とづく臨床や実践の質を左右しかねない指導者の
あり方が見えづらい現状がある。
欧米の場合、現在マインドフルネス指導者養成
は大きく①MBSR 及び「マインドフルネス認知療
法（Mindfulness-Based Cognitive Therapy : MBCT）」
指導者の認定制度と、②国際マインドフルネス指
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導者協会（International Mindfulness Teachers Asso-
ciation : IMTA, 2017年発足）が定めた認定制度
に依拠される。国内では、2016年に日本マイン
ドフルネス学会がオックスフォード大学マインド
フルネス・センター（Oxford Mindfulness Centre :
OMC）と連携し、MBCT 指導者養成課程をスタ
ートさせた。その他、マインドフルネスを扱う
NPO や社団法人が独自の指導者認定制度を設け
るようになり、指導者養成の道は乱立傾向にあ
る。
筆者らは IMTA 公認、カリフォルニア大学ロ
サンゼルス校（UCLA）医学部マインドフル・ア
ウェアネス・リサーチ・センター（Mindful
Awareness Research Center : MARC）が提供する
1年間のマインドフルネス指導者養成プログラ
ム、Training in Mindfulness Facilitation（TMF）の
修了経験をもつ。また、第 1執筆者は上述の日本
マインドフルネス学会による MBCT 指導者養成
課程モジュール 4までを修了し、上級インストラ
クターからスーパービジョンを受けるために 8週
間 MBCT プログラムを実践できる立場にある。
マインドフルネスによる有害事象の研究も進展
する中（Lindahl et al., 2017 ; Tereleaven, 2018）、
今後、マインドフルネスが人々のウェルビーイン
グの向上に寄与するものとして広く社会に受け入
れられるためには、倫理性と安全性に十分配慮し
た高い実践能力を有する指導者養成のあり方を議
論する必要がある。国内外の養成課程を通して得
た筆者らの固有の経験を踏まえ、マインドフルネ
ス指導者養成の現状と今後の国内における指導者
養成の課題を抽出する意義は高いと判断した。

2．目的と方法

本研究目的は、UCLA MARC が提供する
“TMF”の修了経験を踏まえ、マインドフルネス
の多様性に呼応し、人と社会のウェルビーイング
向上に資するマインドフルネス指導者養成のあり
方について検討することにある。
2011年にスタートした TMF は、IMTA が指導
者認定基準を策定する際の主要な参照例となり、
最終的に TMF 構成要素の大半が IMTA の認定基
準として反映されるに至った（D. Winston, Per-

sonal Communication, 11/26/2018）。IMTA のベー
スともなった TMF は、マインドフルネス実践の
共通基盤となる価値、倫理、知識、方法、そして
スキルを抽出し、指導者に必要な素養を修習して
いくところに独自性が見出される。TMF は、「マ
インドフルネスとは何か」「マインドフルネスを
指導するためには何が必要なのか」という基本命
題に立ち返り、指導者のあるべき姿を探求してい
く。その意味で、TMF は特定の技法とプロトコ
ルがあらかじめ決められている MBSR 及び
MBCT の指導者養成とは、養成のとらえ方その
ものが異なる。本稿では、第 1執筆者が経験した
MBCT 指導者養成課程との比較例証も踏まえて
TMF の固有性を浮き彫りにし、今後の国内での
マインドフルネス指導者養成の課題を考察する。
方法として、本研究は以下の 6段階からなる分
析過程を設定した。それらは①TMF の関係デー
タ（文献、資料、録音データ、ノート、提出課
題、実習課題等）の整理、②これら質的データの
主題分析に伴う TMF の価値体系及び構成要素の
抽出、③両執筆者間での経験の分かち合い、④
TMF と MBCT 指導者養成過程との比較検討、⑤
TMF の独自性のあぶり出し、そして⑥TMF から
とらえたマインドフルネス指導者養成の課題の検
討、としてまとめられる。なお、筆者らは異なる
年に TMF を修了している（第 1執筆者 2018年、
第 2執筆者 2016年）。そして、話し合いの結果、
両年の内容に大きな差異がないことを確認してい
る。筆者らは身体感覚レベルまで掘り下げて
TMF の経験を共有し、言葉にしづらいオープン
でオーガニックなマインドフルネス指導者として
の成長過程を浮き彫りにしていった。
なお、本稿で取り上げるマインドフルネスは、
初期仏教における瞑想法や瞑想によって得られる
心的状態を表すマインドフルネスではなく、あく
までも 20世紀後半から今日にかけて人々の心理
社会的問題の解決を目的として世俗化されたマイ
ンドフルネス（secular mindfulness）を意味する。
また、ここで言う「世俗化されたマインドフルネ
ス」は、MBSR や MBCT に代表されるマインド
フルネスを用いた臨床的な介入方法（Mindfulness
-Based Intervention : MBI）のみならず、広く人々
の幸福とつながりに寄与することを目的として生
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み出された現代社会に息づくマインドフルネス・
プログラム全般を表わしている。

3．文献レビュー

過去 20年にわたるマインドフルネスの進展は、
モデル化された 8週間プログラム、MBSR の出
現とその膨大な効果検証研究、そしてその創始者
J. Kabat-Zinn による発信が最大の要因であること
に疑念を挟む余地はない（Wilson, 2014）。MBSR
では、マインドフルネスを「意図的に、あるがま
まの状態で今この瞬間に注意を向けること“pay-
ing attention in a particular way : on purpose, in
the present moment, and nonjudgmentally”」と定義
する（Kabat-Zinn, 1990）。自ら禅やテーラワーダ
（上座部）仏教に根ざすヴィパッサナー瞑想の修
行経験をもつ Kabat-Zinn は、宗教色を排除し、
多様な初期仏教の瞑想技法を米国一般社会に受け
入れられるように再文脈化して MBSR を構築し
た（Kabat-Zinn, 2011）。1979年、マサチューセッ
ツ大学医学部内（University of Massachusetts
［UMass］, School of Medicine）のクリニックで慢
性疼痛患者を対象に MBSR が初試行されて以来、
現在では毎年 100本を超える MBSR 関連の実証
研究が報告されている。
MBSR の広がりとともに、マインドフルネス

指導者養成のあり方も、UMass 医学部内に設立
されたマインドフルネス・センター（Center for
Mindfulness）による MBSR 指導者養成課程を基
準に議論が活性化した（Kabat-Zinn et al., 2018）。
その後、OMC の W. Kuyken, J. Williams, M. Fen-
nell、バンガー大学（Bangor University）の R.
Crane などイギリスのマインドフルネス研究者ら
が中心となって MBCT 指導者養成課程を構築し、
マインドフルネス指導に関連する研究が推進され
るようになった（Crane et al., 2011, 2013 ; Crane
& Kuyken, 2019）。
MBSR や MBCT に限らず、マインドフルネス

の実践指導は以下の 3つの側面において、他の臨
床メソッドや対人援助方法論と区別される必要が
ある。
第 1に、指導者自身の深いマインドフルネスの
経験が求められる点である。指導者のマインドフ

ルネス瞑想の耕しから発せられるとらわれのない
心身の不動感、平静さ、そして慈しみの情性がマ
インドフルネス・プログラムに体現されること
が、指導の中心的課題となる（Crane et al.,
2017）。参加者は、「今、ここに」指導者の心と身
体が存在することを感受し、温かな交流を通じて
指導者の心性と共鳴するなかで、初めてマインド
フルネスを深く経験することができる。その意味
で、マインドフルネス指導は、エキスパートが初
心者に概念的、認知的、あるいは知性的な方法で
教授するというパラダイムでは成し得ない
（Crane et al., 2011）。
第 2に、マインドフルネスの指導効果は参加者
一人ひとりの主観に委ねられ、一般化することが
困難である点が挙げられる。マインドフルネスの
本質は初期仏教で説かれている四聖諦、すなわち
生老病死、愛する人の喪失、そして求めるものが
得られないことなどへの執着が苦しみの根源であ
り、その渇愛に気づき、手放すことで苦悩から解
き放たれるという真理に委ねられる（Analayo,
2018 ; Bodhi, 2011）。執着や渇愛への気づきがマ
インドフルネスの中心的課題となり、いい・悪
い、正誤といった二元論をもとに実践指導を行う
ことはできない。マインドフルネスは指導者と参
加者あるいは参加者同士の間主観性が織り成す中
で展開されるものであり（Analayo, 2003；井上・
大谷，2018）、そのプロセス自体を描写しないか
ぎり、指導の評価は難しくなる。
第 3は、マインドフルネス指導者に求められる
固有の倫理性をめぐる問題である。指導者が何ら
かの専門職団体に所属している場合、その団体が
規定する倫理綱領が一定の倫理的枠組みを指導者
に提供することになる。指導者が専門職団体に所
属していない場合、倫理規定が曖昧なまま実践さ
れることになり、マインドフルネス実践全般を貫
く倫理的枠組みの可視化が必要となってくる。ま
た、瞑想実践に伴う固有の倫理的配慮も十分に検
討されなければならない。例えば、心身のあるが
ままの気づきを促すことで生じやすくなるトラウ
マの再現、あるいはスピリチュアルな洞察の深ま
りに伴う参加者の指導者に対する憧憬や崇拝など
の問題がマインドフルネスには潜在する（Tere-
leaven, 2018）。これら問題への対処方法につい
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て、指導者間の共通理解を構築していくことが求
められている。
これら指導上の固有性に着目し、マインドフル
ネス指導の質担保を目的に標準化された評価基準
の構築を目指しているのがイギリスを中心とした
MBCT 推進グループである。Crane et al.（2011）
は、6領域から成る MBCT 指導者の評価基準、
「マインドフルネス介入指導者評価基準（Mind-
fulness-Based Interventions Teaching Assessment
Criteria［MBI-TAC］）」を開発した。MBI-TAC の
6領域は、①カリキュラムの各回でカバーする範
囲、ペース配分、そして組み立て方、②関係づく
りのスキル、③マインドフルネスの体現、④マイ
ンドフルネス・プラクティスのガイド方法、⑤イ
ンターアクティブな探求（inquiry）や教訓的な教
え方を通じたテーマの伝達、そして⑥グループの
学習環境、として表される。MBI-TAC では、ラ
イブあるいは録画データの観察を通じて各項目を
6段階（不適格、初級、準中級、中級、準上級、
上級）で評価し、最終的に指導者の MBCT プロ
グラムの遂行能力を可視化する方式をとっている
（Crane et al., 2016；家接，2017）。
MBI-TAC は尺度化され、その信頼性及び妥当
性の検証結果も報告されている（Crane et al.,
2013）。検証に際し、MBSR 及び MBCT の指導
者認定課程の修習生及び指導資格保有者計 43名
（女性 34名、男性 9名）のマインドフルネス指導
場面のライブあるいは録画をデータとして用い
た。それぞれ二人の評価者が MBI-TAC の 6領域
を測定する尺度、バンガー・エグゼター・オック
スフォード・マインドフルネス介入：指導者評価
基準尺度（The Bangor, Exeter, Oxford Mindfulness
-Based Intervention : Teaching Assessment Criteria
Scale）を用いてそれらデータを採点し、数量化
していった。評価者は、イギリスのマインドフル
ネス機関を有する 3大学のいずれかで評価用トレ
ーニングを受けた計 16名（女性 12名、男性 4
名）であった。
結果は、評価尺度の α 係数 .94、各領域の項目

間相関は平均 0.88（range : 0.84-0.92）、評価者間
信頼性は r＝0.81（r＜.01）となり、高い信頼性を
示した。各領域間のピアソン相関係数は .60～.84
（p＜.01）で、MBI-TAC の領域①「カリキュラム

の各回における範囲、ペース配分、そして組み立
て方」と領域⑥「グループの学習環境間」で .84
と相関が高くなった。しかし報告者らは、両領域
は一般的な指導能力を表すために相関が高くなっ
たと解釈し、6領域それぞれが固有の分散を示し
たと結論付けている。また、指導経験 1年未満と
2年以上のグループ間の差異を測定した結果、6
領域すべてにおいて有意な t 値（p＜.001～.05）
が得られており、併存的妥当性も確認されてい
る。一方、MBI-TAC の MBSR/MBCT 以外のマ
インドフルネス指導の評価道具としての妥当性や
文化社会的妥当性の検証、さらには評価者トレー
ニング方法や倫理的側面の評価方法の構築などは
今後の課題となる（Crane & Kuyken, 2019）。

以上見てきたように、指導者と参加者の共鳴関
係から生まれる間主観性を通じて、気づきや洞察
が深化していくプロセスそのものがマインドフル
ネスの導きといえる。そして、指導者、参加者と
いう隔たりを取り払い、お互いが実践者であり、
「苦」に対する葛藤や「生」に対する喜びを感じ
る人間であるという真理に気づいていく。UCLA
MARC があえて「teaching＝教える」ではなく
「facilitation＝場を取りもつ」をプログラム名
（TMF : Training in Mindfulness Facilitation）に採
用した意図も、間主観性の交わりを重視してのこ
とであろう。
上記の通り、現在の指導者養成をめぐる研究
は、MBSR/MBCT を円滑かつ最大限の効果をも
たらす方策に焦点が当てられている。両方法論と
もに医療や臨床心理の分野を中心に、ストレス低
減やうつ再発予防など主に個人に対する介入方法
として発展してきた。しかし、マインドフルネス
は医療化あるいは心理化された方法論にとどまる
ものではない。マインドフルネスは、人々の「苦
悩」を生む本質的なメカニズムとその解き放ちに
向けた歩みを指し示す。そして、個人、家族、コ
ミュニティ、そして社会全体のウェルビーイング
に寄与する可能性を包含する（Greenberg & Mi-
tra, 2015 ; Hahn, 2016）。そのため、マインドフル
ネス指導者養成は個人の治療的枠組みに限定され
るべきではないだろう。
マインドフルネスの意味と役割を問い直しなが
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ら指導者のあるべき姿を探求していく TMF の取
り組みは、マインドフルネスの射程を拡張し、変
動する社会が生み出す苦悩への寄り添いを創出す
ることにほかならない。以下、研究結果を通じて
TMF の詳細を描写していく。

4．結果

結果は、①TMF の概要、②TMF と MBCT の
比較、③TMF の特徴の抽出という 3項目を設定
し、本研究目的であるマインドフルネスの多様性
と人々のウェルビーイングに資するマインドフル
ネス指導者養成のあり方に言及していく。

4.1 TMF の概要
TMF は 2011年 1月にスタートし、2018年 12
月で 8期目を終了した。1年間にわたる TMF プ
ログラムは、毎年全米及び世界各国から医師、ソ
ーシャルワーカー、心理士、教師、パイロット、
弁護士、大学教員、看護師、ヨーガ指導者、アク
ティビスト、矯正施設職員など多彩な背景をもつ
40名から 50名が参加する。これまで約 200名の
修了者を輩出してきた。
参加資格は、①4年以上のマインドフルネス瞑
想経験、②UCLA MARC 提供の 6週間マインド
フルネス・クラス（Mindful Awareness Practices
［MAPs］）参加経験、③マインドフルネス指導へ
の強いコミットメント、④5日以上連続のサイレ
ント・リトリート参加経験（2回以上）、そして
⑤パーソナル・インタビューとなる。最終的に、
履歴書、推薦書 2通、願書、パーソナル・エッセ
イなどを含む申請手続きから選抜され、参加資格
が与えられる。
プログラムの骨格は以下の 9項目から構成され
る。それらは、①UCLA で実施される年 4回計
17日間（1月 4日間、4月 4日間、7月 4日間、

11月 5日間）のプラクティカム（実習）、②5日
以上連続のサイレント・リトリート参加、③隔週
ごとのレポート課題（約 20本）、④月 1回の個人
スーパービジョン、⑤月 1回のグループ・スーパ
ービジョン、⑥文献のリーディング課題（関連論
文、メディア記事、書籍）、⑦独自のマインドフ
ルネス・カリキュラム開発、⑧マインドフルネス
指導場面の録画データ提出、そして⑨UCLA キ
ャンパス内での実践、として示すことができる。
表 1は、TMF の年間スケジュールの概略を示し
ている（表 1参照）。
TMF の指導者は、Diana Winston 氏（MARC
マインドフルネス教育ディレクター）と Marvin
Belzer 氏（MARC アソシエイト・ディレクター）
の 2人を中心に、年間を通じて 5～6名のティー
チング・アシスタント（TA）が TMF メンバー
をサポートする。TA は全員 TMF 修了者であり、
医療、教育、心理臨床、ソーシャルワークなどの
領域でマインドフルネス実践をリードする熟練者
たちである。
Winston 氏は MARC 設立者の一人で、MAPs

の開発者でもある。1990年代、ミャンマーの U
Pandita に師事して出家し、ヴィパッサナー瞑想
深めた後に還俗した。現在 UCLA 及びロサンゼ
ルスを中心にコミュニティへのマインドフルネス
の普及に尽力するとともに、スピリット・ロッ
ク・メディテーション・センター（Spirit Rock
Meditation Center）公認指導者、IMTA 理事など
も務めている。
Belzer 氏は、ミズーリ大学（University of Mis-

souri）及びボーリングリーン州立大学（Bowling
Green State University）哲学科教授を経て、
MARC 設立をきっかけに現職に就任した。1980
年代から当時のビルマに渡り、何度も年単位でヴ
ィパッサナー瞑想を深めてきた。現在、UCLA
精神医学講座でマインドフルネスの授業も受けも

表 1 TMF の年間を通じた課題とスケジュール
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つ。また、後述する「関係性マインドフルネス
（relational mindfulness）2）」の開発者でもあり、青
少年のためのリトリート・プログラム“iBme”
（ Inward Bound Mindfulness Education）（ iBme,
2018）を含め、豊富なマインドフルネス指導経験
をもつ。
TMF の実習（計 17日間）では、計 8名ほどの
ゲスト指導者による多様なワークショップが開催
される3）。そして、理論、指導技術、指導実践の
トレーニングに加え、世俗的マインドフルネスの
現代社会での位置づけ、科学的知見の理解と科学
データのリテラシー教育、トラウマに配慮した指
導方法、社会情勢と人権問題を視野に入れたマイ
ンドフルネスの役割、自己覚知（self-awareness）
の深化、そして倫理的側面のあぶり出しなど多彩
なテーマが設定される。最終的には、マインドフ
ルネス指導者としての社会とのかかわり方に参加
メンバー自らが問いを立てることができるように
内容が構成される。メンバーは、TMF を通じて
マインドフルネスとは個人の健康増進法に留まら
ず、社会を変容させていくダイナミックな営みで
あることを学んでいく。

4.2 TMF と MBCT との比較
表 2は、TMF と MBCT の指導者養成課程を比
較したものである（表 2参照）。表 2は分析工程
②によって抽出された TMF の構成要素を比較軸
として、TMF と MBCT 課程を対称化することに
よって作成された。MBCT 課程は、第 1執筆者
が参加した日本マインドフルネス学会と OMC の
連携によるモジュール 1（M1）からモジュール 4
（M4）から成るプログラムを参照した。M1から
M4の概略も表 2に示している。
両課程を比較する中で明らかになった特徴的な
違いは、MBCT 課程は定められた 8週間プログ

ラムの遂行を目的とするのに対し、TMF は分野
や方法を限定せずに「マインドフルネスとは何
か」という根源的な問いの答えを参加メンバーが
自発的に見出していくところにある。
MBCT 課程は厳密な時間配分のもと、トッ
プ・ダウン的に準備された一つひとつのプログラ
ムをいかに円滑かつ深い洞察にもとづいて推進で
きるかが重視される。その意味で、MBCT 課程
は明確に構造化された養成課程といえる。一方、
TMF は「世俗化されたマインドフルネスの定義
や概念的枠組みは曖昧である」という前提に立
つ。そして、個人の心理的安定にとどまらず、社
会的な問題に視野を広げてマインドフルネス指導
者のあるべき姿を模索していく。スキル・トレー
ニングなど指導上の基本要件を踏まえつつ、
TMF はボトム・アップ的に社会に根ざす諸問題
に対応するための指導者の成長過程を映し出す。
その意味で、TMF は半構造化された養成課程と
なっている。概して、MBCT 課程は臨床介入の
パラダムから、TMF は社会構成主義のパラダイ
ムから構築されたマインドフルネス指導者養成課
程といえよう。
TMF と MBCT 課程と違いは、次項における

TMF の特徴のあぶり出しからさらに明らかにし
ていく。

4.3 TMF の特徴の抽出
分析工程①から③、すなわち TMF に関連する
情報の整理と MBCT との比較検討、さらに両筆
者の話し合いを通じて、TMF の独自性は次の 4
側面から浮き彫りにできることがわかった。それ
らは、①「徹底的な自己覚知」、②「関係性マイ
ンドフルネスによるコンパッションに彩られたサ
ンガ形成」、③「インター・ビーイングの体感か
ら生まれる社会正義（social justice）の体現」、そ

─────────────────────────────────────────────────────
２）「関係性におけるマインドフルネス」と訳す方が、後述するような本来の意味を反映すると思われるが（井上ウィ
マラ氏 Personal communication, 1/20/2019）、ここではプログラムの固有名詞として扱う目的でこのような訳を用い
た。

３）著者らは以下のゲスト指導者から学びを得た：Micheal Irwin, M. D.（UCLA MARC, Director）, Susan Smalley, Ph.D.
（UCLA MARC, Founder & Founding of Director）, Daniel Siegel, M. D.（UCLA Department of Psychiatry, Clinical Pro-
fessor）, Deborah Eden Tull（NPO“Mindful Living Revolution”, Director）, Jeremy Hunter, Ph.D.（Peter F. Drucker
Graduate School of Management at Claremont Graduate University, Associate Professor）, Larry Yang（East Bay Medita-
tion Center）, Susan Kaiser Greenland（Author of“Mindful Games”）, Ronda Magee, J. D.（University of San Francisco,
Law School, Professor）, Matthew Brensilver, Ph.D.（University of Southern California, Buddhist Chaplain）。

『Human Welfare』第 11巻第 1号 2019

60



表 2 MBCT と TMF の比較表
MBCT

日本マインドフルネス学会主催（2016-2018）
TMF

UCLA Mindful Awareness Research Center
目的 ・MBCT 指導者になるための一貫したステップ（初級から

上級）を学ぶ
・マインドフルネスの経験、指導技術、スーパービジョンを
統合させていく
・MBCT マニュアル及び UK Network Good Practice Guide-
line で示されたマインドフルネス介入法の指針に従い養成
される

・社会に浸透するマインドフルネスのあり方を見極め、
支援し、スーパーバイズできる指導者を養成する
・専門家として個人、グループ、コミュニティ、あるいは
機関に対してマインドフルネスを指導可能な方法と技術を
提供する
・マインドフルネス指導者に対してより深い自己理解と
マインドフルネス実践が可能となるように支援する
・マインドフルネス指導者のために互いにサポートし合える
コミュニティを提供する

参加資格 ・1年以上のマインドフルネス瞑想経験
・8週間 MBCT プログラムへの参加経験
・構造化された対人援助を実践できるだけの知識と能力：
専門資格、精神保健分野での臨床経験など
・MBCT の対象者の経験や関連する知識、教育、治療、
ケア体験
・個人及びグループにかかわる技術の保有

・4年以上のマインドフルネス瞑想経験
・Mindful Awareness Practices（MAPs）（UCLA MARC
提供）のクラスを 1つ以上履修
・マインドフルネスへの強いコミットメントと熱意
・5日以上のサイレント・リトリートを 2回以上経験して
いること
・パーソナル・インタビュー

実習期間 計 13日間（3年間）
・Module 1 : 3日間
・Module 2 : 3日間
・Module 3 : 4日間
・Module 4 : 5日間

計 17日間（1年間）
・1月：実習 1（4日間）
・4月：実習 2（4日間）
・7月：実習 3（4日間）
・11月：実習 4（5日間）

実習以外の
課題

・日常のマインドフルネス・プラクティスの継続
・（本課程修了後）8週間 MBCT の実践 2回
・スーパービジョンの授受

・日常のマインドフルネス・プラクティスの継続
・マインドフルネス指導経験と TMF との照合
・隔週のレポート（各 2ページ程度・計 20本程度）：テーマ
はリーディング内容、自己覚知、実習の振り返り、日常の
マインドフルネス経験など
・プログラム開発：各参加者のフィールドでのオリジナルな
マインドフルネス・プログラムのカリキュラム案提出
・ビデオ・アサイメント：マインドフルネス指導場面の録画
を提出。内容に対するスーパービジョンの授受。
・マインドフルネス模擬指導：UCLA キャンパス内での
プラクティスとスーパービジョンの授受。

実習内容：
全体像

・MBCT のプラクティスの体験（Module 1）：食べる瞑想、
呼吸空間法、ボディスキャン、マインドフルな動き、困難
を探求しながら呼吸や身体と共に座る、嬉しい出来事・
嫌な出来事、思考は事実ではない
・MBCT のティーチング法の体験（Module 2）：２者間の
エクササイズを中心に Module 1で体験したプラクティス
の実践指導
・サイレント・リトリート（Module 3）
・MBCT のティーチング法の体験（Module 4）：グループの
ファシリテーション、ライブ・スーパービジョンさらには
グループのシェアリングを通じて MBCT に含まれる
すべてのプラクティスの指導を体験する

・マインドフルネスの理論と実践の基本
・マインドフルネス指導の理論と実践方法の基本
・マインドフルネス指導の技術
・マインドフルネスの科学的基盤
・多様性、文化的影響、倫理からみたマインドフルネス
・社会正義とマインドフルネス
・自己探求：Way Seeking Mind
・グループ形成：Relational Mindfulness
・マインドフルネスにおけるリスク対処：トラウマの対応法
・コミュニティ・マイノリティへのリーチアウト方法など

実習内容：
重視するテ
ーマ

・MBCT の理論的背景の理解
・MBCT プログラムの実際の体験
・MBCT プログラムの実際の指導
・各自のマインドフルネス経験（体験、思考、感情、態度）
と指導的役割の関連性への気づき
・マインドフルネス経験の内省的気づき

・自己覚知の深化
・コミュニティへのリーチアウト法
・社会正義の体現
・参加者のグループ形成を用いたマインドフルネスの深化
・複数の指導者とのマインドフルな関係性の深化
・プログラム終了後の長期的なサポート体制の構築

ラーニング
スタイル

・構造化されたスタイル
・トップ・ダウン的
・ステップ・バイ・ステップのスキル・トレーニング
・解説→ロールプレイ→ティーチバック
・マニュアルの重視
・技術面の重視：Inquiry、瞑想のガイド法、グループ
ワーク

・半構造化されたスタイル
・ボトム・アップ的
・グループ・シェアリングによる気づきの重視
・信頼、コンパッション、ケアリングに満ちたグループ形成
・体現化（embodiment）されることの重視
・複数の指導者との多様なコミュニケーション回路

サイレント
リトリート

3泊 4日 5泊以上のリトリート・プログラムへの参加
Insight Mediation Society（IMS）, Spirit Rock Meditation Center,
Shambhala Meditation Center, Upaya Zen Center, San Francisco
Zen Center Green Gulch Farm など多数の TMF 指導者が推奨
するリトリート・センターを各自活用
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して④「多彩な指導者との深く長い共鳴関係」と
して表される。以下、それぞれについて詳述して
いく。

4.3.1 徹底的な自己覚知
TMF 全般を通じて、自己覚知（self-awareness）
は一貫して重要テーマとなった。TMF は、いか
なるマインドフルネス・プログラムにも共通する
根源的な目的とは「人々の苦しみの解き放ち」に
あると見なす。マインドフルネスの営みの中心に
あるのは「苦」であり、執着や渇愛への気づきか
ら生まれる「生」への新たな態度を耕していくこ
とにマインドフルネス指導の価値を見出す。
TMF では、人々の「苦」や「生」に深い共鳴が
生まれるためには、指導者自身が自ら抱く苦悩を
否定せず、優しさをもって触れながら、自己への
気づきを深めていく態度が不可欠であると考え
る。
指導者が自分を見つめ、過去の痛みや苦悩に少
しずつオープンになり、受け入れていく態度は、
指導者自身の内に許しと癒しの波長を生む。
TMF は、指導者に生まれる温かな自己受容の波
長が参加者と共鳴していくことによって、参加者

自身が自らの苦悩を否定せず、気づきを深め、少
しずつ解き放つことでできるようになると考え
る。そのため、参加メンバーが自分とつながり、
洞察を深め、自らの「苦」の手放しを行える仕組
みが 1年間を通じて TMF には散りばめられてい
る。
具体的には、サンフランシスコ郊外のスピリッ
ト・ロック・メディテーション・センター、ニュ
ーヨーク郊外のインサイト・メディテーション・
ソサエティー（Insight Meditation Society）、ある
いはデンバー郊外のシャンバーラ・メディテーシ
ョン・センター（Shambhala Meditation Center）
など TMF が推奨する施設での 5日間以上のサイ
レント・リトリートへの参加、「マインドフルな
自己への問いかけ（Mindful Self-inquiry）」「自己
探求ワーク（Way Seeking Mind）」「指導者として
のミッション探求（Deepest Intention as a Facilita-
tor）」「セルフ・コンパッションの深化（Self-
Compassion Work）」などのワークが用意されて
いる。MBCT 課程でも指導者の自己覚知は重要
であるとの視点が投げかけられる。しかし、マイ
ンドフルネス・プラクティスの継続以外、具体的
な方法が課程中に示されることはなかった。

表 2（続き）
MBCT

日本マインドフルネス学会主催（2016-2018）
TMF

UCLA Mindful Awareness Research Center
倫理 ・マインドフルネス指導者の所属団体あるいは資格が規定

する倫理綱領の遵守
・マインドフルネス指導者が専門団体所属していない場合、
その指導者の専門性に近いと判断される専門団体の倫理
綱領を安全弁として実践を行う
・Module 4 : 90分間の議論
・MBCT 指導の倫理的意味は何か？
・倫理的実践を弱体させるものは何か？
・何がそれを維持させるのか？

・マインドフルネス指導における倫理的問題のあぶり出し
・倫理面の体現に向けた実施方法のディスカッション
・金銭授受に関連する倫理と葛藤のシェアリング
・独自の倫理的枠組みの構築（180分のワークショップ）

グループの
位置づけ

スキルの習得に向けたシェアリング及びティーチバック ・グループそのものがマインドフルネスの体現の場
・安心、安全、信頼の土壌
・参加者同士の交流の推進：Zoom カンファレンス、
ネット上の意見交換の場づくり、
・自己覚知の深化の場：Way Seeking Mind ー自己開示と
受容のプロセス
・マインドフルネス指導者としての自信の構築

評価基準 MBI-TAC
・カリキュラム上の各セッションにおける内容のカバー、
ペースづくり、そして構成
・関係づくりためのスキル
・マインドフルネス・プラクティスのガイド方法
・マインドフルネスの体現化
・インターアクティブな探求（inquiry）と教育的な
ティーチングを通じたコース・テーマの伝達
・グループ・ラーニングの環境の保持

構造化された評価基準はなし

認定資格 Certified MBCT Teacher UCLA-Trained Mindfulness Facilitator
IMTA Certified Mindfulness Teacher
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TMF は、「マインドフルネスの各種瞑想法は常
に中立である」とは見なしていない。実施方法や
指導者の態度によっては、参加者に「苦」の否定
や歪曲を引き起こすこともあり得るという前提で
指導者養成を考える。特にスピリチュアル・バイ
パッシング（Spiritual Bypassing）の問題は重要視
され、そのリスクを回避するためにも自己覚知は
欠かすことのできない指導者の基本姿勢として位
置づけられる。
スピリチュアル・バイパッシングとは、「スピ
リチュアルな考えやプラクティスを用いて未解決
の情緒的問題、心的外傷、そして未処理の発達上
の課題などに直面することを避ける傾向」と定義
される（Welwood, 2002）。指導者の自己覚知は、
指導者の内に生じる自らのスピリチュアル・バイ
パッシングへの気づきを育む。同時に自己覚知
は、指導者自身が参加者の葛藤やトラウマをバイ
パスすることで、参加者の気づきの機会を奪って
しまう危険性があることへの洞察を深めることに
もつながる。
以上のように、TMF は「自己を見つめ続ける

ことなしに、人々の苦悩に共鳴することはできな
い」「自己への優しさや労りの波長が他者の優し
さや労りの波長を創出する」という理念に根ざ
す。そして、持続的な自己探求をマインドフルネ
ス指導者の基本的態度として位置づけ、自己覚知
を涵養していくことが TMF の根幹を成してい
た。

4.3.2 関係性マインドフルネスによるコンパッシ
ョンに彩られたサンガ形成

1年間の歩みの中で、指導者も巻き込んだ
TMF 参加メンバー全員は“TMFers”と称され
る。そして、「絆」と呼ぶにふさわしい信頼関係
で満たされていく。年 4回、計 17日間にわたっ
て繰り広げられるメンバー同士の多岐にわたる交
流は、マインドフルネス瞑想の実践を土台に深化
し、安心で安全な空間が形成されていく。安心
感、安全感に満ちた互いの関係性は、それぞれの
自己覚知を支える。そして、一人ひとりが徐々に
自己を解き放ち、メンバーに受け入れられ、やが
てはグループそのものがコンパッション（慈しみ
の情性）に満ちたサンガとして成長していく。

筆者らは、「関係性マインドフルネス」のプラ
クティスがこのコンパッションに彩られたサンガ
形成に大きく影響したと考えている。関係性マイ
ンドフルネスは、主に Belzer 氏にリードされな
がら実習中に何度も経験する。関係性マインドフ
ルネスとは、人とのコミュンケーションを「今、
この瞬間」への気づきをもたらすアンカー（錨）
に据える瞑想法である。例えば、人との会話場面
において、注意の対象がその人や話題から逸れて
しまった場合、注意が逸れたことに気づき、優し
く会話や相手を尊重する心情に意識を戻していく
営みを繰り返していく。呼吸瞑想では呼吸に伴う
感覚を、歩行瞑想では足の感覚をアンカーとし
て、移ろいゆく注意を今に戻していくことで瞑想
を深めていく。同様に、今、この瞬間に展開され
る人との関係そのものをアンカーにして注意を制
御しながらコミュニケーションを深めていくプラ
クティスを関係性マインドフルネスと呼ぶ。
実習中、最初は 2者間の定型化された単純なや
りとりを通じて関係性マインドフルネスの練習が
繰り返される。そして、次第にマインドフルなコ
ミュニケーションの輪が 3者間、そしてグループ
全体へと広がっていく。やがて、あらゆるディス
カッションやグループ・ワークの場面で関係性マ
インドフルネスは自然と応用されるようになって
いく。その結果、参加メンバーそれぞれが「今、
ここ」に存在し、豊かな交わりが展開されている
ことに一層の安心感を抱くようになる。注意が逸
れても自分を責めず、しなやかに「今、この瞬
間」の会話に意識を戻していく。やがてはメンバ
ー同士の尊重感の涵養につながり、共に存在し、
つながっているという「インター・ビーイング
（Inter-being）」（Hahn, 1987）の感性と身体感覚が
醸成されていくことを筆者らは体感している。
このようなサンガ形成を基盤として展開される

TMF は、指導者としての孤独感を和らげ、メン
バー間で編み込まれるコンパッションの綾から
「マインドフルネスを通じて人々とつながり、共
にウェルビーイングを探求しよう」という熱意が
涵養されていく。参加メンバー同士の深い交流は
MBCT 養成課程では意図されておらず、TMF の
独自性の一つといえる。
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4.3.3 インター・ビーイングの体感から生まれる
社会正義（social justice）の体現

自己覚知の深まりと関係性マインドフルネスを
土台としたインター・ビーイングの体感が相互往
復する中で、TMF は、あらゆる命あるものの包
摂を願う心情を身体感覚として感受できるように
参加メンバーを支えていく。そして、それぞれに
とっての「社会正義」の価値を萌芽させていく。
TMF を通じて、マインドフルネスが医療や心理
のパラダイムに限定されず、社会的に孤立してい
る、あるいは排除されている人々とのシームレス
なつながりに目覚め、共に生きることへの価値が
涵養されていく可能性を筆者らは深く感じ取るこ
とができた。
TMF は、2010年前後から顕在化したマインド
フルネス・ブームに対する批判を直視することで
プログラム内容を構成している。実際 TMF で
は、現代のマインドフルネス・ブームへのバッシ
ングを扱った多くの論文やメディア記事がリーデ
ィングの課題となった。批判は、主にマインドフ
ルネスの医療化、商品化、個人化、白人化に伴う
弊害に言及したものである（Purser & Roy, 2013 ;
Wilson, 2014）。例えば、マインドフルネスが個人
のストレス低減や症状除去のための効果的な介入
方法として社会に受け入れられる一方、そのサー
ビスは商品化され、高額負担が強いられている問
題である。その結果として、特に米国では中産階
級以上の白人層が利用者の大半を占め、マインド
フルネスの普及に偏りが生じているという批判が
投げかけられている（King, 2017 ; Yang, 2018）。
さらに個人化や白人化の波は、現代社会にはびこ
るストレスや生きづらさを個人の問題に収斂させ
てしまい、その背景にある社会構造上の歪み、例
えば人種やセクシュアリティによる差別、あるい
は経済格差などを不可視化することにマインドフ
ルネスが加担してしまっているのではないかとい
う見解も示されている（Sherrell & Shimmer-
Brown, 2017）。
これらの批判を踏まえながら、TMF は「マイ

ンドフルネスは社会の多様性を映し出す鏡であ
る」という前提に立つ。参加メンバーのサンガ形
成に伴うインター・ビーイングの体感は、自我へ
のとらわれ感を緩め、社会が包含する多様性の息

吹への気づきを促す。筆者らは、TMF を通じて
マイノリティ包摂の価値と社会貢献の真意が身体
感覚の中に芽生えていく実感を覚えている。マイ
ンドフルネスの倫理性も、綱領のようなトップダ
ウンで定められるものに限定されず、参加メンバ
ーの長時間にわたる議論のなかから抽出されてい
く。それは指導上の倫理的配慮から社会正義のた
めにマインドフルネスの果たす役割に及ぶ多次元
の倫理的枠組みの獲得につながっていった。
インター・ビーイングの身体感覚は、自己のと
らわれや偏見に対する多様な気づきのワークによ
って深められた。差別構造への闘いそのものに生
きる意味を見出しているマイノリティにとって、
マインドフルネスとはどうあるべきなのか？
LGBTQ グループへのマインドフルネス・プログ
ラムはどのような内容がふさわしいのか？ マイ
ンドフルネスのグループ自体が社会的に排除され
ている人々の痛みを共有できない場合、指導者は
どう対応すればいいのか？ 指導者は常に中立で
あるべきなのか、また中立でいられるものなの
か？ 心身に障害をもつ人々に対するマインドフ
ルネスはいかにあるべきなのか？ マインドフル
ネスを社会的に排除されている人々に浸透させて
いくために指導者は何ができるのか？ マインド
フルネスがスピリチュアル・バイパッシングの道
具にならないために、指導者はどのような振る舞
いをする必要があるのか？
重層的な議論と内省の中で、これらの問いかけ
は個々のマインドフルネス指導者としての社会的
使命を形作っていく。そして TMF の最終段階で
は、この社会的使命の言語化と具体的なアクショ
ンを明確化していくことになる。
以上、「社会的なるもの」からマインドフルネ
スのあるべき姿を読み解き、指導者としてのミッ
ションを内発的に獲得していくことを目指す
TMF は、個人のメンタルヘルスの向上を目的と
した MBCT の指導者養成とはマインドフルネス
の機能や役割そのものに対するスタンスが異なる
ことがわかる。

4.3.4 多彩な指導者との深く長い共鳴関係
Winston 氏、Belzer 氏、そして 5～6名の TA

らの思慮深く受容的な姿勢は、参加者一人ひとり
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が 1年間を通じて自己覚知に向き合い、マインド
フルネス指導者としての社会的使命を獲得してい
くための支えとなり続ける。TA は、人種、民
族、セクシュアリティ、そして年齢などにおいて
多様な背景をもつマインドフルネスの熟練者で構
成される。差別やトラウマなど参加者によっては
実体験にも通じるような痛みを伴うトピックを扱
う場合、TA は常に個々の反応に留意しながら積
極的なサポートを繰り広げた。年間を通じた隔週
のレポート課題には、毎回 TA からのコメントが
付せられる。TA はレポート内容から参加者の修

習状況、戸惑い、あるいはストレスの度合いを把
握し、場合によっては個人的なスーパービジョン
が設定された。それは実習中に限らず、電話、メ
ール、Pod、Zoom、Skype など多層な回路を通じ
て柔軟に対応された。加えて月 1回のペースで、
定期的な個人及びグループスーパービジョンが設
定されており、メンバーにとっては 1年間マイン
ドフルネス指導者としての成長プロセスを絶えず
意識できる環境を得ることができた。
実習中は、Winston、Belzer 両氏、そして TA
全員がオープンに自らの体験を語り、グループ・

図 1 TMF の 4つの特徴とその相互関連性を表した概念図
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ディスカッションにも一人の参加者として加わる
ことが少なくなかった。教師－生徒といった階層
関係を感じさせず、ともに「マインドフルネスの
探求者」という感覚が日毎に深まっていったと筆
者らは振り返っている。それは、彼らによる「マ
インドフルネスの体現」が TMF の現場に表れた
証であり、コンパッションに根ざした安心で信頼
あるサンガ形成の要として彼らが存在したことを
物語っている。
彼ら TMF 指導者とのつながりは、プログラム
終了後も続く。メールや SNS による持続的なサ
ポートや年に 2回のスーパービジョン、そして
MARC の MAPs 指導者養成プログラムへの参加
機会などフォローアップに余念がない。Belzer 氏
は、自ら担当するマインドフルネスをテーマにし
た UCLA 精神医学講座の授業において、TA の
機会を TMF 修了者に提供しており、第 2執筆者
も 2018年に参加している。参加メンバー同士も
独自のホームページや SNS を通じて情報交換を
絶えず行える環境を整え、指導者としての迷いや
悩みを共有できる場を得ることができた。
再度 MBCT 課程に目を向けると、OMC から
来日した MBCT 指導者らはマインドフルネスの
体現を通じてプログラム全体を構成し、マインド
フルネスの深遠な「気づきの営み」と「苦悩への
向き合い方」について参加者メンバーが感受でき
るような工夫を施していた。TMF と同じく、彼
らは一方的な方法論の教授ではなく、メンバーが
いずれは指導場面で体現できるように、個々のス
トレングスを再保証しながら自信を深めていくこ
とのできる指導スタイルを貫いていた。一方、あ
くまでも MBCT の効果的な指導者養成を念頭に
養成課程が展開され、それ以外の個人的な問題な
ど多様な事柄を共有できるような関係性の構築
は、積極的になされることはなかった。

以上、TMF の 4つの特徴とその相互関連性の
概念図は、図 1として集約される（図 1参照）。

5．考察

5.1 本研究の限界
本研究は、マインドフルネス指導者養成に資す

る TMF の妥当性の検証が目的ではなく、あくま
でも TMF のプログラム内容とその特徴のあぶり
出しを主眼としてまとめられた。そして、MBCT
課程と TMF を比較することにより、本目的がよ
り鮮明になると考えた。TMF が掲げる指導者養
成の達成度の検証は、その方法論も含めて今後の
課題となり、今回の研究の視野に含まれていな
い。また、筆者らの TMF 修了経験は一般化でき
るものではなく、両者の経験のすり合わせには、
できるかぎり客観的にとらえようとしたものの、
TMF を肯定的に評価しようとするバイアスが含
まれている点は否めない。
これらの点を踏まえたとしても、本研究は国際
的にも注目されているマインドフルネス指導者養
成のあり方について、実体験をもとに描写した国
内最初の研究であるところに価値を見出すことが
できる。今後、本研究が国内におけるマインドフ
ルネス推進者の養成を考える上での参考事例の一
つとなることが期待される。

5.2 TMF の価値と今後の指導者養成への示唆
研究結果から、TMF は、①理論、指導技術、

科学性、リスク対処、指導案開発、指導実践、そ
して多層で長期のフォローアップを通じたスキ
ル・トレーニングと、②織り成すコンパッション
に彩られた間主観性の綾を通じて自己の苦悩への
気づきを深めるサンガ形成を通じて、③社会正義
の価値にもとづく社会的使命を紡ぎ出していける
ように参加メンバーをエンパワーしていくマイン
ドフルネス指導者養成課程、と集約できる。
TMF を通じて、メンバーそれぞれ医療、教育、
司法、企業など個々の専門領域に適した、社会的
に価値のある創造性に富んだマインドフルネス・
プログラムの開発を追求していくことになる。
このように見てくると、TMF は、大谷（2014）

によるマインドフルネスの 2類型、すなわち仏教
の伝統を受け継ぎ日常生活全般にマインドフルネ
スの実践を浸透させるようなライフスタイルを目
指す「ピュア・マインドフルネス」と、医療や心
理臨床へのマインドフルネスの応用を目指す「臨
床マインドフルネス」に加え、第 3の類型ともい
える「エンゲージド（社会参加）・マインドフル
ネス」の創出につながる指導者養成を目指してい
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るといえるかもしれない。この目標は、インタ
ー・ビーイングの情性の深化とともに「今、ここ
でのありのままの注意（bare attention）」と「慈
しみ（compassion）」という両翼を備えたところ
にマインドフルネスの本質を求め、マイノリティ
や社会的弱者との融合感を熟成していくことがで
きるように TMF が構成されている点から読み取
れる。
今後、国内の災害被災者、身体・精神障がい
者、自死遺族、ひきこもり者、ホームレス、
LGBTQ、外国人労働者、いじめ被害者、貧困家
族など孤立に追いやられかねない子どもたち、
人々との間のインター・ビーイングへの気づきの
涵養から社会参加、社会変革の体現を可能にする
マインドフルネス指導者の養成を考える上で、
TMF は一つの参考例となるだろう。臨床領域に
とどまらず、複雑化する社会の多様なニーズに呼
応するマインドフルネスの実現に資する推進者養
成の道筋の検討が、TMF を通じて促進されるこ
とを期待する。
同時に、MBCT 課程の評価道具として MBI-

TAC が開発されてきたように、今後構築される
指導者養成課程がいかなる指導者を育て、実際の
マインドフルネス実践に反映されているのか、多
面的な評価を可能にする方法論の整備が求められ
る。数量化的な方法に加え、社会構成主義のパラ
ダイムから指導者自身の成長やマインドフルネス
の深化のプロセスをとらえる質的な評価方法を考
案していく必要性があるだろう。
今後、指導者養成の基幹組織として、日本マイ
ンドフルネス学会などにマインドフルネス指導者
養成のワーキング・チームを形成し、世界的な現
状把握、倫理的枠組みの構築、養成課程の設定、
評価方法、そして養成後のフォローアップの仕方
などを検討していくことが望まれる。UCLA、
IMTA をはじめ、国際的なマインドフルネス機関
との連携、そして仏教界、特に伝統に縛られず、
マインドフルネスによる社会貢献活動に積極的に
取り組んでいるエンゲージド・ブディズム（社会
参画仏教）の指導者たちとの協働なども視野に入
れながら、包括的な指導者養成の道筋を明らかに
していくことが求められる。
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Practical Implications of the Teacher Training for
Manifold Mindfulness : Addressing the Experience as Trainee in
the UCLA“Training in Mindfulness Facilitation”Program

Satoshi Ikeno*1, Noriko Uchida*2

ABSTRACT

The purpose of this study is to present teacher training issues that can occur while estab-
lishing manifold mindfulness approaches. The objective was attained by exploring the
author’s experience as a trainee in the one-year program named“Training in Mindfulness Fa-
cilitation (TMF).”The program was held by the Mindful Awareness Research Center, Univer-
sity of California, Los Angeles (UCLA). Through the method of semantic analysis of multiple
resources relating to the TMF and several meetings of authors, it became possible to describe
four aspects that are considered to embody the fundamental structure of TMF. These are 1) in
-depth self-awareness, 2) the formation of a meaningful sangha through the practice of“Rela-
tional Mindfulness,”3) the embodiment of social justice originated from the sense of“Inter-
being,”and 4) in-depth and long-term resonance with TMF teachers. These four features were
described in more detail by contrasting them with the core structure of the teacher training
pathway for the facilitation of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). The current
study has delineated practical implications for future mindfulness teacher trainings that can
educate mindful facilitators, who can be socially engaged, and both work with minorities as
well as segregated populations.

Key words : mindfulness, teachers training, intersubjectivity, social justice, relational mind-
fulness
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