
はじめに

これまでにない自然災害の発生や感染症の流

行、重大事件の発生という予想外のことが生じる

現況においては、国民のメンタルヘルスに貢献す

る心理臨床家の重要性が益々高まってきている。

2018 年には、国家資格として公認心理師が創設さ

れたこともあり、その養成課程においては、臨床

心理学を実践的に学び始めた初学者が心理臨床活

動を行う上で基盤となるカウンセラーの基本的安

定感（河合, 1970）をいかに培うかということも

重要な課題である。カウンセラーの基本的安定感

とは、「クライエントがその人に会うと、何か安定

した感じがして、この人だったら何を言ってもい

いんだという感じとか、少しぐらい変なことがで

てきても怖くはないぞという感じ（河合, 1970）」

であり、初学者が心理面接を担当し始める前に、

多少なりとも内的安定性を高めることは、クライ

エントに対する適切な援助を行うために重要と考

えられる。

従来、心理臨床家の養成においては、教育分析

やエンカウンター・グループが行われてきたが、

費用や心理的負担といった問題もあり、汎用可能

でより侵襲性の低い手法が望まれる。最近では、

初学者自身による大学院学内実習の回顧的な検討

とそれを基にした質的分析という手法が新たに用

いられ（上倉ら, 2016a; 2016b）、こうした手法も

初学者の心理的成長に寄与することが示唆されて

いる。しかし、心理面接などの実践実習後に検討

を行う手法であるため、より短期間で実施可能な

手法の探索が求められる。そうした中で、臨床動

作法は、１回の介入で青年期におけるストレス軽

減効果と心身統合作用があることが示され（上倉,

2019）、統合失調症においては、【感覚を耕す】、【感

情を耕す】、【からだを耕す】という一連の心理的

変容過程が生じることが示唆されており（上倉,

2018）、心理臨床家を目指す初学者の成長支援に

も役立つ可能性がある。

臨床動作法とは、日本発祥の心身融和を志向し、

「動作の仕方を変えることを通して、それと一体

的なこころの治療的変化を目指す心理療法（成瀬,

2014）」である。本学コミュニティ・ケアセンター

（以下、センターとする）においては、これまで臨

床動作法を専門とする相談員は在籍しておらず、

臨床動作法を用いた面接や実習は行われてこな

かった。第一著者は、2019 年度より当センターに

相談員として着任し、学内実習および学内研修に

おいて、臨床動作法を用いた体験会を実施する取

り組みを始めた。臨床動作法に馴染みのない学生

も多く、“運動”というイメージを抱く者も多かっ

たが、臨床動作法体験を通して、心身への作用を

感じとっていった姿が印象的であった。こうした

体験による実感的な学びは、身体を媒介とする臨

床動作法ならではと言える。しかしながら、心理

臨床および世間一般においては、臨床動作法では

動作を扱うがゆえに、運動や行動療法のように捉

えられがちであり、今後のさらなる活用とクライ

エント支援に向けて、わかりやすく発信していく

必要がある。

よって、本稿では、臨床動作法の紹介および心
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理臨床家を目指す初学者に対して臨床動作法を用

いた実習がもたらす心理的作用の検討を目的とす

る。まず、臨床動作法について概説し、一般的に

抱かれがちな臨床動作法に対する疑問について

Q&Aスタイルで説明する。次に、臨床動作法を

用いた学内実習に参加した本学大学院修士１年生

の実習体験記をもとに、臨床動作法によって初学

者に生じた体験および作用について検討する。

Ⅰ．臨床動作法の紹介

１．臨床動作法とは

臨床動作法では、「心の活動と身体機能とは一

体一元の現象であり、いずれか一方が変われば、

他方も必ず一般的な変化をする（成瀬, 2007）」と

仮定し、「からだの持ち主である主体者としての

自己が、自分の体を能動的、現実的、客観的に制

御する動作過程を通じて、より望ましい体験の仕

方へと変えていく援助法（鶴, 1992）」として動作

法を用いる。臨床動作法における「こころ」とは、

単なる精神活動を行う心とは異なり、生きようと

する生命体としての原初的な活動を表し、「から

だ」とは、物理的身体ではなくこころを含み生き

て動くからだを表す。

臨床動作法における「動作」とは、単に身体運

動を指すものではなく、身体運動を行うために予

期イメージ（意図）をし、体に適度な力を入れる、

力を抜くという努力によって、身体運動がなされ

るまでの一連のプロセスを指す（図１）。努力に

は、本人の意識、無意識を含む活動が含まれてお

り、そうした意味で、幅広い意識層を扱う手法と

言える。

臨床動作法では、クライエントの物事の体験の

仕方が、心身の不必要な緊張を生むとし、その体

験の仕方を変容して心理的適応を図るために、動

作課題を用いて働きかけていく。実際の動作面接

では、セラピストがクライエントの動作や姿勢に

現れている緊張や不調に注目し、それに応じて肩

上げ課題、腕の挙げ降ろし課題、踏みしめ課題な

どといった動作課題（巻末資料参照）を設定し、

動作課題に取り組む時のクライエントの意図、努

力、身体運動の達成という一連の過程で生じる「体

験」を重視する（図２）。

例えば、腕の挙げ降ろし課題では、セラピスト

が「ゆっくりとしたペースで、まっすぐと上げて

みましょう」とクライエントに伝え、一定の速度

で外にも内にも偏らずにまっすぐのコースで腕を

挙げるように意図・努力することが求められる。

私たちは、日常的に腕を挙げる行為をしているた

めに、腕挙げなど簡単かつ自動的にこなせるもの

と捉えがちである。しかし、実際に腕を挙げてい

くと、ついつい速く腕を挙げてしまう自分に気づ

く人、いつもは気づかない引っかかり（緊張）を

感じる人、無意識に入れた緊張に阻まれて思うほ

ど腕が高く挙がらない人もいるであろう。

動作面接場面では、セラピストがクライエント

のこころとからだに目を向けながら、クライエン

トが自分では気づかない緊張に気づく、どのよう

に努力すればよいかわからない場合には、からだ

を通して自分に向き合えるように必要最低限のサ

ポートをしていく。図 3に、大学生をモデルとし

てストレスマネジメントとして動作課題を実施し

た様子を示す（※当センターには関係しない大学

生であり、写真の掲載に関しては、本人より同意

が得られている／援助者―明治学院大学心理学部

清水良三教授）。

― 11―

図１ 動作

図２ 動作課題遂行時に生じる動作体験



２．臨床動作法にまつわる疑問

臨床動作法について、他の手法を専門とする心

理臨床家や初学者が抱きやすい疑問を以下に挙

げ、それに対する回答とともに記した。

Ｑ１．臨床動作法は、どのようなところへ注目し

て関わるのですか？

単に身体の動きを練習しているように見え

て、心理的側面をどのように扱っているのか

が見えにくいです。

Ａ１．クライエントの姿勢、動作の仕方から、そ

の人の持つ不安・緊張を捉えるとともに、動

作課題への取り組み方に注目します。

人は内界・外界への適応を図るために、無

意識に必要な力を入れ、身体を緊張させて対

応しています。不安や心的緊張が高まると、

必要以上の力みや緊張した身体で無意識に頑

張ることで適応しようとします。その力みや

緊張が恒常的に続くと慢性緊張となり、肩こ

りや腰痛といった身体不調につながります。

臨床動作法では、無意識の不安や心的緊張

が身体の緊張状態や動作の仕方のぎこちなさ

に示されるとし、臨床動作法場面での動作課

題への取り組みの仕方は、その人の心理的な

内界・外界への適応の仕方を表しているもの

と考えるので、心理的側面を取り扱っている

ことになります。

Ｑ２．臨床動作法は、運動の作用とはどのように

違うのですか？

運動をしても、気持ちはスッキリしてスト

レス解消になると思うのですが。

Ａ２．臨床動作法は、運動とは作用が異なり、主

に心理面への作用を生じるものです。

運動では、筋力や身体機能の維持・向上、

血行促進や抵抗力を高めるといった身体機能

面への作用が主であり、心理面では、気分転

換やストレス解消の作用があります。それに

対して、臨床動作法はクライエントの主体的

で能動的な活動に働きかけるものであり、ス

トレスに強い自己の力を育む、主体性の向上、

心理的変化や精神症状の改善という心理面へ

の作用が主であり、肩こりや腰痛などの解消

は副次的作用となります。これまでの研究で

は、臨床動作法によって情動の安定化、スト

レス反応の低減、行動・情動・注意力・取り

組み方といった体験様式の変化、短期的介入

による心理面への作用といった運動とは異な

る心理的変容が生じることが示されていま

す。

Ｑ３．臨床動作法の目的は、リラクセーションで

すか？

臨床動作法を体験すると、心身がリラック

スします。

Ａ３．臨床動作法は、心身のリラクセーションの

みを行っているのではありません。

臨床動作法は、単に心身の緊張を弛めるこ

とが目的ではなく、クライエントが主体的に

心の不安・緊張として現れた身体の慢性緊張

を弛める、適度に緊張を入れることを通じて、

クライエントが自身の不安や緊張を自己調整

する、柔軟に外界に対応する力を育み、本来

の力を回復するお手伝いをします。

Ｑ４．臨床動作法と言語を媒介とする心理療法と

の違いはどのような点ですか？

Ａ４．臨床動作法では「体験の仕方」を扱います。
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図３ 腕の挙げ降ろし課題実施の様子



言語を媒介とする心理療法では、クライエ

ントが話した内容（体験の内容）を扱い、そ

れに対してセラピストが共感したり、応答や

解釈することを通じてその内容の意味を意識

化することを重視するのに対し、臨床動作法

では、どのようなことを体験したかという内

容ではなく、どのように体験したかというク

ライエントの内界・外界に対しての体験の仕

方 （体験様式）を扱います。

Ｑ５．臨床動作法は、クライエントに触れる手法

ですよね？

身体に触れることによって、クライエント

の癒しにつながるのでしょうか。

Ａ５．クライエントに触れることは、臨床動作法

の効果要因とはされていません。

臨床動作法は、言語を用いた心理療法とは

異なり、“クライエントに触れる”という点に

注目されがちですが、マッサージやタッチン

グとは異なり、身体接触による癒しやコミュ

ニケーションは目的としていません。

臨床動作法では、クライエントが自身の緊

張を察知する、感じるお手伝いとして、クラ

イエントに触れることがありますが、クライ

エントが緊張している部位に気づきやすいよ

うに最低限触れるものです。そのため、臨床

動作法では、クライエントに触れることは必

須ではなく、言語教示のみで援助を行うこと

もあります。

Ｑ６．臨床動作法のセラピストの役割は、クライ

エントに対する身体の動き方の指導ですか？

マッサージやリハビリのように、セラピス

トがクライエントの身体の緊張をほぐした

り、身体を動かしやすくしたりするお手伝い

をしているように見えます。

Ａ６．臨床動作法は、クライエントの心身一元現

象としての動作を扱うことを通じて、心理的

問題の解決を援助するものです。

臨床動作法は、クライエントには、自己治

療する力が備わっているという「自己治療論

（成瀬, 1988）」に拠るため、セラピストは、

「援助者」として位置づけられます。マッサー

ジでは、施術者が顧客の身体の緊張をほぐす

役割をとり、リハビリでは、高齢者等の身体

機能の改善を目的に運動療法を行う役割をと

るのに対して、臨床動作法では、クライエン

ト自身が自分の不安・緊張を察知し、自分で

それに向き合い、自分でそれを弛める、適度

な緊張を入れるという主体的な活動を支援す

るのが主目的です。もう年だから思うように

身体が動かないとあきらめたり、意欲が出な

い方に動作法を体験してもらうことで、まだ

動かせるというような元気や意欲を取り戻す

といった心理的支援を行うのです。そのため

に、セラピストはクライエントの身体を動か

してあげるのではなく、クライエントが自分

で動かせるように必要最低限の援助を行いま

す。

Ⅱ．臨床動作法を用いた実習体験

臨床動作法実習プログラムの概要

第一著者は、公認心理師・臨床心理士・臨床動

作学会認定臨床動作士の資格を有し、主に病院臨

床において統合失調症、うつ病、神経症圏、発達

障害、認知症のクライエントに対して、心理検査、

臨床動作法や認知行動療法を用いた心理面接、

SSTや臨床動作法、コラージュ、回想法を用いた

集団心理療法を 14 年間行ってきた。最近では、

児童〜青年期の発達障害、パニック障害、テスト

不安に対する個別動作面接、親子合同面接形式で

の動作面接（上倉・春山, 2020）も行っている。

第一著者が担当した学内実習に参加した本学大

学院１年生（男性・女性各２名、計４名）を対象

として、臨床動作法についての学びを深める、こ

ころとからだを通じて自分に関わる体験をする、

クライエントおよびセラピスト体験をするという

目的で、全６回に渡る臨床動作法プログラムを実

施した。参加者全員が、初めて臨床動作法を体験

する者であった。プログラムの概要は、表１の通

りである。実習は、第一著者の言語教示をもとに

学生が自身で単独で動作課題を行う（セルフ）形

式を主とした。

第１回〜第５回までの各回では、臨床動作法体

験前後の自身の心身の状態をチェックするため

に、参加者に①からだの気になるところ、②臨床

動作法のイメージに関する項目から成る自由記述

式のチェックシートに記入してもらった。なお、

最終回は、精神科領域で行われている集団動作法

の体験を目的とし、参加者が輪になってイスに座
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り、第一著者が一人ずつ動作援助を行う形で実施

した後、研究の知見を基に臨床動作法で生じる心

理的変容プロセスについて解説した。実習で用い

た動作課題の内容については、巻末資料 臨床動

作法の進め方（上倉・清水, 2020）を参照のこと。

心理臨床家を目指す大学院生における臨床動作法

体験

実習体験を深める目的で、参加者に対してプロ

グラム第５回終了時に、『臨床動作法を体験して』

というテーマで、学内実習前の臨床動作法のイ

メージ、学内実習における臨床動作法の体験、そ

の体験を通じて感じた臨床動作法の作用、私の考

える「臨床動作法とは」の４点について、レポー

ト（Ａ４用紙２枚以内）を提出してもらった。以

下に、各学生の臨床動作法体験記（体験者Ａ〜Ｄ

とした。なお、執筆者名の記載順序と報告者名は

異なる）とそれに対する第一著者のコメントを記

した。

体験者Ａ

身体と心に意識を向ける

１．学内実習前の臨床動作法のイメージ

あまり具体的なイメージはなく、身体を動かし

て症状の改善を図る療法、という感じでなんとな

く言葉や知識としては頭の中にあるが、どんなこ

とをやるのか、何に効くのか、どういった効果が

期待できるのか、などは全く知らなかった。成瀬

悟策が作った、ということだけ知っていた。

２．臨床動作法の体験

実際に臨床動作法をやってみると、結構身体の

色々な部分を使うな、というのが正直な感想だっ

た。普段使わなかったり、意識を向けなかったり

する部分を使うので、最初のほうは結構苦戦した

記憶がある。自分はボディイメージを使うような

体験について、興味を持っている一方で、自身が

そのような体験をあまり得意とはしていないの

で、少し不安だったが、意外にボディイメージを

使って体験できるものだな、と思った。

自分ではあまり分かっていない身体の感じを第

三者に触れられながら、一緒に身体の感じを追体

験していくというのは凄く新鮮だった。どちらか

というと、被援助者よりは援助者のほうが難し

かった。どのあたりに力が入っているのか、どの

ように援助を行えば身体の感じが楽になるのか、

どうやって声掛けすれば、被援助者がついてきて

くれるかなどを考えながら援助を行うことは難し

いなと思った。

３．臨床動作法の作用

作用が得られるのかな…という不安はあった

が、体験してみると、前よりは疲れに気付けるよ

うになったと思うし、少し猫背が良くなった気が

する。帰りの電車で立っている時、視界が開けて

いるような感覚が得られ、驚いた。また、臨床動

作法を行った後には身体が楽になっているのを感

じた。臨床動作法を行う前に首が痛かったり、腰

が痛かったりしたのだが、その場所に臨床動作法

で働きかけを行うと、少し痛みが軽減されていた。

一番懸念していたボディイメージの感覚について

もある程度は得られるようになってきたと思う
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し、身体の一部分に意識を向ける、ということが

自分の中で少しずつ確立されてきたのだと思う。

心身ともに、やる前とやった後では、やった後の

ほうがリラックスしている感じや心地よい感じが

強まっていたのも印象的だった。

身体感覚だけでなく、自身の心理的な面にも作

用するなと思った。例えば、力を抜く場面で、援

助者から「力が抜けてきている」というフィード

バックを得られると、今やっている感じで正し

かったのだな、と不安が解消し、自信に繋がった。

そういう意味では自己効力感なども得られるのか

なと思った。

４．私の考える「臨床動作法」とは

身体感覚から心にアプローチしつつ、なおそれ

で身体感覚の改善も図れるもの、だと思う。順番

としては、身体感覚→心→身体感覚みたいな流れ

なのかな、と思った。まず身体感覚がどうなって

いるかを自覚し（この辺に力が入っている、上体

の前曲げで全然伸びないなど）、そこからその自

覚した部分に意識を向け、力を抜く、弛めるなど

の身体感覚に繋がっていくのだと思った。最初に

持っていたイメージでは、あまり心を使わずに、

身体感覚に何かしらの働きかけをすれば症状が改

善する、と思っていたが、その過程の中に心が介

在しているのかな、と思った。

コメント

当初は、臨床動作法に対しては、身体に作用

するアプローチというイメージが強く、また臨

床動作法という未知のものへの不安があり、う

まくできるだろうか、イメージが苦手だがどう

しようという気持ちを抱えていたが、身体を通

して自身の気持ちに関わるようになっていっ

た。次第に、こころが楽になる、安心する、心

地よいからだを感じる、自信がつく体験をして

いった。そして、臨床動作法のイメージも「心

が介在」するものへと変化し、また自身のこと

だけでなくセラピストしてクライエントに関わ

る難しさも体感し、環境の中にいる自分といっ

た存在がより包括的なあり方へと進んでいった

ようである。

体験者Ｂ

「感じる」の体験

１．学内実習前の臨床動作法のイメージ

名前を聞いたことはあったが、どういうものか

は知らなかった。

【動く】学内実習前の臨床動作法のイメージは、

身体を動かす練習であった。病院でよく見るリハ

ビリがそれに近かったであろうと思う。今考える

と、そのイメージには心という概念が一切入って

いなかったことに気付く。

【動かす】方法としては、セラピストが身体を動

かしてあげ、動かし方を知るという形を想像して

いた。身体をベタベタと触り、体に覚えさせると

いうイメージが強かったような気がする。そし

て、動かされる側はそれを再現しようと、一生懸

命に体を試行錯誤動かしまくるのである。

２．臨床動作法の体験

【新しい体験】自分の体に目を向ける新しい体験

であった。今どこが動いていてここを動かすには

どうすればいいのか、ゆっくり考えたのは初めて

の体験であったように思う。例えば、私は「腰」

というのがどこか理解するのに時間がかかった。

何度も練習し、先生に動いているか教えてもらい

ながらやっていると動かせるようになっていっ

た。

【動かない】臨床動作法の初めの驚きは、動かな

いという事に対してであった。一生懸命に体を動

かすのだから、体育館のような広いスペースが必

要なのだろうし、体操着のように運動のための服

装をするのだろうと思っていた。しかし、実習は

コミュニティ・ケアセンター内で行われ、マット

の上のわずかなスペースで行われた。ここに実施

の手軽さが窺える。

【疲れない】一生懸命に体を動かすのだから、体

力を消耗し、汗だくで、ゼエハアしているのかと

思っていた。しかし、行われたのは、むしろその

逆であった。一生懸命休むこと。力を抜き、自然

に体が動く感覚を味わっていたのだ。終了後は、

落ち着いた気持ちで、スッキリしたという感想も

聞こえてきた。疲れが取れるのも臨床動作法の１

つの側面かもしれない。

３．臨床動作法の作用

【身体に目を向ける】長年猫背である僕が姿勢を
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正す楽しさを知った気がする。自分の体が今どん

な状態なのか、考える癖がついたことがその根底

にある気がする。以前は痛いということは分かっ

ていたけどどの箇所が痛いかよくわからないこと

があった。最近は自分のどこが痛いのかはっきり

わかるようになった気がする。

日常において、歩きやすくなった。目線があが

り、背筋を伸ばしても辛くない。ずっと静かに動

かず座っているのが好きではなかったが、座りや

すくなった。あぐらを組んでも気持ち悪くなく、

椅子にもある程度姿勢よく座っていられるように

なった。

【感覚と感情】大学院１年目は、初めてケースを

持つことになる不安の多い時期である。そのた

め、常に「緊張」がつきまとう。臨床動作法を通

してこの緊張への向き合い方も変わったように思

う。

以前は、不安と緊張がほぼ同じように感じられ

ていた。同様に、寒さと辛さ、腹痛と苦しさも同

じものとして感じていた。しかし、臨床動作法で

身体の状態や感じ方に目を向けられるようになっ

てからは、感情としての不安、身体の状態として

の緊張と分けて感じられるようになった。

また、臨床動作法を通して、自分の身体に対処

できる自信を得たことで、安心して緊張出来るよ

うになった。以前は、担当するケースに対する不

安とそこから生まれる緊張に対する不安、これら

２つの不安を持っている状態でケースに臨むこと

の不安という３つの不安に押しつぶされそうに

なっていた。臨床動作法を体験して、ケースに対

する不安だけを感じるというスッキリした状態で

ケースに臨めるようになったと思う。

【感じることの大変さ】これまで、「自分のことは

自分が一番知っている」ように思っていたが、自

分の体験を客観的に捉えることが難しいことを

知った。原因のわからない感情、「なんか嫌な感

じ」としか表現できないような不快感、無理に言

語化しようとして別の物に勘違いしてしまう体

験。このように自分が今回体験した難しさを無意

識に持っているクライエントも多くいると思う。

そういった難しさを一緒に体験していくことが、

臨床動作法体験後のケースではできるようになっ

ていったような気がする。

４．私の考える「臨床動作法とは」

【体験を身体へ】自分は普段、あらゆる物事を言

葉にしようとしがちである。体験したことを言葉

にして頭で考えようとしている。臨床動作法で

は、言葉にする前の段階を扱っているように思え

る。自分の身体が今どういう状態で、目的通りに

動かすには、どうすればいいのか。無理に言葉に

するのではなく、体験をありのままに捉えること

で「感じる」が育つように思う。例えば、赤ちゃ

んが体験した、まだ言葉にできないものを母親が

「痛いねえ」などのコメントをすることで、体験が

よりはっきりするように。

【心を扱う】初め、臨床動作法と心の関係が良く

分からなかったが、何回か経てようやく心とのつ

ながりが見えてきた気がする。そもそも身体を動

かしているのは、心である。最初臨床動作法のセ

ラピストは身体にアプローチしているように見え

たが、実は心にアプローチしているのではないだ

ろうか。

コメント

最初は、思うように動かない身体に悪戦苦闘

し、“腰がどこかわからない”と戸惑っていたが、

“腰を動かす”という自分の身体の操作を通し

て、物理的身体からこころも含み込んだからだ

へと変化していった。その過程では、「あらゆ

る物事を言葉にしがち」な思考優位なあり方か

ら、感覚・感情を「感じる」が育つ体験が生じ、

そしてそれらが分化していった。そして、思

考・感覚・感情のルートが融合されるという自

身の内面を耕す体験が展開し「心のつながり」

を感じられた。日常では、さらに積極的な姿勢

へと変化し、自主的に臨床動作法の研修会に参

加して学びを深めるなど、主体的で活動的なあ

り方が活性化した様子がうかがえた。

体験者Ｃ

心と体の連動

１．学内実習前の臨床動作法のイメージ

臨床動作法に対して、学内実習で学ぶ前は、漠

然と体を動かす療法というイメージしかありませ

んでした。具体的な動作を何も知らなかったの

で、「エクササイズというほど激しい動きではな

いだろうけど、単なるストレッチとはまた少し

違って、セラピューティックなものなんだろう」
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というような想像をしていました。また、臨床動

作法がどのように体験者に働きかけ、どのように

体験者は変化していくのかという点に関しては、

想像も出来ないような状態でした。

２．臨床動作法の体験

初めての臨床動作法の体験は、腕の力みを自覚

することから始まりました。腕の力を抜いて落と

す、という動作をやってみて、自分では完全に力

を抜いているつもりでも実際は抜けていないとい

うことを自覚して、驚きました。何回か繰り返し

ているうちに、腕の落ち方や、援助者が受け止め

てくれたときの感覚がそれまでと明らかに違うの

を感じるようになり、力が抜けている状態という

のはこんな状態なんだな、ということを知りまし

た。その後も、全 5回の体験を通して、腕挙げ、

肩上げ、躯幹のひねり、首のゆるめなど、いくつ

かの動作を体験していく中で、自分の体の中で力

が入っているところと抜けているところや、筋肉

が固まっているところと弛んでいるところに注意

を向けることができるようになっていきました。

３．臨床動作法の作用

全５回の臨床動作法を通して、体と心の状態に

注意を向けて、認識する、ということがスムーズ

にできるようになったと思います。毎回の授業

で、臨床動作法を行う前と後との体と心の感じを

比べてみるということをしていて、その感覚に慣

れてきたように感じています。例えば、首や肩の

周りの張っていた筋が弛んでいるということ、重

かった頭が軽くなっているということ、寒くて全

身こわばっていたのが弛んで暖かく感じていると

いうこと、さらにそれらの体の変化に伴って、落

ち着いてきたり、安心してきたりしているという

心の変化を感じられるようになりました。自分の

体や心の状態に注意を向けて、認識できるように

なるということは、“今の自分”と向き合うことに

つながると思うので、臨床動作法の大きな効果で

あるように感じました。

私は、「疲れてきている」「ストレスがたまって

いる」といった体や心の感じ方に鈍いところがあ

り、体調を崩してから気づくようなことが多くあ

りました。しかし、臨床動作法の体験を通して、

少しずつ日常生活の中でも意識的に注意を向ける

ことができるようになっていきました。自分の健

康のためにも、そのような自分の感覚に鋭くなる

ということが重要だと思います。クライエントと

向き合うのと同じくらい、自分と向き合うことも

大切にしていきたいと思います。

４．私の考える「臨床動作法とは」

臨床動作法とは、自分の体に注意をむけ、援助

者に支えられながら自分の力で認識するというこ

とを通して、自分の心に働きかけることのできる

方法だと思います。私が実際に体験したように、

緊張と弛みを中心とした自分の体の力み方のクセ

のようなものを認識することができるため、それ

に伴った心の考え方のクセのようなものを把握す

ることができるようになるんだと思います。ま

た、援助者はあくまでも援助者であり、基本は体

験者が自分の力で弛めていくのを自分自身が体験

するからこそ、健全な自己肯定感を高めていくの

にも役立つのだと感じました。

コメント

無意識に力んでいる自分に出会い、不安・緊

張した自分を感じ、自分のあり方や自分のクセ

に積極的に向き合う体験を重ねていった。そう

した過程で、自分で自分の不安・緊張を弛める、

安心する、落ち着くといったからだを耕す過程

が進み、必要なところに力を入れる体験を通し

て、力の抜けた自分の存在も大きくなり、「健全

な自己肯定感」を感じるようになった。こうし

た体験を通じて、セラピストとして自身に向き

合うことの大切さに気付く、クライエント本来

の力の大きさに気づく体験も重なり、セラピス

ト像、クライエント像も変化していった。日常

でも、緊張を感じて自分でほぐすなど、積極的

に自己調整するなど、「心と体の連動」が進み始

めたようである。

体験者Ｄ

からだと心の連続性

１．学内実習前の臨床動作法のイメージ

実習が始まる以前は、臨床動作法に対して「体

を動かす」や「集団で行う療法」のイメージがあ

りました。元々臨床動作法に関してほとんど知識

が無かったこともあり、言葉通りの意味として捉

えていました。そのため、実習後のイメージとは

異なっている部分が多くありました。
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２．臨床動作法の体験

実習内では全５回臨床動作法を行いました。初

回では自分でできるものや、あまり援助者の援助

を必要としない臨床動作法を体験しました。その

際に自分の体の癖や自分では思ってもいないとこ

ろに力が入っていると知って、自分を知るきっか

けとなり、驚きを感じました。その体験から臨床

動作法に興味が強くわきました。あぐらで座って

前曲げを行った際に、はじめは自分の体をどうに

かしてできるように動かそうと考えていました。

しかし、回数を重ねていくうちに、体を頭で思っ

たように動かすのではなく、体の感じたように動

いていくことが重要であるとわかりました。その

ように感じたあとからは「力が抜けていく感覚」

をさらに感じやすくなりました。私は、特に「首

のゆるめ課題」がお気に入りでした。なぜかとい

うと、回数を重ねていたので臨床動作法に慣れ始

めていたこともありますが、首だけでなく、その

周りの筋肉の緩みまで感じられたからです。この

ことから、心もアプローチする際に問題としてい

るところだけでなく、その他にもアプローチの影

響は及ぼされることがあるのではないかと考えま

した。

初めて臨床動作法を体験したあとの臨床動作法

に対してのイメージは、「体を動かす」ということ

ではなく、「体の感じに目を向けたり、体を客観的

に見つめたりする」というイメージになりました。

その時は心が体を俯瞰してみているという印象が

強く、心と体が一致している印象は薄かったです。

その後、臨床動作法に慣れていくうちに体の「慣

れていく」という感覚が心でも行われるものであ

ると感じるようになり、「体を使って心の調子を

整えるものである」というイメージに変わりまし

た。そのようなイメージを持ち始めてから、「体

と向き合っている」という感覚が生まれ、最終的

に「体と呼吸を使って対話している」というイメー

ジを持ちました。そのため、途中で生まれた俯瞰

してみているという印象はなくなり、より近い距

離に心と体は存在しているという印象になりまし

た。

援助体験としては、声掛けをしすぎるのも、被

援助者が自分と向き合う時間がなくなるし、声掛

けをしなさすぎても「これであっているのだろう

か」と不安になると感じました。被援助者のタイ

ミングが重要であると実感しました。そのため、

先生がおっしゃっていた援助をする際には手のセ

ンサーだけでなく、目もセンサーであると言うこ

とがとてもしっくり来ました。また、援助者の声

掛けが非常に重要であると感じました。援助者の

声掛けが受容的であると「できる」という感覚を

持ちやすいと考えました。臨床動作法での声掛け

は「褒める」わけではないけれど、「認められてい

る」と感じやすく、成功体験として心にそっと残

りやすいものであると考えました。

３．臨床動作法の作用

最も大きな臨床動作法の作用は、「自分の知ら

ない自分の側面についての発見」であると考えま

した。例えば、前曲げを行うにあたっても自分で

は気づかないところに力が入っていて新たな一面

に気づきました。セラピーの場面でもこのような

発見をクライエントはすると思うので、クライエ

ントが多角的な視点で自分を見ることに役立つの

ではないかと感じました。その他に、「程よく緊

張が取れる」という作用も重要であると考えまし

た。初めてクライエントと会ったときなど、セラ

ピストも緊張していると思うので軽く臨床動作法

を用いることで話しやすくなると感じました。

４．私の考える「臨床動作法とは」

私が考える臨床動作法とは、イメージについて

述べたときと同じなのですが、「体を使って自分

と向き合うもの」です。フォーカシングなども自

分と向きあったり、フェルトセンスを感じたりす

るものであるが、ダイレクトに感じてしまうので、

侵襲的であるように感じます。しかし、臨床動作

法は「自分の体」を媒介とするのであまり侵襲的

にならずに自分と向き合えると考えました。その

ため、臨床動作法は自分と向き合うきっかけとな

りやすく、セラピーをする際の導入としても非常

に有効であると考えました。

そのためには援助者の技術も非常に重要であ

り、被援助者のじゃまにならないように援助をし

ていくことは臨床動作法をする上で必要であると

思います。

コメント

臨床動作法に対しては、「体の感じに目を向

けたり、体を客観的に見つめたりする」という

イメージから、「体を使って心の調子を整える

ものである」、「体と向き合っている」感覚を経

て、最後には「体と呼吸を使って対話している」
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というイメージへと変遷していった。この過程

で、物理的身体からからだが賦活化し、心身融

和的な動きに進んでいったことがうかがえる。

臨床動作法での声かけは、一見誉めているよう

にとられがちであるが、「認められている」とい

う感じにつながり、成功体験としてじわりと残

る感じなどを的確に捉えており、セラピストの

援助の重要性にも気づいていった。

Ⅲ．学内実習における臨床動作法体験と

その作用の検討

１．学内実習における臨床動作法体験

全員が、動作課題に取り組む中で初めて、「動か

ない身体」に直面し、自分では力を抜いているよ

うでも抜けていないことに驚きを感じていた。し

かし、目的とする動作を達成するために、自身の

身体に目を向けて意識する、こりや緊張に注目し、

慢性緊張を弛めたり適度に緊張を入れたりするこ

とを通じて、自身と向き合うようになった。当初、

学生達は、動かない身体をどのように動かそうか

と頭で考えるなど思考優位な状態であったが、自

身の身体に向き合いつつ、次第に緊張している自

分に気づいたり、それを客観視するようになった。

その過程では、自身の身体感覚、ゆるんでいく

感じとその心地よさなどを感じ、次第に味わえる

ようになり、身体感覚が高まる、ボディ・イメー

ジが変化するという体験をしていった。そして、

次第にリラックス感や安心感といった感情を味わ

い、「自己効力感（Ａ）」、「自分の身体に対処でき

る自信（Ｂ）」、「健全な自己肯定感（Ｃ）」、「でき

るという感覚（Ｄ）」を感じるようになった。こう

した体験を通じて、感覚と感情を分けて感じられ

るようになった者もいた。

２．学内実習における臨床動作法の作用

臨床動作法体験によって初学者に生じた作用に

ついて、以下に考察していく。

⑴ 自己発見と自己理解、心身融和に向かう体験

臨床動作法は、身体という現実を媒介として、

「いま・ここの体験」をするものと捉えられる。そ

こでは、自分で取り組まない限り身体は動かず、

頭で考えても身体が思うように動かない体験を通

して、学生たちは自分のくせやあり様に気づき、

「“今の自分”と向き合う（Ｃ）」、「対話している

（Ｄ）」というように、こころを遣って自分と向き

合う体験が展開され、「心と体が近い距離に存在

する（Ｄ）」ことを感じるようになった。

学生の中には、それまでの「無理に言語化しよ

うとして別の物に勘違いしてしまう体験」という

思考優位なあり方から、「体験をありのままに捉

えることで「感じる」が育つ（Ｂ）」というように

感覚も含めて自身を捉えるという変化が生じたこ

とを実感した者もいた。石倉（2017）は、Gendlin

が提唱した体験過程をふまえて、「体験過程の様

式では、今ここでの内面に浮かび上がってくるも

のに焦点を当て、プロセスを知性的に分析するだ

けでは気づけない、言葉になる前の感じに触れて、

そこから自分の感情や考えも理解する」としてお

り、Ｂにおいてはこうした体験が生じ、自身にとっ

てインパクトになったようである。これらの過程

は、自己発見、自己理解につながるものであり、

心身融和感の拡張はセラピストとして重要な体験

と言えよう。

⑵ 自分を耕す体験

冒頭に記載した２名（Ａ、Ｂ）は、当初身体へ

の注目が強く、頭の中であれこれ考えている様子

が顕著であり、身体を軸に自身と向き合っていっ

たのに対し、後半に記載した２名（Ｃ、Ｄ）は、

当初は身体への注目もありつつも、動作体験をす

る中での感覚やこころを伴う感じを体験しなが

ら、自分と向き合う体験を中心に展開していくな

ど、同一の動作課題を行っても、その中で生じる

体験は異なっていた。

全員に共通するのは、臨床動作法によって“こ

ころ”に作用する体験が生じるということを実感

したことと、“「感じる」の体験（Ｂ）”という表題

に表れているように、自身の身体を通じて“感じ

る”という体験を重ね、感受性がさらに豊かにな

る様子がみられたことである。臨床動作法の体験

により、ロールシャッハ・テスト上で感受性の賦

活が認められたという報告もあり（志方・古賀,

2019）、臨床動作法はセラピストとしての感受性

の賦活化にも役立つと考えられる。

また、上倉（2018）は、統合失調症者に対して

臨床動作法 5回のプログラムを実施し、その中で

の体験をインタビュー形式で聴取し、臨床動作法

による心理的変容プロセスをまとめ、動作体験に
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よって【感覚を耕す】、【感情を耕す】、こころも含

む【からだを耕す】という体験が生じることを示

唆した。今回のプログラムでは、健常かつ心理臨

床家を目指す大学院生を対象にしたが、この中で

も、【感覚を耕す】、【感情を耕す】、【からだを耕す】

という体験が段階を追って生じていることがうか

がわれた。こうした感覚、感情を賦活化し、思考

だけでなく感覚・感情・からだを含めて体験する

ようなあり方は、心理臨床家としての基本的安定

感につながる重要な姿勢と考えられる。

⑶ 自己肯定的体験

動作体験を重ねる中で、学生達には「自己効力

感（Ａ）」、「自分の身体に対処できる自信（Ｂ）」、

「健全な自己肯定感（Ｃ）」、「できるという感覚

（Ｄ）」が培われていった。こうした感覚は、上倉・

清水（2019）は、臨床動作法では自身で心身に簡

便に働きかけることができる感覚を意味する「で

きる感覚」に含まれるものと捉えられる。よって、

初学者においても、臨床動作法によって「できる

感覚」が生じること、これらが、カウンセラーと

しての安定感に寄与する一要素となることがうか

がえた。

⑷ クライエントとセラピストとしての自分に

思いをはせる体験

学生達は、援助される体験を通じて、セラピス

トの関わり方次第でクライエントが不安になった

り安心したりすることを体感する、セラピストの

フィードバックや受容によって、「認められてい

る」というクライエント体験を同時にすることを

通じて、セラピストの重要性を再確認していった。

クライエントとセラピストの治療関係について

は、「援助者はあくまで援助者であり、基本は体験

者が自分の力で弛めていくのを自分自身が体験す

るからこそ、健全な自己肯定感を高めていくのに

も役立つ（Ｃ）」とクライエント自身が潜在的力を

有していること、セラピストはあくまで援助者で

あるということも体感されていった。こうした体

験は、学内実習での面接担当前の準備および面接

実施時のセラピストのあり方においても、役立つ

と考えられる。

３．心理臨床家成長支援としての臨床動作法の

役割

これまで行われてきた心理学・教育学的グルー

プ実践と集団式臨床動作法を用いた実習について

比較・検討していく。例えば、石倉（2017）は、

青年期と中年期を対象として、５泊６日（全 13

セッション）で実施したＴグループ体験を基に、

体験過程の進展について質的に検討し、Ｔグルー

プ体験を通じ、考えを語り合う様式から自身の感

情や感じを語る様式に変化したと報告した。本実

習では、学生達は、思考優位なあり方から感覚・

感情をも含めて自身の内面を感じとるあり方へと

変化しており、Ｔグループと類似した体験過程の

進展があることが示唆された。

また、鈴木・平山（2015）は、主に大学生と大

学院生を対象に 3泊 4 日（全 9 セッション）で実

施したエンカウンター・グループを基に、心理的

成長過程を質的に検討し、戸惑いや不安の生じる

「１．グループの始まり」、「２．自己概念へのゆ

さぶり」、自己開示をするあるいはそれに対する

素朴な嫉妬感情を生じる「３．自己開示と嫉妬」、

基本的なコミュニケーションを楽しむあるいは葛

藤を抱えて退避する「４．機能的コミュニケー

ションと退避」、体験への感謝や抑うつを生じる

「５．分離」の５段階を経ることを示した。こう

した過程からは、エンカウンター・グループでは

集団の中で言語的コミュニケーションが主に行わ

れるために、他者と自身の比較やそれにまつわる

葛藤も生じやすいことがうかがえる。それに対し

て、集団式臨床動作法では、集団に居ながらも最

も身近な自身のからだに注意を向けて対話するこ

とで自身と向き合う過程が進んでいくため、エン

カウンター・グループのように関係性の中で葛藤

が深まり自身に直面化するのではなく、自己への

ゆるやかな直面化を通じた心理的成長という異な

る過程が生じることが示唆される。また、共に学

ぶ者同士の中での葛藤や嫉妬ではなく、共に動作

課題に取り組み励む、体験を共有した仲間として

いられた点は、今後の学生生活においてもプラス

に働くと考えられる。費用対効果の面について

は、臨床動作法を用いた実習では、通学形式での

５回の実習体験で上述のような心理的変容過程が

生じており、従来の宿泊型のグループ体験や初学

者自身による内部実習の回顧的な検討（上倉,

2016a; 2016b）と比べて、費用の軽減と実習時間
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の短縮化という意味でも有用と考えられる。た

だ、臨床動作法を通じてゆるやかな直面化をした

後に、エンカウンターなどのグループ体験をする

ことで、心理的負担などを低減できる可能性もあ

り、今後の検討が求められる。

まとめ

本実習時には、臨床動作法についての学びを深

めることを主目的としていたが、実習体験記から

初学者達の心理的な成長がうかがえたことは予想

外の副産物であった。臨床動作法体験を通じて、

初学者達が自己発見し、自己理解を進め、自分を

耕すという体験を重ねて思考優位から心身統合的

なあり方へ変化し、「できる感覚」を培っていった

ことは、カウンセラーの基本的安定感（河合，1970）

につながるものと捉えられる。こうしたゆるやか

な直面化が短期間で生じるのは、言語を媒介とせ

ず動作を媒介とする臨床動作法ならではである。

初学者自身もその侵襲性の低さを実感したという

報告からも、臨床動作法は、侵襲性が低いながら

も自己に向き合い、短期間で自己発見できうる手

法であり、主にセルフの形式で行っても、セラピ

ストとしての心理支援能力向上につながる可能性

が示唆された。動作課題に取り組む中で身体感覚

を意識化し、課題動作と自身の動作を比較して適

否を判断するという過程は、知覚体験の能動的体

験と自己コントロールにつながる（志方・古賀，

2019）とされることからも、臨床動作法を心理臨

床家育成に役立てていくことが期待される。ま

た、自身に向き合うだけではなく、クライエント

およびセラピストとしての自身に思いをはせると

いう体験は、面接を担当する準備段階として有用

な体験と考えられる。

ただ、本稿でみられた初学者の気づきと成長に

は、本学大学院における教育およびセンター実習

等における教員および相談員による教育の効果が

多分に影響したと考えられる。加えて、本稿は一

大学院付属相談機関における実習体験であり、臨

床動作法に興味・関心を抱いた学生による体験記

が基であるため、心理臨床家育成における臨床動

作法の作用とその役割については、さらなる検討

が必要である。

付記

臨床動作法を用いた学内実習に積極的にご参加

頂き、毎回深いご示唆を頂いた岡島陽子先生、臨

床動作法に興味を示され、この度の紀要投稿を応

援して頂いた鈴木常元教授、本稿の Q＆ Aを中

心にご助言を頂き、貴重なお写真もご提供頂いた

明治学院大学清水良三教授に、心よりお礼申し上

げます。
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