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動作療法のメカニズムに関する基礎的研究
―「自己意識（「自己主体感」と「身体的所有感」）」に焦点を当てて―

上倉　安代 *

原著論文

Ⅰ． 問題と目的
1．動作療法のメカニズム仮説に関する課題

 これまで，動作療法においては，様々な概

念と治療仮説が提唱されてきたが，これらにつ

いてはさらなる検証が望まれる。成瀬（1985）

は，単なる身体運動とは区別して，「人間が意

図に基づき，その意図を実現化するために努力

を行い，その結果が身体運動となって実現する

一連の過程」である「動作」を重視した。そ

して，クライエントの悩みの内容ではなく，物

事の体験の仕方に着目し，動作療法を通じてク

ライエントの内外界の事柄の体験の仕方（体

験様式）が変容するという体験治療論 （成瀬，

1992）を提唱した。鶴（1991）は，統合失調

症に対する動作療法の効果要因としては，「自

体感」を挙げており，成瀬（1985）が重視し

た「意図」・「努力」という心理的活動に加えて「自

体感」は動作療法における鍵概念になると考え

られる。こうした動作療法の根幹とも言える効

果要因に加えて，精神疾患者に動作療法を適用

する上で重要なものとして，「伴う体験（成瀬，

2000）」が挙げられる。「伴う体験」とは，動

作療法で中心となる体験であり，リラックス感 

（リラックスしていく感じ，リラックスしてい

る感じ），安心感 （こころが落ち着く，安心し

た気持ち─動作療法を継続させる上での重要な

動機づけ），現実感（からだを動かす時に現実

に動きが出るように自体に力を入れる等─動作

努力の全過程に伴う），存在感 （自身とその活

動の存在感），自己感 （自身についての体験や
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認知の仕方），お任せ感 （相手，自体，非意識

へのお任せ─効果を左右する重要な治療体験）

があるとされる （成瀬，2000）。

このような鍵概念は挙げられつつも，それら

がどのようにクライエントに作用するのかとい

う動作療法のメカニズムに関する研究は途上に

あり，その実証的検討にも課題がある。例えば，

メカニズム仮説については，からだと心の動き

との関連 （井上，2001），動作法を行うことに

よって生じる心身の状態の客観化と自己コント

ロール感の向上の有用性 （井上，2012），統合

失調症における体験の変化 （鶴，2002）や非

無意識的努力による自己調整体験と自己存在感

の回復 （上倉・清水，2013）等の示唆に留まる。

こうした動作療法のメカニズム仮説の検証の難

しさとして，上倉 （2018）は，従来の動作療

法のメカニズム仮説が非意識～半意識にあり測

定困難な「体験」を基にしていることを挙げ，

認知科学領域において蓄積されている「自己意

識」に関する知見を援用して，より意識的なレ

ベルを含む測定可能な概念を生成し，仮説を構

成することを提案している。

2．認知科学から見た動作療法

近年，認知科学領域では，自己認識と自他

の判別，離人感，自我障害における「自己意

識 （Self-consciousness）」の役割が注目されて

いる。「自己意識」とは，“自分の身体である

という感覚”である「身体的所有感 （Sense of 

body-ownership）」と“自分の意思や行動は自

身のものであるという感覚”である「自己主体

感（Sense of self-agency）」から成り（Gallagher，

2000），統合失調症者はこうした感覚を適切

に持ちにくいことが示されている（Ferri et al., 

2014；Franck et al., 2001）。

このような「自己意識」概念のフレームから，

動作療法のメカニズムを捉えると，自分のから

だであるという感覚である「自体感」は，物理

的生理的身体を自身の所有物と感じる「身体的

所有感」に，「意図」は「自己主体感」に関連

すると想定される。上倉（2018）は，「身体的

所有感」と「自己主体感」は認知，すなわち意

識に近いレベルで感じられる感覚であるのに対

し，「自体感」と「意図」は半意識～非意識レ

ベルで感じられる感覚と仮定し，動作課題を通

じた半意識～非意識下での「自体感」の賦活化

と「意図」の作用によって，より意識レベルで

「身体的所有感」と「自己主体感」という感覚

が形成されるという仮説を提案した。ここでの

意識とは，覚醒している状態であり，非意識と

は，意識に上らない状態を指す。なお，無意識

と同義としてもよいが，精神分析用語としての

無意識と区別する意味で，成瀬悟策は学会主催

の研修会講義において「非意識」という用語を

用いていた。半意識とは，精神分析における前

意識が，普段は意識化されず，意識化しようと

すれば意識化できる部分を指しているのとは異

なり，自然に存在して意識と非意識の間にあっ

て，意識と非意識を自在に行き来する層であり，

いわば汽水域のような意識状態を指すと定義さ

れる。

よって，動作療法による 「自体感」 と 「意図」

の増長が，クライエントの「身体的所有感」と

「自己主体感」を向上させ，ひいては精神症状

の軽減につながるというメカニズムが想定され

る。特に，自我境界が曖昧な統合失調症者にお

いては，動作療法によって「身体的所有感」と

「自己主体感」が増長し調和することにより，“自

分が自分である”という心身の融和感（上倉，

2108）が醸成され，幻聴や作為体験等の行為

主判別の障害（自我障害）が改善し，精神症状
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が改善すると考えられる。

そこで，本研究では，予備的研究として，健

常者を対象として動作療法体験を実施し，まず，

動作療法による体験様式の変容の生起および伴

う体験の内容の検討を行い，次に，動作療法と

「自己意識」の関連についての理論的根拠の構

築を目的として，体調の感じという「体験内容」，

リラックス感という「伴う体験」および「体験

様式」，「自己意識（「身体的所有感」と「自己

主体感」）」の観点から動作療法が及ぼす作用を

量的・質的に検討する。本研究における仮説は，

以下の通りである。

仮説 1　動作療法体験によって，体調という「体

験内容」が変化する。

仮説 2　動作療法体験によって，リラックス感

という「伴う体験」が生じる。

仮説 3　動作療法体験によって体験様式が変容

することで，動作課題の取り組み方が変化する。

仮説 4　動作療法には「自己意識（「身体的所

有感」と「自己主体感」）」を変容する作用があ

る。なお，本論文における「身体」とは物理的

身体を，「からだ」とは心理的活動を含み込む

もの，「体」とは研究協力者の自由記述式回答

で記入されたものを指す。また，体験とは，成

瀬（1988）をふまえて，動作療法を通して生

きる努力をしているまさにその時に，意識から

無意識において生じる感じ方と定義する。

Ⅱ．方法
研究協力者　国立大学大学院修士課程社会人学

生 22 名（男性 8 名，女性 14 名），平均年齢

43.76 歳（SD ＝ 10.04）。

調査時期　2016 年 6 月

手続き　講義時間内に，臨床経験 12 年の臨床

心理士が，以下の手順で集団式にて調査と動作

療法体験を実施した。

（1）　 体調とリラックス感に関する質問紙を実

施した（Pre 評価）。

（2）　 動作課題─片足立ち，踏みしめ［10 分］

を動作援助なしで実施した。

（3）　 「身体的所有感」と「自己主体感」に関

する質問紙を実施した （Pre 評価）。

（4）　 臨床心理士の指示の下，研究協力者が単

独で肩上げ，上体の前曲げ，躯幹のひね

り （二人組），踏みしめ課題を 50 分間実

施した。

（5）　 動作課題実施後に，体調とリラックス感， 

「身体的所有感」と「自己主体感」に関

する質問紙を実施した （Post 評価）。「自

己主体感」と「身体的所有感」に対する

動作療法の作用については，自由記述式

で調査した。

（4）においては，臨床心理士が，声かけで

の援助を行い，研究協力者はそれに応じ個々で

動作課題に取り組んだ （躯幹のひねり課題のみ

二人組で実施）。ただし，動作課題に沿ったか

らだの動かし方が難しい者には，動かす部位が

明確になるように，臨床心理士が特定の部位を

手で触れて最低限の援助を行った。

評価　以下の指標を用いた。

1．�動作療法による体験内容と伴う体験の変化

の測定─体調とリラックス感から─

からだのチェックシート［筆者作成］ 

：①体調とリラックス感 2 項目 4 件法，②

からだの気になる部位とその感じ（自由記述

式），③動作療法のイメージ（自由記述式）

から成る。①については，今の体調について，

1 −「とてもよくない」～ 4 −「とてもよい」，

今のからだの感じについて，1 −「とても緊

張している」～ 4 −「リラックスしている」と



4

臨床動作学研究　第25巻

して尋ねた。

2．�「自己意識」に対する動作療法の作用の測定

（1）自己意識チェックリスト�

：以下の①～③の尺度項目を用いて，「自己主

体感」と「身体的所有感」に関する項目を含む

計 25 項目７件法（１−「全く当てはまらない」

～７−「とても当てはまる」）を作成した。

① 主 体 感 尺 度［The Sense of Agency Scale 

（Polite et. al., 2013）］ の【Involuntariness】因

子全 5 項目

：催眠時の「自己主体感」について尋ねる尺度

である。自発的な意図に関連すると考えられた

【Involuntariness】因子項目を用い，日本語に

訳して使用した。項目は，「常に意図して反応

を選択していた」，「私の行動と体験は，いつも

私のコントロール下にあった」といった意図や

主体性を問う項目である。

②動作感尺度（池永，2012）

：「からだの感じが曖昧な気がした」，「自分の

体を，思い通りに動かしている気がした」，「か

らだに力が入って，抜けない感じがした」等動

作活動に伴う身体の状態を捉える尺度 16 項目

から構成される。適宜，平仮名を漢字にして読

点を追加するとともに，体験後の測定であっ

たため，過去形に修正した。内容を鑑みて，健

常者に対する短期間の動作療法体験では生起し

にくいと考えられた「自分にはからだをどうに

も動かせない感じがした」の 1 項目を削除し，

15 項目とした。

③ Gotow Alexithymia Questionnire （Galex）

2 因子モデル （後藤ら，1999）【体感・感情の

認識言語化不全】因子全 5 項目

：アレキシサイミアを測定する尺度であり，2

因子 16 項目から構成される。内容的に，「身

体的所有感」と「自己主体感」に関連し，動作

療法体験で生じる体感や感情に関わると考え

られた【体感・感情の認識言語化不全】因子 5

項目を使用した。項目には，「自分の気持ちが

いまどうなのか，わからなくてとまどうことが

多い」，「自分でもなんだかよくわからないから

だの感じがある」等を含む。

（2）「自己意識」に関する自由記述式調査

　「自己主体感」と「身体的所有感」，動作療法

体験に関する自由記述用紙である。研究協力者

に書面で各概念の定義を示し（「自己主体感」：

“ある思考，行為を自分自身で行っている”と

いう感覚，思考・行為の自己帰属感。思考と行

為への意思作用感，自己身体に対する意図的な

（半意識的，通常は意識に上らないこともある）

コントロール感から成る。／「身体的所有感」：

“ある行為が自分の身体で行われている”とい

う感覚および自分のからだであるという実感。

身体の自己への帰属感。），動作療法体験の中で

定義にあてはまった事柄を記述してもらった。

倫理的配慮　講義責任者に対しては，書面およ

び口頭で研究の内容を説明した上で協力を求

め，承諾を得た。研究協力者に対しては，書面

および口頭にて研究協力は自由意志により，協

力の有無が成績評価には影響しないこと，得ら

れたデータは研究発表に用いられることを説明

し，協力可能な者は匿名にて質問紙に回答して

もらった。

分析　からだのチェックシート，自己意識

チェックリストについては SPSSvers.21 を用い

て対応のある t 検定を行った。自由記述式調査

の回答については，臨床心理士が KJ 法（川喜

多，1967）に準じて質的に分析し，「自己意識」

概念について整理するとともに，動作療法体験

による「自己意識」への作用について検討した。

分析方法は，以下の通りである。
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〔KJ 法に準じた自由記述の分類と分析方法〕

①自由記述を Excel シートにカード形式で入力

し，一読してまとまりそうなカードを小グルー

プに分類した。各小グループには，その内容に

即した小カテゴリー名を付けた。

②①でまとめた小グループでまとまりそうなも

のを大グループに編成し大カテゴリーとし，内

容に即した名称を付けた。臨床心理士と臨床動

作学講師で一致が得られたものを採用し，不一

致の場合は協議の上で分類した。

Ⅲ．結果
研究協力者の内，動作法研修会等で動作療

法を体系的に学んだ者はいなかった。からだ

のチェックシート〔Pre〕〔Post〕ともに回答

した者は，体調─ 20 名 （男性 6 名，女性 14

名／平均年齢 44.37 歳，SD ＝ 8.03），リラッ

クス─ 21 名（男性 7 名，女性 14 名／平均年

齢 44.65 歳，SD ＝ 7.89）であった。自己意識

チェックリスト〔Pre〕〔Post〕ともに回答し

た者は，回答の偏向 1 名と回答の欠損 2 名を

除く 19 名（男性 5 名，女性 14 名／平均年齢

44.42 歳，SD ＝ 8.57）であり自己意識に関す

る自由記述式調査の有効回答は，回答の欠損 1

名を除く 21 名（男性 7 名，女性 14 名／平均

年齢 44.30 歳，SD ＝ 8.27）であった。

1．動作療法が「体験」に及ぼす作用

（1）「体験内容」の変容

からだのチェックシートを基に，動作療法体

験実施前後の体調について対応のある t 検定を

行った結果，Post 評価時には 0.1% 水準で有意

な改善（t ＝− 6.66，df ＝ 19，p < 0.001）が

みられた（表 1，図 1）。

（2）　「伴う体験」の生成

動作療法体験実施前後のリラックス感につい

て，対応のある t 検定を行った結果，Post 評価

時には，1% 水準で有意に上昇した（t ＝ 4.64，

df ＝ 20，p < 0.01）（表 1，図 2）。

動作療法体験時に生じた感覚や感情に関する

自由記述の質的分析では，①リラックス感 （「心

と身体がリラックス」，「緊張感が消失」），②気

持ちが軽くなる（「体が少しかるくなって，気持

ちがはれた」，「精神的にも up lift する」），③心

地よさ（「ここちよい」，「快感」），④開放感（「体

がほどけるにつれ，心も開放され」，「気分的に

もオープンになった気がしました」），⑤驚きと

喜び（「可動域が広がることでの驚きと喜び」），

⑥面白さ （「面白かった」，「心と身体がつながっ

表 1　動作療法体験前後の体調とリラックス感得点
Pre Post

t 値
M SD M SD

体調 2.45 0.51 3.15 0.37 6.66***

リラックス感 2.81 0.60 3.48 0.60 4.64**

**p < .01,  ***p < .001

図 1　動作療法体験後の体調の変化

図 2　動作療法体験後のリラックス感の変化
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ていることが実感できておもしろかった」），⑦

できる感覚（「自分の身体をもう一段階操作す

ることができる」），⑧自己肯定感「（自分の予想

を超えて可動域が広がることにより）自分には

まだ可能性があるという自己肯定感の上昇を感

じた」），⑨からだへの感謝といたわり（「身体へ

の“動いてくれてありがとう”という今まで実

感したことがない感覚を味わった」），⑩心身の

一体感（「心と身体はつながっているということ

を実感」，「脳と身体が一体になっていると感じ

た」）という 10 個の「伴う体験」が見出された。

（3）「体験様式」の変容

動作療法によって生じると仮定されている内

外界の事柄の体験の仕方の変容である「体験様

式」の変化が，実際に生じるかを検討するため

に，自由記述において心理的側面の変化を記述

した項目を分析した。その結果，「これ以上は

前に（上体を）倒せないと思い込んでいまし

たが，少し待ってみると自分の身体をもう一段

階操作することができるのは面白いと感じまし

た」，「これ以上動かないと思っていた身体状況

がさらに伸びる」といった記述がみられ，“思

い込む”“こだわる”といった物事の体験の仕

方から，動作療法によって思い込んだりこだ

わったりせずに物事を体験できるという体験様

式の変化が生じることがうかがえた。

2．動作療法と「自己意識」の関係

（1）「自己意識」の変容

動作療法体験実施前後の自己意識チェックリ

ストについては，合計得点は Post 評価時に 5%

水準で有意な上昇がみられた（t ＝ 2.74，df ＝

19，p < 0.05）。各項目得点については，項目

番号 No.5「からだの姿勢や状態が，変わった

気 が し た 」（t ＝ 4.16，df ＝ 18，p <  0.01），

No.7「からだが，軽くなった気がした」（t ＝ 

4.46，df ＝ 18，p < 0.01），No.10「からだの

動きが，変わったように感じた」（t ＝ 4.06，

df ＝ 18，p < 0.01），No.15「からだが，動か

ない感じがした」（t ＝ 3.34，df ＝ 18，p < 0.01），

No.21「他の部分の余分な力を抜くことができ

た 」（t ＝ 3.07，df ＝ 18，p < 0.01），No.24

「自分でもなんだかよくわからないからだの感

じがあった」（t ＝ 3.64，df ＝ 18，p < 0.01）

の 6 項目で 1％水準の有意な得点の上昇がみら

れた。また，No.14「私の行動と体験は，いつ

も私のコントロール下にあった」のみ，10％

水準の有意傾向で得点の減少がみられた（t ＝

1.76，df ＝ 18，p < 0.1）（表 2）。

（2）「身体的所有感」と「自己主体感」の定義

自由記述内容を基に「身体的所有感」と「自

表 2　自己意識チェックリストの変化

項目 内容
Pre Post

t 値
M SD M SD

合計得点 自己意識の測定 66.20 9.68 72.70 7.20 2.74*

No.5 からだの姿勢や状態が，変わった気がした 5.00 1.20 5.89 0.66 4.16**

No.7 からだが，軽くなった気がした 5.11 1.29 6.00 0.67 4.46**

No.10 からだの動きが，変わったように感じた 4.74 1.33 5.79 0.79 4.06**

No.14 私の行動と体験は，いつも私のコントロール下にあった 4.74 1.41 4.26 1.52 1.76†

No.15 からだが，動かない感じがした 3.00 1.15 4.47 1.39 3.34**

No.21 他の部分の余分な力を抜くことができた 4.79 1.40 5.53 0.84 3.07**

No.24 自分でもなんだかよくわからないからだの感じがあった 3.58 1.30 4.74 1.33 3.64**

**p < .01,  *p <. 05, †p < .10 
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己主体感」に関する記述を分類した結果，動作

療法体験における「身体的所有感」は，「体の

端までしっかりした感覚があるということ」，

「無意識に力が入っているところに改めて意識

を向けて，張りや痛みを感じたり，力を抜い

て楽になることで，“自分の体”の細部まで感

覚を持てた」という記述から，自体の感覚を感

じる自体の細部の統合に関わる感覚 と定義し

た。「自己主体感」については，「自分のことを

思い通りにできる」，「脳が“なればいい”とい

う思いを実現できる感じ」という記述から，自

身の意思が作用し体をコントロールしている感

覚である〔意思作用感・コントロール感〕が見

出され，「意欲的に目的意識を持っているとい

う感覚」等の記述からは主体的に意図して自身

に働きかけるという〔主体性・意図〕が見出さ

れたことから，これら 2 概念から構成される

運動主体感／意思作用感 と定義した。

（3）　「身体的所有感」の向上に関わる要因

　質的分析結果については，大カテゴリーは

【　】，小カテゴリーは〈　〉で示す。動作療法

において「身体的所有感」を向上する要因とし

ては，〈左右差の実感〉，〈緊張・こり・痛み・

辛さの実感〉，〈うまく動かせない感じ〉から成

る【身体を通じた実感】，〈限界への気づき〉，〈身

体の変化への気づき〉から成る【身体を通じた

気づき】という 2 つの大カテゴリーが抽出さ

れた（表 3）。

（4）「自己主体感」の向上に関わる要因

動作療法において「自己主体感」を向上する

要因としては，【主体性の向上】，【自体操作を

通じた自己コントロール感】，【できる感覚の促

進】という 3 つの大カテゴリーが抽出された 

（表 3）。【主体性の向上】は，「自分の意志で痛

みを感じる状態を維持」，「（動きを）キープ」

といった〈主体的な動き〉の 1 つの小カテゴリー

である。【自体操作を通じた自己コントロール

感】については，〈意図・努力・実現の過程〉，〈意

思作用感と自体の応答〉，〈自分で身体を動かす

感覚〉という 3 つの小カテゴリーから成る。【で

きる感覚の促進】は，「自分できてるな，やれ

たなという実感」といった〈できる感覚の実感〉

表 3　身体的所有感と自己主体感を向上する要因
大カテゴリー 小カテゴリー 記述内容

向
上
す
る
要
因

「
身
体
的
所
有
感
」
を

身体を通じた
実感

左右差の実感 自分の身体がどちらかに傾いている（重心がずれている ) という感覚を持つこと。

緊張・こり・痛み・辛さ
の実感

身体の部分の痛みや張りを通じて自分のからだであるという実感を持った。

うまく動かせない感じ
あぐらが上手にかけなくて，自分の体なのにうまく筋肉をゆるめることができない部位もあ
るのだな，と思った。

身体を通じた
気づき

限界への気づき
二人組で体をひねっている時に，左右で開き具合に差があったが，あまり開かなかった方は
何が原因なのか分からなかったため，「これ以上開かないように」という制御の部分がこれに
あたるのかと感じた。

身体の変化への気づき 筋肉の緊張とゆるみ，伸びを感じることが出来た。

向
上
す
る
要
因

「
自
己
主
体
感
」
を

主体性の向上 主体的な動き 肩上げの部分で，自分の意志で痛みを感じる状態を維持している時がそうなのかなと感じた。

自体操作を通
じた自己コン
トロール感

意図・努力・実現の過程
「凝りがある」「つっぱっている」部位をのばそう，ゆるめようとして筋肉を意識して動かした。

“ゆるめた”後の身体を再び動かす時に，自分で工夫し“努力して”動かしている感覚があった。

意思作用感と自体の応答 “ゆるむといいなぁ”という声かけで、身体も心も“ゆるみたい”と反応していた。

自分で身体を動かす感覚 自分が身体を動かしているという実感。

できる感覚の
促進

できる感覚の実感 自分でできてるな，やれたなという実感。

自己肯定感の高まり
“ゆるめる”ことで，自分の予想を超えて可動域が広がることの驚き，またそのことにより，

自分にはまだ可能性がある，という自己肯定感の上昇を感じた。
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と「自己肯定感の上昇を感じた」という〈自己

肯定感の高まり〉の 2 つの小カテゴリーから

成る （表 3）。

（5）「身体的所有感」と「自己主体感」の調和

自体操作時の「身体的所有感」と「自己主体

感」の相互作用による変化，すなわち自己変容

感に関する要因としては，〈心身の調和感〉，〈自

体操作感〉，〈心身への意識の焦点づけ〉，〈自体

操作による新しい気づき〉という 4 つの小カ

テゴリーから成る【心身の調和的活動に伴う変

容感】が見出された（表 4）。

（6）「半意識～非意識的体験」

「身体的所有感」と「自己主体感」のどちら

にも相当しない【意識状態の変容】，【意識の焦

点づけの変化】という 2 つの大カテゴリーが

見出されたことから，「非意識的・半意識的体験」

概念を生成した。【意識状態の変容】カテゴリー

は，「無意識的なものが働いているように感じ

た」といった〈非意識的感覚〉，「自分自身で（脱

力を）行っている & それを意識しない，どち

らの感覚もあった，不思議な感じ」といった〈半

意識的感覚〉の 2 つの小カテゴリーから成る。

【意識の焦点づけの変化】については，「自分の

身体に意識を集中し，どこが痛いか，そこが和

らぐまで待つという自分の身体への問いかけが

できた」という〈からだへの意識集中と対話〉，

「普段無意識で行っている動作を意識的に行う」

という〈非意識→意識的動作〉，「自分自身の思

考や行為を客観的に意識」という〈客観視・現

実検討〉の3つの小カテゴリーから成る（表 4）。

Ⅳ．考察 
1．動作療法が「体験」に及ぼす作用

動作療法体験後に，有意な体調の改善とリ

ラックス作用が生じたことから，動作体験によ

り，緊張や不安がゆるんで，リラックス感が生

じるという心身の変容を通して「体験内容」が

変化し，体調の改善を感じた人が多かったと

表 4　身体的所有感と自己主体感の相互作用，非意識的・無意識的感覚
大カテゴリー 小カテゴリー 記述内容

「
自
己
主
体
感
」
の
調
和

「
身
体
的
所
有
感
」
と
　

心身の調和的
活動に伴う変
容感

心身の調和感
自分の身体に問いかけ，緊張がとけると動かすという動きで脳と身体が一体になっていると
感じた。

自体操作感

入院中（ねたきりで）全く歩けなくなった時は，（リハビリの先生に）足を動かしてもらって
も自分の身体という感じがまるでなかったのを思い出しました。（略）入院時よりは戻ってき
たかな，と思います。

自分のからだが自分のものであり，自分が動かしているという実感があった。更に自分のか
らだは自分で大切にしていこうという実感にもつながった。

心身への意識の焦点づけ
自分の身体の状態を普段は意識しないのでゆっくり身体を動かすことで私自身の身の声を聴
いた気がし，それが自分のからだであるという実感なのかと思いました。

自体操作による新しい気
づき

自分の身体がどちらかに傾いている（重心がずれている）という感覚を持つことで，重心を
自分の意思で動かすということが，新しい気づきを実感できたと思います。

非
意
識
的
・
半
意
識
的
体
験

意識状態の変
容

非意識的感覚
行為をしているという感覚はあったが，それにどう思考したか思考につなげたかという感覚
はなかった。ただ，気分も良くなったことから無意識的なものが働いているように感じた。

半意識的感覚
自分の身体を動かしていながら，力を抜いているので自分自身で行っている＆それを意識し
ない，どちらの感覚もあった。不思議な感じ。

意識の焦点
づけの変化

からだへの意識
集中と対話

自分の身体に意識を集中し，どこが痛いか，そこがやわらぐまで待つという自分の身体への
問いかけができた。

非意識
➡意識的動作

自分が地面を踏んでいるという意識を持ったり，感じたりすることが今までなかったので，
地面を踏みしめている感覚を自分自身が行っているという経験をしたことはとても新鮮に感
じたし，これからも地面を踏みしめている感覚を意識したいと思いました。

客観視・現実検討
体の緊張があっても普段は意識しないで生活しているが，“体の力を抜く”ということを意識
することで，どこに力が入っているのか，意識できた。
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推測される。リラックス感については，動作課

題に取り組む中で感じられる「伴う体験」の一

つとされることから，本研究により動作療法に

よってリラックス感という「伴う体験」が生じ

ることが支持された。加えて，質的分析から①

リラックス感，②気持ちの軽さ，③心地よさ，

④開放感，⑤驚きと喜び，⑥面白さ，⑦できる

感覚，⑧自己肯定感，⑨からだへの感謝とい

たわり，⑩心身の一体感という 10 個の多様な 

「伴う体験」が見出された。特に，⑩心身の一

体感は，従来の言語面接による心理療法とは異

なる，身体を媒介とする動作療法だからこそ生

じる作用と言える。そして，動作療法では，内

的体験の内容ではなく，体験の仕方である体験

様式の変容が重視されるが，自由記述結果から

は，動作体験を通じて，凝り固まった体験の仕

方が思い込みにとらわれないより柔軟な体験の

仕方へと変化していくという「体験様式」の変

容が生じることが支持された。

これらのことから，動作療法によって「体験

内容」と「体験様式」の変化および「伴う体験」

が生じることが確認され，仮説 1 ～ 3 が支持

された。そして，50 分という短時間で身体接

触による援助がなくとも，動作療法の効果が得

られることが示唆された。こうした即効性の要

因として，自身で意図・努力し自身のからだ

へのかかわり方を工夫して，主体的に働きかけ

る主体的活動体験（鶴，2002）および非意識，

半意識，意識にわたる作用が挙げられる。そし

て，動作療法は健常者にとっても，短時間の実

施で体調が整ったり，リラックス作用が得られ

たりするなど，セルフケアの手法として有用で

あることが示された。

2．動作療法が「自己意識」に及ぼす作用

量的分析からは，「自己意識」の有意な変化

が認められ，質的分析からは，動作療法におけ

る【身体を通じた実感】と【身体を通じた気づ 

き】という要因により，「身体的所有感」が向

上し ,【主体性の向上】，【自体操作を通じた自

己コントロール感】，【できる感覚の促進】とい

う要因により「自己主体感」が向上することが

示唆された。よって，動作療法によって「自己

意識（「身体的所有感」と「自己主体感」）」が

変容することが示され，仮説 4 が支持された。 

次に，量的・質的分析結果を併せて考察する。

動作療法体験前後で有意差が認められた自己意

識チェックリストの項目を「身体的所有感」と

「自己主体感」の観点から分類し，質的分析か

ら得られた小カテゴリーを基にみていく。「身

体的所有感」については，身体の変化に関する

項目（No.5，7，10）の得点が有意に上昇した

ことから，動作療法により〈身体の変化への気

づき〉が生じることが支持された。No.15 「か

らだが，動かない感じがした」という身体の感

覚に関する項目得点の有意な上昇からは，“通

常は動くと感じていたからだが思うように動か

ない”という現実的で実際的な身体感覚を感じ

ていたと解釈され，〈うまく動かせない感じ〉

が生じたことが示唆された。「自己主体感」に

ついては，No.21「他の部分の余分な力を抜く

ことができた」項目で得点の有意な上昇が認め

られたことから，〈できる感覚の実感〉が生じ

ることが支持された。井上（2012）において

示唆された動作療法の効果要因が，本研究に

よってより詳細に検討されたと言えよう。

3．動作療法が非意識～半意識に及ぼす作用

質的分析からは ,「非意識的・半意識的体

験」が生じることが示唆された。量的分析で

は，No.24「自分でもなんだかよくわからない

からだの感じがあった」という項目の得点の有
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意な上昇からは，【意識状態の変容】における

〈半意識的感覚〉が生じたことにより，“よくわ

からない感じ”という通常とは異なるからだ

の感覚が生成されることが示唆された。また，

No.14「私の行動と体験は，いつも私のコント

ロール下にあった」項目の得点では有意傾向の

減少がみられたことからも，【意識状態の変容】

における〈非意識的感覚〉が生じ，“自身の行

動や体験はコントロール可能である”という理

性的な感覚が薄まる可能性が示唆された。よっ

て，動作課題を行うことで，動作療法で仮定し

ている意識と非意識を自在に行き来する層であ

る半意識および非意識への作用が生じることが

支持された。成瀬 （2014）が提唱する，知的・

合理的なこころである「自己のこころ」が日常

を支配すると，本能的な「動作のこころ」が

おろそかになり心理的問題を生じるとする説を

鑑みると，意識レベルで主に活動する「自己の

こころ」の優位なあり方から，動作課題への取

り組みを通じて半意識～非意識下での主体の活

性化がなされることによって，「動作のこころ」

が始動し通常の知的・合理的な生き方から主体

的で心身共に感じられる感覚の増長に至るとい

う体験様式の変化が垣間見える。ただ，本研究

では継時的に体験を尋ねてはおらず，今後の検

討が必要である。

4．動作療法における体験過程

動作課題に取り組む中では，まず“通常は動

くと感じていたからだが思うように動かない

（No.15）”，“自身の行動や体験は常にはコン

トロール可能ではないかもしれない（No.14）”

という意識から非意識に渡る体験を通じて， 

【身体を通じた実感】や【身体を通じた気づき】

が生じると考えられる。そして，自身の考えと

現実の相違に気づくことで，現実的な身体感覚

の認識（身体的所有感）が生じ，それを基に意

図・努力して主体的働きかけることによって 

“力を抜くことができた”という身体運動の達

成感が生じるというプロセスが示唆され，体験

治療論のプロセスがうかがえた。このような過

程の中では，「自己主体感」における【主体性

の向上】，【自体操作を通じた自己コントロール

感】，【できる感覚の促進】がもたらされ，「身

体的所有感」と相互に作用して，【身体的所有

感と自己主体感の調和】がなされることも示唆

された。

5．�統合失調症に対する動作療法のメカニズム

仮説への示唆

本研究からは，動作療法により短時間で「伴

う体験」が生じ，「体験内容」と「体験様式」

の変化が生じることが支持された。加えて，動

作療法における様々な要因（〈左右差の実感〉等）

が「身体的所有感」と「自己主体感」の感覚を

向上すること，これら二つの感覚は，相互に作

用して一方が他方の促進要因ともなり得るこ

と，動作体験により非意識，半意識，意識への

作用が生じることが示唆された。そこで，動作

療法で提唱されている概念，上倉（2018）お

よび本研究で得られた知見を基に，統合失調症

に対する動作療法のメカニズム仮説と「心身の

融和感」概念を提案する。

（1）動作課題に取り組む過程では，まず「意

図・努力・身体運動の達成」という心理的プロ

セスによって，主体的体験が増長し，自身の思

考や行為に作用しているという感覚である「自

己主体感」に発展する。それと並行して自身の

からだへ注意を向けて操作する，からだの感じ

や動きを感じることにより，自身のからだであ

るという「自体感」が増長し，現実検討に伴い

それが認識されると「身体的所有感」に発展する。
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上倉安代　動作療法のメカニズムに関する基礎的研究　─「自己意識（「自己主体感」と「身体的所有感」）」に焦点を当てて─

（2）「身体的所有感」と「自己主体感」が相

互作用し，「伴う体験」が両者の増長を促進す

ることで現実的で適切な「身体的所有感」と「自

己主体感」の獲得につながる。そして，これら

の感覚と「伴う体験」によって生成された【「身

体的所有感」と「自己主体感」の調和】や自己

存在感，できる感覚，自己受容感が融合され「心

身の融和感」が生成される。

（3）「心身の融和感」の生成によって，“自

分が自分である”という感覚が強まり，自我境

界が明確化し自我障害が改善し，ひいては精神

症状の改善に至ると仮定される。

今後の課題

動作療法では，言語面接等よりも，より非意

識に近い層での体験が生じる可能性が示唆され

た。こうした非意識層で生じる体験を測定する

ため，ラバーハンド錯覚測定 （上倉ら，2020）

などの評価ツールを用いて，実証的な研究を行

うことが期待される。また，本研究の研究協力

者は健常者であったため，本研究を基に提案し

た統合失調症に対する動作療法のメカニズム仮

説については，統合失調症者を対象とした質的

検討による詳細な仮説の生成とその実証的な検

討が求められる。

付記
本論文は，平成 30 年度に筑波大学大学院人

間総合科学研究科生涯発達科学専攻へ提出した

博士論文の一部であり，日本臨床動作学会第

24 回学術大会にて発表したものである。ご協

力を頂いた皆様，ご指導を賜りました明治学院

大学清水良三教授と筑波大学大川一郎教授，安

藤智子教授，飯田順子准教授に心より感謝申し

上げます。

※ 「 心 身 の 統 合 に 関 わ る 自 己 感 覚（ 上 倉，

2018）」は，「心身の融和感」に改称しました。
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Abstract

The mechanisms of Dohsa-hou: focusing on self-consciousness  
– sense of self-agency and sense of body-ownership –

Yasuyo Kamikura
The Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba

This study aimed to examine the mechanism of Dohsa-hou, and the relationship between Dohsa-hou and 

self-consciousness quantitatively and qualitatively. A trial Dohsa-hou session was conducted for 22 graduate 

students in a group for 50 minutes. As a result, it was supported that Dohsa-hou will generate “accompanied 

experiences” in a short time and change “experience’s contents” and “experience styles”. There was a significant 

increase in “self-consciousness” after Dohsa-hou session. The result by the KJ method showed that the sense 

of body-ownership will be increased by the factors of “actual feeling through mind and body” and “awareness 

through mind and body”, and the sense of self-agency will be improved by “promotion of independence”, “feeling 

of self-control through moving self- body” and “the sense of capability”, at times the two senses will work 

together. Additionally, it was suggested that Dohsa-experience will generate “unconscious and semi-conscious 

experience”, because “change in the conscious state” and “change in focusing on consciousness” were extracted in 

the data. In conclusion, Dohsa-hou could affect from unconscious to conscious and transform self-consciousness.

Keywords：Dohsa-hou, mechanisms, self-consciousness, sense of self-agency, sense of body-ownership
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