
はじめに

本論文は、公認心理師および臨床心理士養成の

ための第一種指定大学院の附属機関である駒澤大

学コミュニティ・ケアセンター（Komazawa

University Community Care Center：以 下，

KCCCとする）において、心理臨床家の育成に携

わる相談員（第一著者）と在籍する大学院修士２

年生（第二著者）がそれぞれの立場でリサーチク

エスチョンを抱いたことから生まれたものであ

る。通常の論文とは異なる変則的な形ではある

が、それぞれがコロナ禍での心理臨床家の育成の

あり方や心理臨床実践において感じたこと、オン

ライン動作法を用いた心理実践実習体験から生じ

たリサーチクエスチョンについて記す。なお、本

論文における心理実践実習とは、公認心理師およ

び臨床心理士の養成を担う大学附属機関における

実習を指す。また、学内研修（通称レクチャー）

とは、KCCCで各相談員が年 2回実施する研修で

あり、本論文では心理実践実習に含まれるものと

して位置づけた。

心理臨床家育成に携わる相談員の立場から：

コロナ禍における心理臨床家の育成のあり方

コロナ禍においては、心理臨床家の育成のあり

方 が 模 索 の 段 階 に あ り、情 報 通 信 技 術

（Information and Communication Technology：

以下，ICTとする）を活用した教育やオンライン

カウンセリングを用いた実習は十分に進んでいる

とはいえない。こうした現状には、これまでの心

理臨床家の養成課程では、対面方式のカウンセリ

ングが用いられてきた歴史があり、通説では対面

方式の方がオンライン方式よりも有効であると捉

えられてきたことが影響していると考えられる。

また、健常者においては、オンラインカウンセリ

ングと対面カウンセリングとでは、カウンセラー

の受容的態度や信頼感、親しみやすさといった認

知は、同等であったという報告（岸・村瀬・野嶋，

2007）、状態不安低減効果がオンラインカウンセ

リングと対面カウンセリングと同等であったとい

う報告（村瀬，2016）などはあるものの、その効

果については研究の蓄積の途上にあること、オン

ライン方式では、得られる情報が対面方式と比べ

て少なく、より熟練を要するという難しさや秘密

保持に関する懸念があることも、その導入が進み

にくい要因となっていると考えられる。

心理臨床家を目指す初学者（以下，初学者とす

る）は、臨床場面で不安・緊張が高まり、それに

よって適切な心理支援を行いにくくなるため、初

学者自身に対する支援も重要である。上倉・須

田・戸﨑・福原・西浦（2020）は、「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」であるとしている。心理

実践実習に関する初学者の回顧的報告を分析した

研究では、初学者が感じた困難は、自己に対する

ものが最も多く、実習中は、自身の内界の動きに

対応することで精一杯となりがちで、クライエン

トの内界を想像し共感する等の臨床的活動を行い
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にくいことが指摘されている（上倉・入軽井・佐

藤・野村・齊藤，2016a）。その他、初学者は陪席

や面接開始当初は、「第Ｉ期：陪席・面接への不安

を感じ、クライエントへの過度な注目に対処する

時期」にあり、それ以降の「第Ⅱ期：クライエン

トを受容し、自身の傾向に取り組もうとする時

期」、「第Ⅲ期：自身を受容し、心理臨床家として

の姿勢を育む時期」にまで至りにくいという指摘

もある（上倉・齊藤・佐藤・野村・入軽井，2016b）。

したがって、心理実践実習においては、初学者自

身の不安・緊張を緩和し、クライエント支援につ

ながる実習が十分に行えるように支援していくこ

とが重要である。

初学者に対しては、臨床動作法を用いた心理実

践実習がその成長支援に役立つ可能性が示唆され

ている。例えば、上倉他（2020）は、初学者に対

して、臨床動作法を用いた心理実践実習を全６回

実施し、初学者においては、臨床動作法への取り

組みを通じて、自分と向き合い、自己発見し自己

理解が進む、自分で心身に簡便に働きかけること

ができるという「できる感覚」が培われることに

加えて、臨床動作法のセルフでの体験と援助者・

被援助者体験から、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体験がなされるこ

とを示し、面接担当前の準備段階において、有用

な体験となりうるとしている。加えて、初学者自

身が臨床動作法の体験を通じて、侵襲性の低さを

実感した報告を基に、「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」可能性があるとしている。

オンライン上での模擬的なカウンセリング実習

では、臨床場面への不安に加えて、慣れない実施

環境への不安、オンラインカウンセリングの進め

方に対する緊張と不安、イレギュラーな事態への

不安などから、対面でのカウンセリング実習より

もハードルが高くなりがちである。そこで、オン

ラインでの言語的カウンセリング実習の前段階と

して、相談者の悩みをそのまま聴取する形ではな

く、からだを通じて関わる臨床動作法が、心理臨

床家の育成において有用と考えられる。臨床動作

法では、「こころ」とは、生きようとする生命体と

しての原初的な活動を指し、「からだ」とは物理的

な身体とは異なる、こころを含み生きて動くもの

を指す。成瀬（2007）は、こころとからだは一体

一元の現象であり、「ことに動作という活動にお

いては、この一体関係が最も鮮明に見られる」た

め、こころの不調はからだの不調に現れるとした。

そのため、動作面接では、クライエントの姿勢や

動作の特徴から不当緊張を捉え、それらの緊張の

取り扱いに適した動作課題を設定し、援助してい

く。青年に対しては、臨床動作法を用いた 1回の

介入によって、心身融和作用とストレス軽減効果

が示されている（上倉・清水，2019b）。臨床動作

法を用いた遠隔的心理支援の効果については、青

年に対して対面動作法とオンライン動作法をそれ

ぞれ実施した結果、ほぼ同等のストレス軽減効果

が示されている（上倉・清水，2020）。よって、

ICTを用いた心理実践実習においても、初学者の

成長支援のために臨床動作法を活用していくこと

が期待される。

駒澤大学コミュニティ・ケアセンター

（KCCC）における試み

KCCC では、新型コロナウイルス感染症

（Coronavirus Disease 2019：以下，COVID-19と

する）の拡大によって、2020 年４月に発出された

緊急事態宣言に伴い相談業務が停止となり、所属

する大学院生は、KCCCでの陪席や面接担当が行

えず、学内研修も、従来の対面方式からオンライ

ン方式での実施を余儀なくされた。このような状

況の中で、誰もが ICT の活用を求められること

になった。第一著者は、同年４月より、担当する

講義がオンライン方式に変更となったのに伴い、

オンライン会議システム Zoomを用いて大学生に

スライドを提示しながら、講義を行っていた。講

義では、Zoom におけるブレイクアウトルーム機

能を用いてオンライン上に部屋を作り、学生を小

グループに分けてディスカッションを行ったが、

予想以上にスムーズにコミュニケーションがとれ

ていた。また、他機関では、オンラインカウンセ

リングを導入し、オンライン動作法を実施したと

ころ、通常の身体接触を用いる動作援助を行わず

とも、言語教示のみでクライエントにリラクセー

ション作用や自己対峙的体験が生じることを確認

し、成瀬悟策が提唱した「自己治療論（成瀬，1988）」

が非接触が求められる現況で大きな意味を持つこ

とを感じて驚くとともに、コロナ禍でのオンライ

ン動作法の可能性を感じていた。
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このような経験から、同年５月末に予定してい

た学内研修でも、KCCCに所属する修士 2年生を

対象として、PC 上で Zoom を用いて、健常者を

対象としたオンラインでの健康動作法体験を行う

こととした。試行的な実践ではあったが、参加し

た学生においては、セルフの実施では、自身のか

らだが思った以上に硬くなっていた、知らず知ら

ずにストレスが溜まっていたという気づきがみら

れ、ブレイクアウトルーム機能を用いたペアワー

クでは、援助の難しさに気づくなど様々な体験が

みられた。初学者にとっては、健康動作法という

枠組みで実施可能な手法であるため、模擬的な遠

隔心理支援を体験する、遠隔心理支援の技術を習

得することを目的として、参加学生には、心身と

もに健康な知人に対してオンライン動作法を実施

し、その体験をレポートにまとめることを課題と

した。オンライン動作法の実施で得られた初学者

の体験を整理し、検討することは、非接触が求め

られ対面での心理実践実習が難しい現在、コロナ

禍において初学者の成長支援に役立つ方策とし

て、何らかのヒントになると考えられる。

心理臨床初学者の立場から：

コロナ禍でのカウンセリング

COVID-19の感染拡大に伴い、“新しい生活様

式”となり、心理支援のあり方も変わってきた。

“新しい生活様式”とは、感染拡大を防ぐために、

飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話へ

の対策を日常生活に定着させることである（厚生

労働省，2021）。こうした流れを受けて、ICT を

用いた心理支援サービスを提供する遠隔心理学

（Telepsychology）が求められており（American

Psychological Association, 2013：木 内 他 訳，

2020）、オンラインカウンセリングの活用が期待

されている。

オンラインカウンセリングを行う際には、その

メリットとデメリットの把握に加えて、クライエ

ントのニーズを反映した関わりも大切である。中

川・杉原（2019）は、学生に対する登録制のオン

ラインカウンセリングでは、対面のカウンセリン

グでは応えられないニーズを扱うことができる、

すなわち、時間の都合が合わない、対面でのコミュ

ニケーションが苦手といったクライエントの外

的・内的なニーズに合わせられるというメリット

がある一方で、危機介入が必要なケースの場合は、

対応が困難である、登録だけして利用には至らな

いといった、相談を躊躇しているクライエントに

アプローチし、相談意欲を促進することが難しい

というデメリットを挙げている。また、カウンセ

リングの実施方式によって、クライエントの評価

が異なることが示されている。対面方式・オンラ

イン方式・音声方式でそれぞれカウンセリングを

実施した結果、クライエントは、対面方式では、

カウンセラーの受容的態度を、オンライン方式で

はカウンセラーへの信頼や親しみといった好意的

認知を、音声方式では、カウンセラーへの好意的

認知と自分の思いが伝わったという情報伝達を高

く評価していた（岸他，2007）。すなわち、援助方

式によってクライエントの期待が異なると考えら

れるため、そのニーズに合わせてカウンセラーが

関わり方を工夫することが重要である。

コロナ禍が心理臨床初学者にもたらした

不安と模索

初学者においては、臨床という実践の場に対し

ての不安に加えて、未知数な部分が多いオンライ

ンカウンセリングを行うことへの不安を抱えてい

ると考えられる。第二著者である筆者が所属する

KCCC では COVID-19 への対策から、2020 年４

月から閉室となったため、対面カウンセリングの

陪席やケースの担当も一時的に停止となった。筆

者は、対面でのカウンセリング実習とそれに関連

する理論は講義で学んだものの、経験が十分に積

めておらず、実際の臨床場面のイメージが湧きに

くく、臨床経験を積んでいない、未熟な状態のま

ま現場に出られるのだろうかと不安を感じ、自分

の中で核となるものがなく自信も持ちにくかっ

た。また、オンラインカウンセリングの経験がな

く、その進め方の実際が不透明なために不安を感

じていた。

対面でのカウンセリング経験の少ない初学者に

とっては、オンラインカウンセリングはハードル

が高いものとなりがちである。カウンセリングで

は、カウンセラーは、受容的、共感的態度でクラ

イエントの悩みに寄り添い、その心的過程を共に

体験し、支援していく。対面カウンセリングでは、

カウンセラーが文脈や雰囲気に即した対応をとり

やすく、そのような関わりを通して、クライエン

トとカウンセラーが一緒の場を共有し、ともに存

在しているという実感が生じやすい。しかし、オ
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ンラインカウンセリングでは、遠隔での実施であ

るため、そのようなことが生じにくく、非言語的

な情報も得られにくい。特に、非言語的カウンセ

リングについては、オンライン上では、非言語的

情報が得られにくくなることから、さらに実施の

ハードルが上がると感じていた。クライエントの

身体感覚にアクセスする手法としては、フォーカ

シングや自律訓練法、臨床動作法などがある。中

でも、臨床動作法は、一般的に援助者が被援助者

の身体へ触れる動作援助を通じて、その状態を把

握し、それを手がかりに、被援助者が心身の自己

調整に取り組むための支援を行う。筆者は、対面

での動作援助を用いた心理実践実習を経験してい

たため、オンライン動作法では、被援助者の身体

に触れられない分、対面時と比べて情報を得にく

く、適切な心理支援を行う上で、より困難を極め

ると予想していた。

しかしながら、５月末の学内研修後の課題で、

健康な人を対象としてオンライン動作法を実施す

る中で、様々な事態に対して四苦八苦しながら初

学者なりに援助した結果、被援助者が、肩上げ課

題で肩の動く範囲が広がったことを実感し、言語

化して伝えてくれたことで、自分がオンライン動

作法を行って効果を出せたと感じて嬉しかった。

この経験によって、オンラインカウンセリングの

イメージが多少なりとも具体化し、少なからずカ

ウンセリングの経験や自信につながった。また、

著者にとっては、初学者でかつオンラインで実施

したのになぜ効果が上がったのかという点でとて

も興味深かった。よって、初学者がオンライン動

作法をどのように体験したか、オンライン動作法

を初めて実施したにも関わらず、なぜ功を奏した

のかについて検討することによって、初学者が心

理実践実習を行う上での何らかの助けになること

が期待される。

このように様々な不安を抱いた初学者が、オン

ライン動作法を用いた心理実践実習で体験したこ

とを整理することで、ICTを活用した今後の臨床

家の育成のあり方と初学者の成長支援について示

唆を得ることが期待される。したがって、本論文

の目的は、オンライン動作法を用いた心理実践実

習が初学者にもたらす作用について検討し、初学

者の成長支援につながる点について、オンライン

動作法が初学者の臨床実践に役立つポイントも交

えながら検討することとする。

方 法

対象 KCCCに所属する大学院修士２年生

手続き 公認心理師、臨床心理士、日本臨床動

作学会認定臨床動作士資格を有する臨床経験 14

年の相談員が、「身近な人に、触れずにできる健康

動作法」と題して、Zoom を用いてオンラインで

学内研修を実施した。実習の目的は、非言語的ア

プローチである臨床動作法に関する知識を深め、

からだにも目を向ける、今後の活用が期待される

遠隔心理支援を体験し学ぶことであった。内容

は、①近況報告とチャットでのシェア（２グルー

プに分かれてブレイクアウトルームを使用／ 10

分）、②動作法とは（スライドを用いた臨床動作法

の概要の説明、動作法Ｑ＆Ａ、質疑応答／ 20 分）、

③からだの感じを感じる体験（10 分）、④オンラ

イン動作法体験と全体でのシェア（セルフでの実

施／ 20 分）、⑤オンライン動作法による援助・被

援助体験（ブレイクアウトルームにてペアワーク

の実施、ペアでのシェア／ 45分）、⑥全体でのシェ

ア（感想、実施上の質問／ 15分）であった。③で

は、立位で全身を脱力すると、からだの可動域が

変化することを体験した後、腕の挙げやすさ、挙

げにくさについて左右差を感じる体験をした。④

では、まず PC に映った研修担当者のデモンスト

レーション（モデル）を見ながら、各自が声かけ

に応じて肩をゆっくり上げ下げする肩上げ課題、

上半身を腰から直に曲げていく上体の前曲げ課

題、腕をまっすぐ挙上する腕挙げ課題を 20 分間

セルフで実施した。なお、課題ごとに全員で体験

の感想をシェアした。研修担当者が課題のポイン

トと緊張部位の観察の仕方、援助の進め方につい

て解説した後、ペアワークによる援助・被援助体

験（各 20 分）とその体験のシェア（５分）を行っ

た。その際には、困った時には Zoom上でヘルプ

サインを出すよう伝え、同性同士でペアを組むよ

うに配慮した。その後、研修担当者が各ルームを

見回り、適宜援助の仕方について助言した。これ

らの体験については、最後に全員でシェアをした。

研修は、開始時間に全員が揃わない、システムト

ラブルなどがあり、２時間 10 分の実施となった。

学内研修後に、課題として、心身ともに健康な

知人にオンラインで動作課題を適宜２課題実施

し、その時の様子についてレポートをＡ４用紙１

枚で作成し提出するよう求めた。なお、オンライ
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ン動作法実施時には、相手にぎっくり腰の既往や

心身の不調がないことを確かめた上で動作課題を

実施するよう指示した。レポートの内容は、オン

ライン動作法を実施した感想、援助上難しかった

こと、オンライン動作法のメリットとデメリット

とした。

課題実施後の６月には、希望者を対象として、

オンライン動作法のフォローアップの時間を設け

た。オンライン動作法を用いた学内研修の担当者

が、Zoom を用いてインタビュー形式で参加者と

体験の共有をした。具体的には、オンライン動作

法を実施した感想、援助の様子（どのような援助

をしたか、実施して難しかったこと、援助の工夫

など）、自身の臨床動作法の継続状況などを共有

し、適宜援助方法について助言を行った。その際

には、参加者の同意を得た上で、録音・録画を行っ

た。

分析方法 レポートとフォローアップ時のイン

タビューデータを分析に用いた。データ数が多く

はないこと、幅広く初学者の体験を捉えるため、

KJ法などの分析方法は用いず、データを読み込

んだ上で、オンラインカウンセリングのメリット

とデメリット、オンライン動作法実施前後の援助

者の気持ちと感想および被援助者の反応、援助者

がオンライン動作法援助で難しかった点とその対

処という観点で、第一著者と第二著者で協議して

データを分類し、カテゴリー名をつけた。

倫理的配慮 事前に、KCCCの主任を務める大

学教員に、学内研修のあり方を検討する目的で本

研究を実施する旨を説明し、研究の実施の承諾を

得た。次に、学内研修参加者に対して、研究の目

的と概要について文書で説明した。その際には、

研究実施者は成績評価に関与する立場にないこ

と、研究の同意の有無によって、実習等になんら

影響はないことを説明した。研究協力に同意した

者より、同意書を得た。

結果と考察

学内研修の参加者８名の内７名とフォローアッ

プ参加者３名全員が、本研究の協力に同意した。

分析には、課題としたレポート７名分とフォロー

アップで得られたインタビューデータ３名分を用

いた。これらの分析結果を基に、初学者の成長支

援におけるオンライン動作法の作用について考察

した。

オンライン動作法援助の概要 援助者（以下，

文脈に応じて適宜初学者と表記する）、オンライ

ン動作法の実施対象者（以下，被援助者とする）

とその年代、性別、使用機器、映像の有無とその

範囲、所要時間をTable 1 に記した。なお、援助

者Ａ、Ｆ、Ｇは、レポートおよびインタビューの

協力者であり、ＢとＥは、学内研修担当者が実施

した対面での動作援助（身体接触を伴う）を用い

た心理実践実習に６回参加した経験があった。

Table 1 から、被援助者の内訳は、援助者の 20代

の友人が 75％と大半を占め、家族は 25％であっ

た。全員が、身近な者を対象としたため、初対面

の相手に対する模擬的カウンセリングとは異な

り、ラポールの形成を要さずある程度リラックス

して実施できたようである。臨床動作法のメリッ

トは、「健康動作法」という枠組みで実施でき、言

語を主として内的葛藤を扱う手法とは異なるため

に、知人であっても多重関係に陥らずに模擬的カ

ウンセリングを行えることである。

援助者の使用機器は PCが 71％、スマートフォ

ン（Table 1 では、スマホと表記）が 29％と PC

が大半を占めており、被援助者はスマートフォン

が 75％、PCが 25％とスマートフォンの使用が大

半であった。援助者と被援助者の使用機器の組み

合わせは、双方 PCの者が２名（Ｂ，Ｃ）、双方ス

マートフォンの者が２名（Ａ，Ｆ）、援助者が PC

で被援助者がスマートフォンを使用した者が３名

（Ｄ，Ｅ，Ｇ）であった。援助者が PC を使用し、

被援助者がスマートフォンを使用した場合、両者

ともにスマートフォンを使用した場合では、援助

者の画像が小さくて見えにくくなる、互いの身体

を映そうとして機器を遠くに設置すると映像と音

声が小さくなるなど、支障を感じていた（「全体が

映っていない中で実施しなければならないのは援

助しにくい（Ｇ）」、「全体を映そうとすればするほ

ど、スマホとの距離が遠くなり声も聞こえづらく

なる（Ａ）」）。よって、円滑な援助を行うためには、

PCの使用が推奨される。

実施形態は、援助者と被援助者が１対１で実施

したケースが大多数であったが、スケジュールの

関係や通信上の問題から、集団で実施したケース

（Ａ）、被援助者の映像が映らず援助者のみ映像を

映し、被援助者の音声のみを頼りに援助を行った

ケース（Ｅ）もあった。こうした集団動作法や音

声のみでの言語教示は、一般的な臨床動作法の実

― 13―



施と比べても難易度の高いものである。また、視

覚的情報の量にも違いがみられた。通常、臨床動

作法ではあぐらの組み方からもからだの状態をア

セスメントするが、被援助者の映像の範囲は、主

に、頭からお尻（あぐら坐位が見える程度）が 25％

と少なく、頭から腰が 38％、頭から腹部が 25％、

映像なしが 12.5％であり、視覚的な情報がない中

で援助した者もいた。実施時間は、15〜40 分で

あった。所要時間で最も多かったのが、約 30 分

であったことから、各援助者が丁寧に動作法を実

施したことがうかがえる。また、導入から始まり、

２種の動作課題の実施、感想の共有といった一連

のプロセスを行う上では、30 分程度が必要である

ことが示された。

オンラインカウンセリングのメリットとデメリット

オンラインカウンセリングのメリットとデメ

リットについて、Table 2 にそれぞれ示した。以

下、カテゴリー名は【 】、初学者の声は「」で記

した。

Table 2 に挙がったメリットとデメリットは、

臨床動作法に限らず言語を主とするカウンセリン

グにおいても共通のものと考えられる。オンライ

ンカウンセリングのメリットとしては、【気軽に

実施可能】、【遠方の人にも実施可能】、【非接触で

実施可能】という利便性に加えて、【自分の好きな

場所でできる安心感】という面接室ではない場所

で実施できる、カウンセリングを受けられるとい

う点が挙がった。【自分の好きな場所でできる安

心感】では、「お互いの好きな場所・時間で行える

（中略）リラックスしてできる（Ｅ）」という意見

があり、自宅での実施は、初学者とクライエント

の不安緩和に役立つようである。

一方、オンラインカウンセリングのデメリット

としては、【ネット環境が必要】、【音声の乱れ】、

【画質の問題】、【電波状況の影響】といった通信環

境とその状態によるもののみが挙がった。このこ

とから、通信環境が整備され、通信状態が安定し

ていれば、大きなデメリットは生じないことが示

唆される。一方で、【音声の乱れ】における「機材

の関係で音声が乱れてしまう点（Ｃ）」、【画質の問

題】における「表情がよく見えない（Ｄ）」、【電波

状況の影響】における「電波が乱れると、円滑に

行かず、流れが遮られる感じ（Ｅ）」、「タイムラグ

や画面が固まってしまうこと（中略）意思疎通が

できているのか不安になる（Ｇ）」という声があっ

― 14―

Table 1 オンライン動作法の実施環境

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

40
20

A 2

20 30

C 20 30

B 50 30

D 20

E 20 15 20

15

G 20 30

F 20



た。経験を重ねた心理臨床家であれば、通信状態

の不安定性などの不測の事態には臨機応変に対応

しやすいが、初学者にとってはイレギュラーな事

態であり、カウンセリングの進行を妨げられ、ま

た「意思疎通ができているのか不安になる（Ｇ）」

といった不安を喚起する要素であることがうかが

えた。よって、模擬的なオンラインカウンセリン

グにおいて、そうした事態への対応を練習してお

くことも大切である。

オンライン動作法実施前後の援助者の

気持ちと被援助者の反応

レポートとインタビューから得られた、実施前

後での援助者の気持ちと感想、被援助者の反応を

Table 3に示す。「」は初学者の声、『 』は被援助

者の声を示す。

Table 3より、オンライン動作法実施前の初学

者の特徴として、オンラインカウンセリングに対

する初期緊張や不安を感じていることが挙げられ

る。初学者の内、３名が「動作法を初めて人に実

施するということで不安（Ｃ）」、「援助者を務めら

れる自信があまりなく（Ｂ）」などの不安を挙げて

いた。こうした感情は、心理臨床を学び、実践経

験の少ない初学者によくみられるものである。通

常、カウンセラーは心理支援に徹するが、初学者

の場合は、自身の不安・緊張の取り扱いも課題と

なる。初学者は、面接場面での沈黙に不安を感じ

て自身への過度な注目が強まる、陪席時には、面

接内容を忘れてしまう不安やその場に居る居心地

の悪さからメモを取ることに集中しすぎる、クラ

イエントの一挙一動に注目し、その言動を深読み

することがあり、その結果、クライエントに気持

ちが向かず、受容・共感的態度をとりにくく、適

切な心理支援が行いづらくなる（上倉他，2016a）。

こうした初学者の心の揺れに対しては、臨床動

作法による不安・緊張の緩和作用に加えて、自身

が行った心理支援に対するクライエントのポジ

ティブな反応がプラスに働いたようである。援助

者においては、動作課題への取り組みを通じて不

安・緊張が低減した様子がうかがえた。例えば、

「自分の体の状態に気づいて、そこからの変化を

感じることで、うれしかったり気分がよくなった

（あぐら坐位で腰がきつかったが、前曲げ課題で

辛さが軽減した）（Ｆ）」など、援助者自身も動作

課題に取り組む過程で、リラクセーション作用が

もたらされ、ポジティブな気分へ変化したようで

あった。その他、被援助者とともに動作課題に取

り組むことで、「２人で同じ動作をして感想を共

有することでだんだんと緊張もほぐれ、楽しみな

がら行うことができた（Ｇ）」と緊張が和らいでそ

の場を楽しめた者もいた。援助の過程では、オン

ライン動作法が、被援助者の自己活動を活性化し、

自身で不安や緊張を和らげ、リラクセーションを

もたらす、心身への気づきを促す作用がうかがえ、

援助者もその効果を感じていた（「自分の援助で

そこまで効果を被援助者が実感するとは思わな

かったので驚いた（Ａ）」）。被援助者は、肩や腕が

実施前より伸びたり動いたりするようになる（Ａ，
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Table 2 オンラインカウンセリングのメリットとデメリット

D
D

B
C

D

C

G

C

G D

E
G

E
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Table 3 オンライン動作法実施前後の援助者の気持ちと感想、被援助者の反応

A

2

2

2

B

C

D

E

F

G

1 1
5

2



Ｂ，Ｅ，Ｇ）、体だけでなく気持ちが軽くリラック

スし「なんかフワーッとした感じ。風呂に入った

かのようにリラックスしてる（Ａ）」、「体だけでは

なくて気持ち的にも軽くなった感じ（Ｃ）」と言語

化するなど、その効果が身体感覚や気持ちとして

可視化されていた。

これらの作用によって、オンライン動作法実施

後には、「『体が楽になった。ありがとう』と楽し

んでくれた。実施してよかった（Ａ）」、「コミュニ

ケーションをとりながら動作（課題）を選んだり、

変化を感じて喜んでくれたりすると、少しだけ自

信が持てたように感じた（Ｂ）」など、当初の不安

が和らぎ自信や自己効力感を感じられたり（Ａ，

Ｂ，Ｇ）、臨床動作法の効果を実感したりしていた

（Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ）。こうした感覚は、臨床動

作法によって自分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（上倉・清

水，2019a）」に類するものと捉えられるが、本研

究では、援助者体験を通じて、被援助者に貢献で

きた、効果をもたらせたという体験によって、他

者に援助できる自分という意味でのできる感覚が

高まったと推察される。こうした初学者の「でき

る感覚」の向上や効果の実感には、臨床動作法な

らではの特徴、すなわち、シンプルな実施方法、

被援助者にとっては何らかの作用を感じやすく、

健常者を対象にする場合には、基本さえ守れば、

相手から何らかのプラスの反応を得やすい、介入

方法（教示、アセスメントに即した関わり）を工

夫すると、すぐに相手からフィードバックが得ら

れ、初学者であっても手ごたえを感じやすいと

いったことが寄与したと考えられる。

その他、やむを得ず音声のみでの援助を行うと

いう難易度の高い実施状況であったが、効果を感

じた初学者もいた（Ｅ）。また、思ったよりも導入

や教示がうまくいかず、「もっとスムーズに違和

感なく導入できたらよかったと少し反省した

（Ｇ）」者、「簡単に動き方が伝わるかと思っていた

が想像していたよりも指示を受けている側には伝

わっていないと感じた（Ｆ）」と相手の状態を適切

に捉える大切さを感じた者、「動作法を平易な説

明で表すことができるようになりたいと思った

（Ｄ）」とより適切な教示を行うために動作法に関

する知識を得る必要性を感じる者もいた。このよ

うに、オンライン動作法実施後には、自信や自己

効力感が醸成された者もいれば、イレギュラー

ケースへの対応に苦慮した者、うまく教示が伝わ

らずに反省し、そこから相手に何かを伝えること

の難しさを感じた者、臨床動作法を実施するため

には、自分がまず臨床動作法を理解する必要があ

るなどの気づきを得た者もいた。こうした違いに

は、初学者が、自身が行った心理支援に対する被

援助者の反応をどのように捉えたかが影響したと

考えられる。すなわち、被援助者の反応から、援

助者が自身の支援が奏効したと感じた場合は、自

信や自己効力感の醸成につながるが、支援に失敗

したと感じたり、臨床動作法の目的や意図を相手

に説明できなかったと感じたりした場合は、援助

者に反省を促し、気づきや新たな工夫の必要性の

実感へとつながったと考えられる。

よって、オンライン動作法を用いた実習によっ

て、初学者が自身の不安を扱い和らげる、「できる

感覚」が培われる、次の実践へつながる学びを得

られることが示唆された。なお、介入が「期待し

たほどうまくいかなかった」というＦについては、

フォローアップ時に研修担当者が実施時の様子を

聞き取り、変化が生じていた点のふり返り、教示

の工夫について助言を行ったことで、介入時には

気づかなかった点に気づくという展開もあった。

したがって、実習後には、指導者が初学者の心理

的サポートを行うとともに、初学者の今後の実践

へのモチベーションを保つために、フォローアッ

プを行うことも重要である。なお、事前に自主的

に動作課題の練習をしていた初学者は、援助のポ

イントが的確であり、困難に対しても比較的臨機

応変に工夫し、被援助者から高評価を得ていた。

そのため、課題実施前に、実施へ向けた練習を重

ねておくことも、臨床実践の学びを深める上で大

切であろう。

初学者が感じた心理支援上の困難と

それに対する対処

初学者が、オンライン動作法実施中に感じた困

難とそれに対する対処を Table 4 に示した。対

処の欄には、主に初学者が実際に行ったものを記

述し、初学者が今後必要な工夫として挙げたもの

も含めた。以下、大カテゴリーは【 】、小カテゴ

リーは＜＞、初学者の声は「」で記す。

初学者がオンライン動作法実施時に感じた困難

としては、【導入】や【教示】、【アセスメント】、

【援助】といった臨床実践の基本的に関する項目
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Table 4 初学者が感じた心理支援上の困難とそれに対する対処

D
G D

G
E

A

1
2

F

E

A G

A
F

F

F
E

C C
2 A

A
,

A C

B C

C

B

,
B

D

G

C

B

D
B

B
F

A
C

C
A

C
PC

A

G

C

B C

C

E

F

F

F
C

A, C
A

A)

E
E

E



が挙がった。その中でも、非接触であるために触

覚的情報がなく、視覚的情報を基にして相手の状

態を捉えて援助していく難しさに関する記述が多

かった。その中には、対面での動作援助を用いた

実習経験と比較して非接触での援助の難しさを感

じる意見もあった（Ｂ，Ｅ）。初学者達は、＜心理

学的素養のない人への説明＞と＜動作課題の説

明＞から成る【導入】、＜わかりやすい説明＞と

＜わかりやすいモデルの提示＞から成る【教示】、

＜全身が映らない状況での状態の把握＞や＜非接

触での状態の把握＞といった【アセスメント】、

＜からだの感じがわかるような援助＞、＜全身が

映らない状況での援助＞、＜非接触での援助＞お

よびイレギュラーケースではあるが＜カメラオフ

の状況での援助＞といった【援助】において困難

性を感じていた。よって、初学者においては、【導

入】や【教示】、【アセスメント】、【援助】という

基本的スキルを座学や実習で学んでいても、それ

を実践する際には、思ったようにうまくいかず戸

惑う、柔軟に対応しにくく四苦八苦する様子がう

かがえた。

特徴的なのは、初めてのオンライン動作法の実

施という、不安・緊張が高まった状態であったに

もかかわらず、困難に遭遇しても、途中でやめた

り消極的な関わりになったりした者がおらず、何

らかの対処をしていたことである。当初は、援助

する上で困難を感じ、不安や圧倒されて、ある意

味弱々しい初学者像であったが、困難は“何とか

立ち向かうもの”と捉えられ、何とかやっていこ

う、やっていけるかもしれないというよりたくま

しい初学者像への変化がみられた。例えば、教示

では、音声や画像のタイムラグに対して、焦りを

感じるも、モーションを大きくする、教示を２度

行う等、被援助者に伝わりやすいように工夫して

いた（Ａ）。触れずに相手の状態をアセスメント

するために、「レクチャー内では、どこが緊張して

いるか、力が入っているのかが、リモートだと触

れないので注意してみたほうがいいとのことでし

たので、よく見るようにして、それでわかれば指

摘することができていた（Ｃ）」と学内研修で学ん

だポイントを活かしていた。「注意して見てもよ

くわからないときは、“腰が緊張してない？”や“腕

に力が入ってない？”と確認することで、実際に

会って見ることができなくてもそれで補うことが

可能なのではないか（Ｃ）」と積極的にコミュニ

ケーションを図ることで、情報を補っていた。援

助時には、「“どこか力入ってたり、痛いなとか、

どんな感じがする？”と逐一聞く（Ａ）」というよ

うに、被援助者とコミュニケーションをとりなが

ら進めるなど、相手を尊重した交流が図られてい

た。

このような初学者の困難への取り組みとその対

処を手助けしたものとして、①オンラインカウン

セリングの特性、②オンライン動作法ゆえの非接

触で視覚的情報を活用した援助、③臨床動作法な

らではの援助方法とその作用、④初学者に対する

臨床動作法による心理的作用があると考えられ

る。第一に、オンライン環境ゆえに、ほどよい心

理的距離を保てることが挙げられる。オンライン

方式では、画面越しでほどよい心理的距離感があ

るために、対面では話しづらいことも話しやすい

と指摘されている（岸他，2007）。初学者にとって

は、対面カウンセリングほどには、緊張や不安、

プレッシャーが高まらず、相手の表情が細かくは

わかりにくく、その場の雰囲気も読みにくいがゆ

えに、クライエントの表情や態度をうかがい過ぎ

ず、柔軟でアクティブな介入をしやすいというメ

リットがうかがえる。例えば、被援助者の視覚的

情報が得られない中で援助を行ったケース（Ｅ）

では、苦慮しながらも積極的な支援を試み、一定

の効果を感じられていた。音声のみでのカウンセ

リングでは、カウンセラーへの親しみやすさや安

心といった好意的認知、自分の思いを話せたとい

う情報伝達がクライエントによるカウンセリング

の評価に影響を及ぼすとされる（岸他，2007)。こ

のケースでは、援助者と被援助者が元々友人関係

であったことに加えて、援助者が口頭での確認、

相手の取り組みに対して「良い感じだね」などの

フィードバックを行ったことが、被援助者に安心

やリラックス感といった好意的認知をもたらし、

それと同時に被援助者がからだの感じを援助者に

伝え、援助者がそれを受け取る、それによって一

緒に取り組む共同作業感も高まり、結果として両

者が効果を感じられたと考えられる。このよう

に、対応の難しい困難が生じても、援助者は被援

助者をガイドする、フォローする、コミュニケー

ションをとるという積極的な支援を行えていた。

第二に、オンライン動作法特有の非接触で視覚

的情報を活用する援助が、初学者にはプラスに働

くと考えられる。まず、非接触での実施であるが
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ゆえに、初学者にとっては動作援助を伴う場合と

比べて、心理支援の難易度が下がったことが指摘

される。動作援助では、援助者の手に伝わってく

る被援助者の動作課題への取り組み方、力みや弛

んでいく感じ、援助への反応を捉えるとともに、

適切な動作援助を行うために、“手のセンサー”を

培う（海外のボディサイコセラピーでは、“手をつ

くる”とも言われる）ことが重要とされ、その習

得のためには、臨床動作法研修会に何度も参加し、

援助―被援助体験を重ねる必要がある。それに加

えて、援助者は視覚的情報を基とする“目のセン

サー”も用いて動作支援を行う。しかし、非接触

での実施では、“手のセンサー”を働かせる必要は

なく、“目のセンサー”に特化すればよいため、初

学者にとっては、収集する情報が絞られることに

加えて、自身の触れ方とその援助の適否を気にせ

ず、集中してより有効な援助を行いやすく、対面

での動作援助と比べて失敗感や不全感を抱きにく

いと考えられる。

また、初学者にとっては、オンライン動作法実

施時には、視覚的情報の活用が援助の手立てと

なったことが示された。Table 5より、視覚的情

報によって、＜映像を基に被援助者が自身の状態

を把握＞、＜映像を基に援助者が自身の状態を把

握＞というように、各自が自身の動作の特徴や取

り組み方を捉えることができ、＜映像を基に互い

の状態を共有可能＞でもあった。そして、＜映像

を基に被援助者が自身の変化を実感＞、＜映像を

基に援助者が自身の変化を実感＞というように、

視覚的情報から援助者と被援助者各自の変化が目

で見てわかりやすく、「自分の動きがどうなって

いるかを確認しながら相手の動きを見て教示を行

える（中略）どのような動きをするかを正確に伝

えるためにはリモートは役に立つ（Ｆ）」というよ

うに＜映像を基に教示を工夫可能＞で助けにもな

ることがうかがえた。このように、視覚的情報の

活用が初学者の臨床実践の助けになるということ

は、予想外であった。なぜなら通常、動作法では

自身を鏡に映すことはなく、自身の動作を援助者

の声かけと自身の体感を手がかりに自己調整して

いくため、視覚的情報よりも聴覚的情報や体感が

活用される。しかし、本結果からは、通常の臨床

動作法であれば援助者には見ることのできない自

身の姿が見えることで、初学者にとっては、＜映

像を基に互いの変化を共有可能＞となり、自身の

身体感覚と聴覚情報に加えて、視覚的情報を基に

自身と被援助者の動作をモニタリングできるた

め、参照情報が多く、“目のセンサー”を活用して

心身の自己調整を行うとともに、被援助者に対す

るより適切なモデルの提示につながっていた。
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加えて、身体に触れずに臨床動作法を実施でき

ることで、身体接触に伴う抵抗感が減り、安心感

をもてるというメリットも見いだされた。初学者

の内２名が、「援助者として、他者に触れることも

触れられることも得意ではないため、リモートで

あれば直接の接触が必要なく、動作法に取り組む

ハードルが下がる（Ｇ）」、「触れられることは嫌だ

けど、リモートでは声だけで動きや姿勢を修正で

きた（Ａ）」、「被援助者の身体に触れる、という点

で身体感覚が敏感な人や、異性には対面での実施

が躊躇われることがあるのではないか（Ａ）」とい

う感想であった。よって、オンライン動作法は、

身体接触が苦手で動作援助に抵抗感を感じる初学

者とクライエントにとっては、非接触であるがゆ

えに取り組みやすく、異性のクライエントに対し

ても援助しやすいことがうかがえた。

第三に、他のアプローチとは異なる臨床動作法

ならではの特徴が挙げられる。まず、実施手順が

明確でわかりやすい、思考レベルではなく動作を

基にした実感的体験や実感的理解を伴う、言語を

主としないアプローチであるために、沈黙による

不安や不安による記録への依存が生じず支援を進

めやすいことが挙げられる。初学者によくありが

ちなこととして、受容、共感的態度を重視するあ

まり、ただ相手の話を聞き、介入できないという

受動的な“傾聴スタイル”に陥りがちである。し

かし、臨床動作法においては、相手に同調しすぎ

ず、やるべきことを手順に則って行うことで、適

切な援助を展開できるであろう。加えて、援助者

と被援助者の共動作体験も、初学者が実感的にク

ライエントに共感するために役立つと考えられ

る。通常、臨床動作法では、援助者はモデルを提

示し、被援助者はそれを見て自身が動作課題に取

り組む形式で実施される。しかし、本研究では、

基本的に援助者が一緒に同じ動作課題に取り組み

つつ、被援助者に声かけをするという共動作体験

を重視した手続きをとった。そのため、初学者に

とっては、自身の感じを手がかりに被援助者の状

態を推察し理解することで、アセスメントと適切

な援助につながり、被援助者においては、同じ動

作課題に援助者と一緒に取り組むことで共同作業

感が得られ、安心して取り組みやすいと考えられ

る。臨床動作法では、「できるまでの体験、できた

時の体験、できるようになった後の体験など、い

ずれも治療者の密接な同伴的、共同的援助によっ

て、はじめて即時的・共感的に把握・理解でき易

くなる（成瀬，1992）」としており、被援助者の一

つひとつの体験に初学者が付き添い、一緒に感じ

ていくことで、受容・共感的姿勢が芽生え、学び

が深まったと考えられる。

第四に、初学者の困難に向き合い対処する姿勢

を後押ししたものとして、臨床動作法ならではの

作用が挙げられる。援助者は、動作課題への取り

組みを通して自身の不安・緊張に対して意識的〜

無意識的に創意工夫して取り組み、対処し、自身

の不安・緊張それらを緩和するという意識〜無意

識的自己調整的体験を行うことで、リラクセー

ション作用ももたらされ、落ち着きやゆとり、前

向きな気持ち、「できる感覚（上倉・清水，2019a）」

の醸成がなされたと考えられる。こうした臨床動

作法の作用については、上倉（2018）が修正版グ

ラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて検

討した、統合失調症者における動作法体験と共通

する点がみられる。統合失調症者においては、臨

床動作法を初めて体験した時には、「心と体セパ

レート」な状態にあり、不安ゆえに頭で考えるな

どの＜初期緊張＞があるが、動作課題を通じてか

らだがより動くようになるなど＜期待を裏切る体

験＞、面白さやリラックスを感じる＜感情を耕

す＞体験、緊張が緩和する＜初期緊張の塗り替

え＞などから成る「ワクワク体験」が生じ、＜前

向きに取り組み始める＞、からだの感じを手がか

りに自分に関わり始める＜きつさに向き合おうと

する＞、からだと作業する＝からだになるという

＜からだを耕す＞体験から成る、こころを含んだ

「からだになる」体験へと進み、最終的には＜適応

的対処＞や＜自己活用的対処の始まり＞など「こ

ころとからだ自由自在」な段階に至ることが示唆

されている。こうした過程を参照すると、初学者

にとっては、特に＜初期緊張の塗り替え＞が援助

を進める上でのサポートになり、＜きつさに向き

合おうとする＞過程で困難に向き合い、当初より

も心身の融和が進み、自分なりに対処を創意工夫

する＜自己活用的対処の始まり＞へ進んでいった

と推測される。

初学者の心理実践実習における

オンライン動作法の作用

元来、臨床動作法は、体感的にも視覚的にも即

座に何らかの効果を感じられるという特徴があ
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る。からだの可動域の変化は、誰にも目で見てわ

かりやすいものであるが、そうした変化が対面時

よりも、オンライン上の視覚的情報によって強調

され、援助者と被援助者の双方にとって共有しや

すかったようである。このように、オンライン動

作法は視覚的にも相手の動作の変化が捉えやすい

ために、自身の介入が相手に響いたか否かをすぐ

に察知しやすく、それを基にさらなる介入の工夫

につながるという好循環があると考えられる。こ

うした様々な作用は、初学者が心理実践を展開す

る手助けとなると考えられる。

オンライン動作法実施時には、初学者は自身の

不安に埋没することなく、クライエントとコミュ

ニケーションをとりつつ支援していた。こうした

姿は、上倉他（2016b）のいう初学者にありがちな

「第Ⅰ期：陪席・面接への不安を感じ、クライエン

トへの過度な注目に対処する時期」に留まらず、

動作課題を通じて自分に向き合い、不安・緊張を

自己調整したり、受容的・共感的態度を養うといっ

た意味で、部分的にではあるが「第Ⅱ期：クライ

エントを受容し、自身の傾向に取り組もうとする

時期」や「第Ⅲ期：自身を受容し、心理臨床家と

しての姿勢を育む時期」の入り口に立ったように

もみえる。よって、オンラインでの模擬的な言語

的カウンセリングの実習を行う前段階として、オ

ンライン動作法を用いた実習を行うことで、初学

者が自身の不安を取り扱い、より有効な心理支援

を行うことが可能となり、その成長を支援してい

く上で有用と考えられる。

おわりに

オンライン動作法を用いた心理実践実習後の実

践では、初学者自身の不安・緊張の取り扱い、ラ

ポール形成、導入、教示、アセスメント、相手に

即した声かけ、クライエントとの自然なコミュニ

ケーション、共動作体験を通じたクライエントへ

の共感的理解の試み、内的体験の共有が展開され

ており、１回の実習でも初学者にとって必要な基

本的臨床スキルの実習が行えることがうかがえ

た。このような初学者が抱える不安・緊張への作

用、臨床実践の展開については、オンラインカウ

ンセリングの特性、オンライン動作法ゆえの非接

触で視覚的情報活用した援助に加えて、臨床動作

法ならではの特徴が下支えしていることがうかが

えた。すなわち、臨床動作法ならではの特徴に

よって、初学者にとっては、すべきことが具体的

でわかりやすい、自身も動作課題に取り組むこと

によって不安や緊張を和らげられ、学んできたこ

とを実践に移しやすい、柔軟に対処しやすい、援

助者と被援助者の双方が安心しやすい状況で実施

でき何らかの効果を感じられることで、初学者で

あっても手ごたえを感じ、それが成功体験や自信

につながりやすいという初学者の成長支援に役立

つ要素が見出された。とりわけ、臨床動作法を通

じて初学者自身が侵襲性の低い形で自身と向き合

い、不安・緊張を和らげていく過程と落ち着いて

臨床に取り組む過程が同時に進んでいくことは、

臨床動作法の大きなメリットであると考えられ

る。さらには、本研究からは、オンライン上での

実施に伴う視覚的情報の活用が、こうした作用を

さらに高めている可能性が示唆された。鶴（2021）

は、オンライン動作法においては、視覚的情報を

補助的に用いてもよいとしており、今後初学者が

実施する心理支援における視覚的情報の役割を検

討することも大切である。

よって、オンライン動作法を用いた心理実践実

習は、コロナ禍において非接触で安心安全に行え

るのみならず、オンラインでの言語的カウンセリ

ング実習の前段階として、初学者にとって基本的

なスキルを展開でき、侵襲性が低い形でその成長

支援に役立つと考えられる。なお、オンライン動

作法の援助理論や援助技法については、研究・開

発の余地があるとされており（鶴，2020）、本研究

から得られた知見は、オンライン動作法を実施す

る上での一資料となると考えられる。ただ、本研

究は質的資料を基にした分析であり、研究協力者

も特定の大学院に所属する者に限られたため、本

研究から得られた知見が一般化できるかについて

は、今後の研究の蓄積が求められる。ICTを活用

した初学者の育成が求められる現在、本研究が、

初学者やその育成に携わる臨床家に何らかの示唆

を与えられれば、幸いである。

付記

初めての試みであるオンライン動作法を用いた

学内研修に参加し、課題に一生懸命に取り組み、

快く研究に協力してくれた大学院生に心より感謝

いたします。動作法に興味を示してくださり、ご

示唆を賜った岡島陽子先生、本研究から得られた

知見に興味を示され、初学者の成長支援に役立つ
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視点での検討について、貴重なご助言を賜った明

治学院大学心理学部付属研究所の清水良三先生

に、お礼申し上げます。
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