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青年期は，社会性の発達と自己の受容過程にあり，
社会における自身についての認識や定位，心身ともに
融和した自己感覚の獲得途上にあると捉えられるが，
コロナ禍によって，青年達はこれまでとは異なる環境
におかれている。2020年 4月の緊急事態宣言の発出
により，大学では，オンライン授業が導入された。そ
れによって，学業継続はある意味では担保されたもの
の，オンライン授業は目的志向的であるために，成長
に重要な対人関係がそぎ落とされ（渡邉，2020），社

会性の発達が阻害されるのみならず，ストレスが高ま
り，不安や抑うつを感じ，心身の安定が損なわれかね
ない状況である。よって，青年が自身で行える心身の
健康支援が求められる。
心理支援法の中でも，臨床動作法は，心身一元現象

としての「動作」に着目し，「自体なる生ける生体と
いう存在と，それを意図どおりに動かそうとする動作
という活動の中で，主体が自ら必要・有効・有用な治
療体験を求めて活動するクライエントの自己治療を援
助（成瀬，2000）」する手法である。援助者は，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
れに応じた動作課題を設定し，自己活動の活性化や物
事の体験の仕方（体験様式）の変容を援助していく。
クライエントは，じっくり動作をしていく過程で，緊
張の自己処理や自己回復（鶴，2002），現実検討など
の体験を展開し，体験様式が変容するとされる。青年
を対象とした臨床動作法研究では，体験様式の変容と
それに伴う心理的変化が示されている。例えば，過剰
な緊張に気づき，それを調整する体験による肯定的な
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 Dohsa-hou therapists usually assist clients through physical contact but physical contact is not advisable during 
the coronavirus pandemic. We explored a non-contact form of self-care Dohsa-hou that clients could conduct by 
themselves with the aid of therapists’ instruction, advice, and feedback. In this study, we created two groups of 
young adults for a single 60-minute session: a face-to-face Dohsa-hou group (N = 28) and an online Dohsa-hou 
group (N = 17) via a video platform. We compared the effects of stress reactions, the sense of mind-body harmony, 
and authenticity. The results indicated that both methods were equally effective in reducing stress reactions and in 
increasing the sense of mind-body harmony and authenticity. The online group showed larger effect sizes in the 
sense of physical stability and authenticity compared with the face-to-face group. These effects were obtained by 
using visual information and deepening immersions in the online Dohsa-hou group. Self-care Dohsa-hou would be 
useful for young adults because they could engage in Dohsa tasks without the therapist’s physical assistance and 
maintain a healthy mind-body harmony. 
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感覚の向上（井上，2012），リラクセイション作用に
伴う身体感覚への気づきの向上と心理的苦痛の軽減
（Fujino, 2012），リラクセイションの促進と活気の向
上への好循環，ネガティブ感情の減少（百瀬・大矢・
柳本・山根，2017）が報告されている。
臨床動作法には，こうした体験と心理的変容という
自己治療の作用に加えて，実施方法が分かれば，自身
でも比較的簡単に実施できるというメリットがあり，
心身のセルフケア法として有用と考えられる。そこで，
本研究では，日常で自主的に行う「セルフケア」と区
別して，援助者による簡便な言語的教示と動作に対す
る助言およびフィードバックを基に，心身の健康のた
めに自身で実施できる技法としての動作法を「セルフ
ケアとしての動作法」と位置づける。従来の研究では，
集団式にて学生同士で組んで，互いに身体接触を用い
た援助（以下，動作援助とする）を行っており（井上，
2012; 百瀬他，2017; 島袋・幸地，2017），セルフケア
としての動作法に関する研究は見当たらない。そのよ
うな中で，上倉・清水（2019）は，講師の言語的教示
を基に各自で取り組む形式で，青年に対して，認知再
構成法，動作法，壺イメージ法を各々 1 時間実施し，
各技法の効果を検討した。その結果，動作法は，他の
技法と比べて最もストレス反応を軽減し，心身の融和
感を高めたと報告した。よって，青年に対するセルフ
ケアとしての動作法は，1回の介入による即効的なス
トレス反応の軽減と心身の融和感の向上効果が期待さ
れる。
セルフケアにおいては，日常的に生じる「感情，思
考，行動の変化や，疾患の兆候となる比較的軽い症状
を含めた反応（鈴木他，1997）」であるストレス反応
を早期に察知し，それに対処することが肝要である。
加えて，自身のからだ3の状態への気づき，外的状況
に左右されず自分らしくあることも重要である。こう
した心理的概念としては，心身の融和感と本来感が挙
げられる。心身の融和感とは，身体的自己感覚と心理
的自己感覚が織りなす前意識的から意識にある感覚と
される（上倉，2021）。他方，本来感とは，外的評価
に拠らず「自分自身に感じる自分の中核的な本当らし
さの感覚の程度（伊藤・小玉，2005）」であり，大学
生の主体的な自己形成に重要な役割を果たし，
well-beingを促進する作用がある（伊藤・小玉，2005, 
2006）。これらの概念間の関係を検討するため， 
Kamikura & Mashiko（2022）は，大学生と専門学校生
の計 118名に質問紙調査を行った。パス解析の結果，
心身の融和感の向上がストレス反応の低減と本来感の
向上をもたらすことが示された。よって，青年に対し

ては，心身の融和感を高め，ストレス反応を軽減する
とともに本来感を高める支援が重要と考えられる。
コロナ禍では，非接触による心理支援が望まれてお

り，昨今では，オンラインでの心理支援が導入され始
めている。オンライン方式の心理的支援については，
対面方式と効果は同等もしくはより高いという報告が
ある。例えば，Suranata, Itsar, & Agus Aan（2020）は，
インドネシアの中学生に対して，対面方式とオンライ
ン方式で集団認知行動療法を各々 8回実施した結果，
両方式で有意な差はなく，どちらも導入前よりもレジ
リエンスが高まったと報告した。本邦では，健常者に
対する 1回のカウンセリングでは，対面方式とオンラ
イン方式は同程度の不安低減効果があったという報告
（村瀬，2006），認知行動療法では対面治療で効果が得
られなかった強迫性障害患者が，オンライン治療に
よって顕著に症状が改善したという報告（岸本・垂水・
中前・三村，2016）がある。したがって，臨床動作法
においても，対面方式とオンライン方式で同等の心身
への作用が得られる可能性がある。
コロナ禍では，従来の主として動作援助を用いる対

面・接触式の臨床動作法に代わる手段として，非対面・
非接触で安全・安心に行える動作法が試みられている。
鶴（2020）は，動作援助を用いる「臨床動作法」とは
区別して，Personal Computer（PC）を用いてオンライ
ンで行う動作法を「オンライン動作法」と呼称し，新
型コロナウイルス感染症対応として推奨している。
2020年の臨床動作学会主催研修会では，感染予防に
配慮した動作法として，オンライン動作法を用いた研
修が導入された。本論文では，鶴（2020）が用いた名
称をふまえて，PCなどの電子機器を使用し，ビデオ
会議システムを利用して行う動作法をオンライン動作
法と定義する。
対面動作法とオンライン動作法各々の利点をふま

え，対象に応じて適切に適用するために，まずは，両
者の効果について比較検討が求められる。しかし，こ
のような研究は緒に就いたばかりであり，個別式動作
法における動作法体験を検討した研究（上島・藤吉，
2021）がみられる程度である。この研究では，大学生
に対して，動作法を対面方式とオンライン方式で行っ
た結果，両方式において，動作法に伴う体験の因子で
ある自己存在実感，動作協力感，自己活動のモニタリ
ング感で有意差はなく，対面動作法では動作体験の因
子における主観的動作感と弛緩の実感，動作法に伴う
体験の因子における安心安定感が有意に高まったのに
対し，オンライン動作法では動作体験の因子における
動作統制感が有意に高まったと報告した。ただ，介入
時間が不統一で一定期間後に同一の研究協力者に介入
しており，統制上の課題が指摘される。
よって，本研究では，青年を対象として，セルフケ

アとしての対面動作法とオンライン動作法を異なる対

 3　物理的身体ではなくこころ（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）を含み，
生きて動くものを指す。
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象者に一定時間実施し，ストレス反応，心身の融和感，
本来感の観点から効果を比較し，仮説を検証する。本
研究は，青年の心身の健康維持へ向けて，非対面・非
接触，安全に自分で行える心理支援法を検討する上で，
意義がある。

仮説　青年に対する対面動作法とオンライン動作法
では，ストレス反応，心身の融和感，本来感において
同等の効果が得られる。

方　　法

研究協力者　動作法研修未経験の専門学校生，大学
生，大学院生の計 45名（男性 3名，女性 42名／平均
年齢 19.60歳，SD = 2.08）が参加した。対面動作法実
施群（以下，対面群とする）は，専門学校生 28名（男
性 0名，女性 28名／平均年齢 19.07歳，SD = 2.12）
であった。コロナ禍前に援助者が担当した講義のうち，
「心身のセルフケア」と題した 1コマを受講した者（上
倉・清水，2019）から，厚生労働省が青年と定義した
18─29歳のデータを抽出して用いた。オンライン動
作法実施群（以下，オンライン群とする）は，大学生，
大学院生計 17名（男性 3名，女性 14名／平均年齢
20.47歳，SD = 1.68）であり，メールで告知した「自
分でできるストレスマネジメントの会」の参加希望者
であった。一部は，援助者が担当したアカデミック・
ライティングのオンライン講義受講者であり，その他
は援助者の講義の受講経験や面識はなかった。

研究実施時期　対面群には，2018年 7月に，オン
ライン群には 2020年 8─9月にセルフケアとしての動
作法と質問紙調査を行った。

手続き　心理臨床経験 13年，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の資格を有す
る者 1名（以下，援助者とする）が，各群に対して対
面での動作法，ビデオ会議システム Zoomを通じたオ
ンラインでの動作法を 1回実施した。簡単な臨床動作
法の説明 15分間，セルフケアとしての動作法の体験
45分間から構成され，質問紙調査の結果への影響を
考慮して，臨床動作法による心理的作用については言
及しなかった。オンライン群には，事前に Zoomの設
定，PCおよびその内蔵カメラの使用，あぐら坐位で
頭から腰までが映る画角への設定，ズボンの着用，背
景と同化しない色の服を着用することなどを記した
メールを送った。両群ともに，動作法体験前（Pre）
と動作法体験後（Post）に，以下の指標を用いて評価
した。なお，対面群には質問紙を配布し，オンライン
群には Google Formsを用いてインターネット上で回
答を求めた。

動作法プログラムの概要　対面動作法は，参加者一
同に集団式で実施した。オンライン動作法はスケ
ジュールの都合で，参加希望者を 3─7名の集団に分
けて実施し，集団には，互いに初対面の者が含まれた。

両群ともに，導入として，ゆるめることの不思議（坂
上，2014）のワーク等を用いて，からだの力みに気づ
く体験をした。
次に，動作課題ごとに援助者がモデルとなって，動

作課題実施の手順を説明した。なお，対面群のみ，援
助者のモデル提示の後，モデルとした学生に対して，
動作援助を行うデモンストレーションを行った。その
後，両群ともに，動作法体験として集団で同一の動作
課題を各 10分程度行った。その際には，援助者が言
語教示しつつ動作課題に取り組む様子を見ながら，各
自で取り組む形式とした。これは，参加者と同じ動き
をしながら援助者が自身の内動を感じ，参加者との共
動作体験をすることによって，参加者の随伴緊張や気
持ちを推察する，参加者が，援助者に注目されている
という不安や緊張を感じにくく，一体感を持ちやすく
なることを意図した援助であった。対面群においては，
主体的に動作課題に取り組めるように，言語的教示を
主とし動作援助は最低限にとどめた。具体的には，実
施方法を質問した者や過度な力みのある者に対しての
み，緊張部位に触れて援助を行った。
動作課題は，両群ともに，あぐら坐位での腕挙げ課

題，肩上げ課題，上体の前曲げ課題，立位での踏みし
め課題を順に行った。まず，身体感覚の変化を感じ取
りやすいように，腕をまっすぐ挙上していく腕挙げ課
題を用い，無意識的に力むと腕が挙がりづらいことを
実感してもらった。全課題で，少し待つ，ゆるむ，動
きやすくなることを繰り返すことで，動作を意図し，
不安・緊張の自己調整，自身に向き合い，それを乗り
越えるといった努力をし，目的動作を達成していく過
程の体験を促すことを意図した。肩上げ課題は，自身
のからだの感じとリラクセイション感を味わう目的で
実施した。上体の前曲げ課題と踏みしめ課題は，タテ
系動作課題と呼ばれ，自身と環境を位置づけ，ストレ
スなどに柔軟に対応する目的で実施した。両群に「た
くさん動かすのではなく，ゆっくり自分のからだの感
じを感じながら，少しずつ動かしてみましょう」と伝
え，目的とする動作を遂行する時に，無意識に入る腰
の反りや腕の力みなどの随伴緊張について適宜指摘し
た。慢性緊張にさしかかった時には，「そのまま少し
待ってみると，ゆるむかもしれません」と助言し，さ
らにからだを動かす時には，「もう少し上げられそう
な人は，もう少し上げてみましょう。きついなという
人は，無理をせずそのまま待っていましょう」という
声かけをした。目的とした動作を行えている時には「そ
う，そう」や「力みが抜けてきましたね」とフィード
バックした。なお，初心者に生じやすい随伴緊張にの
み介入したため，両群ともに介入の内容，量，時間は
同程度と思われる。
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質問紙

ストレス反応　日常的に経験する心理的ストレス反
応を測定する尺度である新しい心理的ストレス反応尺
度（鈴木他，1997; New Psychological Stress Response 
Scale: 以下，SRS-18とする）を用いた。内容的妥当
性に加えて，健常群と臨床群における弁別的妥当性が
確認されている（鈴木他，1997）。不機嫌・怒り（例：
怒りっぽくなる），抑うつ・不安（例：気持ちが沈ん
でいる），無気力（例：何もかも嫌だと思う）の 3因子，
各 6項目の計 18項目からなり，得点が高いほどスト
レス反応が強いことを示す。回答形式は，0「全くち
がう」─3「その通りだ」の 4件法であった。本研究
における ω係数は，各因子の順に .765─.950, .788
─.936, .783─.873であった。

心身の融和感　心理的自己感覚と身体的自己感覚の
融和を測定する上倉（2021）の心身の融和感尺度 5因
子計 32項目を基に，16項目に短縮した心身の融和感
尺度短縮版（Kamikura & Mashiko, 2022; The Shortened 
version of the Sense of Harmony between Body and Mind 
Scale: 以下，S-SHSとする）を用いた。心理支援の効
果測定指標として，心身一元現象に伴って醸成される
心身の融和感を捉えるために開発された尺度である。
心身の融和感は，心身における自己存在感（例：自分
はここに確かに存在しているという感じがある），心
身のリラックス感（例：ゆったりほんわかしている），
心身の調和感（例：頭で考えすぎて体がそれについて
いかない），主体性感覚（例：何か問題が起こっても，
乗り越えられると思う），身体的安定感（例：自分の
体や姿勢がしっかりと定まっている）の 5因子から成
り，得点が高いほど心身融和度が高いことを示す。回
答形式は，1「まったくそう思わない」─4「とてもそ
う思う」の 4件法であった。本研究におけるω係数は，
各因子の順に .450─.818, .590─.847, .659─.726, .811
─.882, .813─.877であった。

本来感　自分らしくある感覚を測定する本来感尺度
（伊藤・小玉，2005）を用いた。Truax & Carkhuff（1967）
は，心理支援の目的は本来感の向上であるとしており，
臨床動作法の効果測定の指標としても有用と考えられ
る。自尊感情，抑うつ，不安，人生に対する満足度，
心理的 well-beingとの間に妥当性が確認されている
（伊藤・小玉，2005）。内的一貫性を低下させる 1項目
（益子，2013）を除いた 6項目を採用した。「いつも自
分らしくいられる」などの項目から成り，得点が高い
ほど本来感が高いことを示す。回答形式は，1「当て
はまらない」─5「当てはまる」の 5件法であった。
本研究における ω係数は，.800─.852であった。

倫理的配慮　北海道教育大学研究倫理委員会の承認
を得た（北教大研倫 2021021001）。研究協力者には，
文書と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などを説明した。協
力に同意した者には，無記名とし，ID番号として電
話番号下 4桁を記載した後に，回答を求めた。研究終
了後は，対面群には，研究結果に関する文書を配布し
て口頭で説明し，オンライン群には，同様の文書をメー
ルにて送付した。

結　　果

HAD17（清水，2016）を用いて，群と時期を独立
変数，各因子得点を従属変数とした混合計画の 2要因
分散分析を行った（Table 1, 2）。その結果，不機嫌・怒り，
心身のリラックス感，主体性感覚において群の主効果
がみられ（順に，F(1, 43) = 4.602, p = .038, ηp

2 = .097; 
F(1, 43) = 4.779, p = .034, ηp

2 = .100; F(1, 43) = 4.850, 
p = .033, ηp

2 = .101），対面群よりオンライン群で，不
機嫌・怒りが低く，リラックス感と主体性感覚が高かっ
た。
時期の主効果は，不機嫌・怒り，抑うつ・不安，無

気力，心身における自己存在感，心身のリラックス感，
心身の調和感，主体性感覚，身体的安定感，本来感の
全ての因子においてみられ（順に，F(1, 43) = 60.985, 
p = .000,  ηp

2 = 0.586;  F (1 ,  43) = 46.482,  p = .000, 
ηp

2 = 0.519; F(1, 43) = 40.450, p = .000, ηp
2 = 0.485; F(1, 

43) = 7.978, p = .007, ηp
2 = 0.157; F(1, 43) = 132.250, 

p = .000,  ηp
2 = 0.755;  F (1 ,  43) = 29.420,  p = .000, 

ηp
2 = 0.406; F(1, 43) = 4.126, p = .048, ηp

2 = 0.088; F(1, 
43) = 34.387, p = .000, ηp

2 = 0.444; F(1, 43) = 26.258, 
p = .000, ηp

2 = 0.379），Preから Postの間で SRS-18の
全因子が低下し，S-SHSの全因子と本来感が向上した。
さらに，身体的安定感と本来感において，有意な交

互作用がみられた（順に，F(1, 43) = 5.307, p = .026, 
ηp

2 = 0.110; F(1, 43) = 7.641, p = .008, ηp
2 = 0.151）。単純

主効果検定の結果，身体的安定感は，対面群
（t(27) = 2.836, p = .009, d = 0.555）とオンライン群
（t(16) = 5.376, p = .000, d = 1.305） と も に，Pre か ら
Postの間で得点が有意に上昇した。また，本来感は，
対面群（t(27) = 2.684, p = .012, d = 0.235），オンライン
群（t(16) = 3.702, p = .002, d = 0.880），ともに Preから
Postの間で得点が有意に上昇した。

考　　察

本研究では，最低限のマッチングの条件として，両
群とも未就業，非臨床群，年齢と性別に大差がなく青
年期にあたる年齢であることを基準に群間の比較を
行った。しかし，速報性を期したとはいえ，学校種別
や将来の進路選択，男女比や集団サイズ，コロナ禍と
いった生活状況が異なる者を対象としたため，本研究
の結果については，解釈に注意が必要である。
仮説では，群の主効果はなく，時期の主効果があり，

両群でストレス反応の軽減，心身の融和感と本来感の



心理学研究 2022年 第 93巻 第 3号260

向上が示されると想定した。分析の結果，群の主効果
は，不機嫌・怒り，心身のリラックス感，主体性感覚
においてみられた。時期の主効果は，全変数でみられ
た。交互作用は，単純主効果の検定では，身体的安定
感と本来感の効果量に群間で差がみられた。よって，
仮説は概ね支持された。
群の主効果があり，介入の有無に関わらず，対面群
に比べてオンライン群では，不機嫌・怒りは低く，心
身のリラックス感と主体性感覚が高かった。こうした
動作法体験前の心理状態には，実施状況が影響した可
能性がある。すなわち，同一空間に他者がいる対面状
況よりも，自室にて一人で行えるオンライン状況の方
が，リラックスできたのかもしれない。また，オンラ
イン状況では，非対面ゆえに周囲の様子が見えにくく，
援助者の支援が頼りになるために，主体性感覚が高
まった可能性がある。
全変数で時期の主効果がみられ，群によらず動作法

1回の実施により，不機嫌・怒り，抑うつ・不安，無
気力が軽減し，心身における自己存在感，心身のリラッ
クス感，心身の調和感，主体性感覚，身体的安定感，
本来感が高まることが示された。よって，動作援助を
伴わないセルフケアとしての動作法であっても，1回
の介入でストレス反応を軽減し，心身の融和感と本来
感を高める即効的作用があることが示された。また，

オンライン方式では，PC上で援助者と空間を共有し
て，逐次的な助言とフィードバックが得られることで，
対面方式に近いリアルな動作法体験ができたと考えら
れる。一方，身体的安定感と本来感では，単純主効果
が有意にならなかったものの，両群の効果量に差がみ
られた。つまり，オンライン群は，対面群と比べて身
体的安定感と本来感を高める効果が大きいことがうか
がえる。以上より，対面動作法とオンライン動作法は
ほぼ同等の効果を有するが，オンライン動作法は，対
面動作法よりも身体的安定，本来感を高める効果を有
することが示唆された。本結果は，対面方式とオンラ
イン方式で効果は同等であるという報告（村瀬，
2006; Suranata et al., 2020）を超え，オンライン方式が
より有効であることを示唆するものである。
対面動作法と比べてオンライン動作法の方が，身体

的安定感と本来感を高めた要因として，オンライン動
作法ならではのメリットが考えられる。第一に，自室
から一人で参加したことで，援助がより直接的に響き，
集団式でありながら個別式動作法に近い作用が得られ
たと考えられる。第二に，非対面であるため，周囲や
援助者を気にせず，ありのままの自分らしくいられて，
からだの感じを味わいながら，一層主体的に取り組ん
だことで，自己対峙的体験（針塚，2002）が展開され
た可能性がある。

Table 1
群，時期別の各因子得点の平均，標準偏差

尺度 群 N Pre Post

SRS-18

不機嫌・怒り 対面群 28 1.143 0.721 0.458 0.669

オンライン群 17 0.637 0.705 0.186 0.363

抑うつ・不安 対面群 28 0.798 0.614 0.208 0.477

オンライン群 17 0.990 0.582 0.255 0.369

無気力 対面群 28 1.393 0.736 0.744 0.687

オンライン群 17 1.225 0.656 0.500 0.592

S-SHS

心身における自己存在感 対面群 28 2.920 0.667 3.143 0.511

オンライン群 17 3.147 0.508 3.426 0.457

心身のリラックス感 対面群 28 2.179 0.467 3.250 0.592

オンライン群 17 2.608 0.358 3.392 0.503

心身の調和感 対面群 28 2.393 0.685 2.857 0.570

オンライン群 17 2.529 0.624 2.980 0.493

主体性感覚 対面群 28 2.631 0.590 2.845 0.563

オンライン群 17 3.000 0.601 3.157 0.591

身体的安定感 対面群 28 2.750 0.652 3.083 0.549

オンライン群 17 2.627 0.633 3.392 0.543

本来感尺度 対面群 28 3.363 0.797 3.565 0.929

オンライン群 17 2.971 0.858 3.647 0.679
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第三に，聴覚と視覚という複数のモダリティからの
フィードバックの活用が挙げられる。対面方式では，
援助者の助言を介して，聴覚的・間接的にフィードバッ
クを得る。それに対して，オンライン方式では，PC
上の視覚的情報も，援助の手立てとなりうる（上倉・
西浦，2021），つまり，自身の状態を PC画面で確認・
把握するなど，視覚的情報を介して直接的に客観的情
報が得られる。このように聴覚的・視覚的情報が，複
層的に作用することで，客観的に自身の心身の状態や
動作の遂行状況を捉えられる。それにより，からだの
感じを実感し，目的とする動作を目指して，意図・努
力するという自己活動が活性化し，客観的・現実検討
的体験が進み，自身の動作とそこに生じていた不安・
緊張を自己処理，自己調整し，自己回復していく体験
につながったと推測される。
これらの作用には，没入感の深まりが寄与したと考
えられる。オンライン群では，同一空間に他者がおら
ず，集団サイズが小さく，集団性が希薄で周囲の挙動
が気になりにくい状況であった。そのため，外部の刺
激等に過度に注意を向けることなく，動作に受動的に
注意集中した状態となったと考えられる。つまり，自
分のからだの感覚に一層注意を向けてそれに没入し，

その感じを受け入れ，味わい，さらには，非意識的努
力による自己調整体験（上倉・清水，2013）がなされ
たことで，動作統制感が高まり（上島・藤吉，
2021），ひいては身体的安定感の向上につながったと
考えられる。また，受動的注意集中を通じて，他に捉
われない，あるがままに近い状態となったことで，本
来感が高まったと考えられる。

オンライン動作法の効果と課題　従来より心理支援
においては，オンライン方式に比べて対面方式の方が
効果は高いという通説が根強い。欧米の一部のボディ
サイコセラピストも，セラピストとクライエントの身
体を通じた無意識的でアナログなコミュニケーション
とそれによる心理的変容作用が，オンラインという仮
想空間で生じうるのかと懐疑的である（Barbato, 
2020）。しかしながら，本研究により，オンライン動
作法は対面動作法を上回る効果があることが示唆され
た。
本研究により，援助者の動作援助を要さず，自身で

行えるセルフケアとしての動作法の可能性が示され
た。また，臨床動作法は，オンライン方式にも十分に
援用できると考えられる。よって，オンライン動作法
は，対面動作法の一時的な代替的手法ではなく，新た

Table 2
群，時期別の各因子得点の分散分析の結果

尺度 群 N
群 時期 交互作用

F ηp
2 F ηp

2 F ηp
2

SRS-18

不機嫌・怒り 対面群 28 4.602* 0.097 46.482*** 0.519 1.966 0.044

オンライン群 17

抑うつ・不安 対面群 28 0.748 0.017 60.985*** 0.586 0.741 0.017

オンライン群 17

無気力 対面群 28 1.316 0.030 40.450*** 0.485 0.126 0.003

オンライン群 17

S-SHS

心身における自己存在感 対面群 28 3.071 0.067 7.978** 0.157 0.100 0.002

オンライン群 17

心身のリラックス感 対面群 28 4.779* 0.100 132.250*** 0.755 3.166 0.069

オンライン群 17

心身の調和感 対面群 28 0.612 0.014 29.420*** 0.406 0.006 0.000

オンライン群 17

主体性感覚 対面群 28 4.850* 0.101 4.126* 0.088 0.099 0.020

オンライン群 17

身体的安定感 対面群 28 0.346 0.008 34.387*** 0.444 5.307* 0.110

オンライン群 17

本来感尺度 対面群 28 0.415 0.010 26.258*** 0.379 7.641** 0.151

オンライン群 17
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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な介入手法であることが示されたといえよう。今後は，
研究協力者の学校種別，男女比や集団サイズといった
点を統制した上で，追試を行うことに加えて，フォロー
アップ評価を行うことが望まれる。
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