
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）における大学院１年時の実習（以

下、学内実習とする）における体験を主題とした

ものである。以下に、心理臨床家の育成に携わる

相談員（第一著者）と駒澤大学大学院修士１年生

（第二・第三著者）の立場から、本研究におけるリ

サーチクエスチョンとその目的を示す。

相談員（実習指導担当者）の立場から

コロナ禍では、学生においてはオンライン授業

が、社会人においては、テレワークが導入され、

心身の不調をきたす人が増えており、心理臨床支

援においても、心だけではなく、身体（動作法で

言うからだ）をいかにサポートしていくかがより

重要となっている。また、新型コロナウイルス感

染症が猛威をふるい、with コロナが意識される

中では、感染症予防に配慮した安心・安全に実施

可能なリモート形式での心理臨床支援が求められ

る。

そうした中で、動作を媒介として心に作用する

アプローチである臨床動作法は、コロナ禍で心身

共に疲弊したクライエントに対する支援として

も、有用と考えられる。臨床動作法とは、「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）」であり「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、他方も必ず一体的な変化をする（成瀬，

2007）」と仮定している。第一著者は、臨床動作法

を用いた心理面接を行ってきたが、臨床動作法は、

動作を用いるがゆえに、心理臨床家を目指す初学

者（以下、初学者とする）からは心理療法として

理解しがたかったり、心理臨床家からは、「クライ

エントに触れるんでしょ」と身体接触にクローズ

アップされがちであったりする。

しかしながら、最近では、対面でソーシャル・

ディスタンスを保って、言語教示を用いて援助す

る「触れない動作法」や Zoomなどのビデオ会議

システムを用いた「オンライン動作法」が用いら

れ始めており、非接触形式による動作法の活用が

期待される。触れない動作法については、コロナ

禍の中で統合失調症者を対象として試みられてお

り、非接触での動作法プログラムを７回実施した

後、心身における自己存在感、心身の調和感、主
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体性感覚、精神的健康度、第三者評価が向上し、

不機嫌・怒りが低減するなど、コロナ禍における

自粛期間中でありながら、触れない動作法の実施

により、心身の状態が安定する可能性が示されて

いる（上倉・大川・益子，2021）。他方、オンライ

ン動作法については、通常の臨床動作法とは異な

る作用が示されている。上倉・益子（印刷中）は、

青年を対象として、セルフケアとしての動作法を

集団形式による対面方式とオンライン方式で１回

実施した結果、両方式ともにストレス反応の低減、

心身の融和感と本来感の向上において、ほぼ同等

の効果が得られたが、オンライン実施群では、対

面実施群よりも身体的安定感と本来感の効果量が

大きかったと報告しており、オンライン動作法特

有の心理的作用も期待される。

初学者に対しては、対面動作法やオンライン動

作法を用いた学内実習の体験も報告されており、

初学者の成長支援につながることが示唆されてい

る。例えば、対面動作法を用いた実習では、初学

者は、セルフでの体験を通じて、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、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など、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指

摘されている（上倉ら，2020）。また、オンライン

動作法を用いた実習では、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、自然なコミュニ

ケーション、共動作体験を通じた共感的理解の試

みなどが展開され、健康動作法という枠組みの中

で、初学者にとって必要な基本的な臨床スキルの

実習が安全に行えることが示唆されている（上

倉・西浦，2021）。

このように、初学者が動作法を体験する中で、

自身の感じや感覚に目を向け、気づく体験を基盤

として、基本的な臨床スキルを学習できる可能性

が示されているものの、コロナ禍において導入が

進んできた触れない動作法とオンライン動作法の

体験が、初学者にもたらす心理的作用について、

比較検討した研究は行われていない。また、初学

者にとって、触れない動作法とオンライン動作法

によるクライエント体験、セラピスト体験および

援助のしやすさなどを検討することは、今後の実

習計画を策定する上で、貴重な資料となるであろ

う。なお、本研究では、Remote とは、「遠隔」と

いう意味であること、触れない動作法とオンライ

ン動作法が、対面とオンラインという違いはある

が、相手から離れて援助する形式での動作法であ

ることをふまえて、触れない動作法とオンライン

動作法を「リモート動作法」と総称する。

初学者の立場から

初学者Ａ

心理臨床初学者の訓練の中では、カウンセリン

グのロールプレイは多く行われる。学部時代の授

業や試験勉強で学んだ、受容・共感・自己一致と

いった“セラピストの３要素”は頭でわかってい

たとしても、初心者がカウンセリングの中で実践

することは容易ではない。そのため、学生同士や

先生と学生などでクライエント役とセラピスト役

となり、ロールプレイをしながら技法を実践的に

学んでいくことがとても大切になってくる。

金曜日の学内実習でも、学生同士で傾聴のロー

ルプレイを数回行った。私にとっては、このロー

ルプレイがカウンセラーとしての第一歩であった

ように思う。その際、私は、“自分自身の感情に気

づく”ことの難しさに気がついた。カウンセラー

の３要素の中では、“自己一致に至る前の段階”の

ように思う。私は、クライエント役が語る話を聴

くことに集中していると、その時の自分が感じて

いる感覚や気持ち、違和感や疑問に気付くことが

できなくなってしまった。その結果、クライエン

ト役だけが話し続けることになり対話が生まれな

くなってしまった。この傾聴のロールプレイでの

うまくいかない体験は、私にとって衝撃的だった。

その後、体験したリモート動作法では、体を動

かしている最中に先生から、『〇〇が頑張りすぎ

ていませんか』、『どこかに力は入っていませんか』

と声かけしてもらって、それを頼りに、自分自身

でも「力は入れていないか」、「辛いところはない

か」と体に目を向けていった。このやりとりを何

度も繰り返していくと、肩にとても力が入ってた

こと、実は肩よりも腰や背骨周りの筋肉がこわ

ばっていたのだと気がついたり、呼吸をとても浅

くしてしまっていたりする自分に気がついた。

こうした体験を通じて、「自分はこんなに体に

力を入れて頑張っていたのだな」と気がつくと、

普段は自分でも見ないようにしていた、見えてい

なかった自身の心の一側面と徐々に向き合うこと
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ができるようになってきた。また、ロールプレイ

を用いた他のカウンセリング実習などでも、「今、

自分はこう感じる」という感情に気づき、どうし

てそう感じたのかを考えられるようになった。不

思議なことに、動作法を体験するうちに、傾聴の

ロールプレイで気づいた自分の課題と無意識に向

き合うことにつながっていたのだ。傾聴のロール

プレイでは、普段は“できない自分”に落ち込ん

で不安になりがちだったが、動作法では過度に不

安にならず、ひとまず今目の前の課題に取り組む

という体験ができた。実習の一つとして体験した

リモート動作法だったが、私にとって、とても衝

撃的な出会いになった。

初学者Ｂ

学内実習では、カウンセリングの練習として、

傾聴のロールプレイに複数回取り組んだ。実際に

取り組んでみると、想像していた以上に難しく、

たくさんの反省点が出てきた。特に反省した点

は、セラピスト役を担当した時に、自身の焦りに

振り回されていたということである。クライエン

ト役の話を聞いている最中に、「クライエントが

話し終わった後に何と返答しようか」、「どのよう

な質問をすればよいのだろうか」、「何も返す言葉

が思いつかなくて沈黙が長く続いたらどうしよ

う」といった焦りが生まれ、頭の中が真っ白になっ

てしまう。クライエント役の話を聞きながら、何

か自分で感じたことや考えたことが少しはあるは

ずなのに、それを自分自身で実感する間もなく、

焦って終わってしまうのだ。そして、相手の話を

しっかりと受けとめられなかったことから、「自

分はセラピストに向いていない」と授業後に不安

になる、というのが毎回の流れであった。

傾聴のロールプレイの他には、リモート動作法

にも取り組んだ。動作法では体を動かすことで自

分自身の体の状態と向き合っていく。例えば、動

作を通して自分の体に不必要に力が入っていると

いう緊張状態に気がつき、普段気を張りすぎてし

まっている自分の心の状態にも目を向けられるよ

うになる。自分自身の心の状態を冷静に見つめら

れるようになることは、傾聴のロールプレイ中に

できなかった私の課題の一つであった。実際に動

作法に取り組んでいくと、私は無意識に体に力を

入れてしまう癖があることに気がついた。特に興

味深かったのは、セラピスト役で動作法を行うと、

緊張で教示がとんでしまうことがあっても「教示

をとばしてしまうなんて…私はセラピストに向い

てない」といった考えにはならなかったことであ

る。振り返ってみると、教示を忘れても相手が今

取っている動きに注目しながら、クライエント役

に声をかけることは続行できていたため、その点

がセラピストとしての自信に少し繋がっていたの

かもしれないと感じた。

また、動作法を続けていくと日常生活でも体に

力が入っていたら自発的に力を抜いていく、と

いったことができるようになった。体の固まり具

合から精神的疲労を自覚するなど、自分の体と心

に対する意識が芽生えてきたように感じられた。

自分の心の状態を把握できていると、カウンセリ

ング中に多少の焦りを感じたとしても、「話を聞

いて焦っている自分がいる」ということに気づき、

必要以上に焦燥感に駆られなくて済むのだろうと

実感した。

通常、クライエントの気持ちについて考える内

容の授業はあっても、セラピストの内面に目を向

けるような授業は、あまり多くはないのではない

だろうか。私たちは、動作法を通して、初学者と

しての自分自身の課題に向き合うことにつながっ

ていた。動作法体験を通して、自分自身の心を理

解することは、クライエントの気持ちを受け止め

るために大切なことなのだと改めて実感した。カ

ウンセリングを行う上で、どのような時に焦った

り、不安になったりしてしまうのかといった自分

自身の傾向を知ることは、初学者にとって大切で

ある。私たちの動作法での体験について整理し、

その過程を知ることによって、リモート動作法が

初学者にもたらす心理的作用について、何らかの

示唆が得られるのではないかと考える。

よって、本研究では、大学院生を対象としてリ

モート動作法を用いた心理実践実習が初学者にも

たらす心理的作用の検討を目的とする。研究１で

は、学内実習におけるリモート動作法体験を通じ

て、初学者が抱いた動作法のイメージと身体感覚

の変化について検討し、初学者に対するリモート

動作法の作用を探索する。研究２では、学内実習

で行った触れない動作法とオンライン動作法にお

ける初学者のクライエント体験とセラピスト体験

について、比較検討する。
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研究１

方 法

目的 リモート動作法を体験した初学者のからだ

に関するチェックシートおよびレポートを基に、

学内実習におけるリモート動作法体験を通じて、

大学院生が抱いた動作法のイメージと身体感覚の

変化について検討する。

対象 KCCCに所属し、学内実習に参加した大学

院修士１年生（女性２名）。２人とも、初めて臨床

動作法を体験する者であった。

手続き 第一著者が、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、実習担当者として全５回に

渡るリモート動作法プログラムを実施した。な

お、援助者による言語的教示と動作に対する助言

とフィードバックを基に、非接触で、自身で行え

る動作法を、「セルフケアとしての動作法」とする

定義（上倉・益子，印刷中）をふまえ、本研究に

おいても、対面およびオンライン形式で、セルフ

ケアとしての動作法を体験してもらった。

臨床動作法実習プログラムの概要

動作法実習の概要は、表１の通りである。なお、

表における Th はセラピストを、Clはクライエン

トを意味する。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形式（セ

ルフ）を主とした。なお、第一著者は、公認心理

師と臨床心理士、日本臨床動作学会認定の臨床動

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

16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。触れない動作法とオ

ンライン動作法については、コロナ禍以降２年ほ

どスクールカウンセリングや病院臨床で実施の経

験がある。

まず、からだのチェックシートは、毎回、学内

実習時に配布し、動作法体験の実施前（Pre）と実

施後（Post）の動作法のイメージ、からだの気に

なるところについて記入してもらった。なお、か

らだの気になるところについては、人型を記して、

からだの気になるところに〇を付け、その部位の

名称とどのような感じであるかを記入する形式と

した。プログラム５回終了後には、課題として、

まとめのレポート（A4用紙２枚以内）の提出を

求めた。内容は、①学内実習前の動作法のイメー

ジ、②動作法の体験、③動作法の作用、④私の考

える「動作法とは」という視点でまとめたものと

した。
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表１ リモート動作法プログラムの内容

回数 実習内容 テーマ 動作課題と体験のシェア

＃１
触れない動

作法①

｢動作法とは」

｢自分の心身に気づく体験」

｢あぐら坐位とイス坐位での触れない

動作法体験の違いを感じる」

①体の緊張に気づこう ②肩上げ課題 ③腰ゆるめ

④上体の前曲げ課題 ⑤踏みしめ課題 体験のシェア１

⑥肩上げ課題 ⑦上体の前曲げ課題 体験のシェア２

＃２
触れない動

作法②

｢自分の心身に気づく体験」

｢軸づくり」

｢Cl・Th 体験１」

前回のシェア ①肩上げ課題 ②上体の前曲げ課題

③踏みしめ課題（軸づくり、左右・前後） ④肩上げ課題

質疑・応答 ⑤ Cl・Th 体験１（肩上げ課題) 援助方法の指導・助言

＃３
触れない動

作法③

｢自分のからだに向き合う体験」

｢軸を意識し、操作する体験」

｢Cl・Th 体験２」

前回のシェア ①肩上げ課題（軸を意識） ②上体の前、左右曲げ課題

③踏みしめ課題（軸の使いこなし、左右・前後） ④HWの振り返り

援助方法の指導・助言 ⑤ Cl・Th 体験２（肩上げ課題) 援助方法の指導・助言

＃４
オンライン

動作法①

｢より微細に、自分のからだに向き合

う体験」

｢軸を使いこなす体験」

｢Cl・Th 体験３」

前回のシェア ①肩上げ課題（軸を意識） ②上体の前、左右曲げ課題

③踏みしめ課題（軸の使いこなし、左右・前後） ④HWの振り返り

援助方法の指導・助言 ⑤ Cl・Th 体験３（肩上げ課題) 援助方法の指導・助言

＃５

リモート動

作法体験の

振り返り

リモート動作法体験のシェア

質疑・応答

先行研究の紹介

前回のシェア 援助体験振り返り

レポートのシェア

先行研究の紹介（動作援助

ありの動作法やオンライン

動作法の体験）



分析方法 動作法体験の＃１〜＃５までに記入し

たからだのチェックシートおよび全５回終了後に

執筆したレポートを分析に用いた。初学者の体験

をより客観的に捉えるため、初学者が互いの「身

体感覚・動作法のイメージの変化」について検討・

考察し、その結果を A4用紙２枚以内でまとめた。

倫理的配慮 学内実習参加者に対して、全５回の

動作法体験終了後に、実習体験を深める目的で、

参加者を共著とした紀要論文執筆を企画し、研究

の目的と概要について口頭で説明をした。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ところ、参加者全

てが同意した。

結 果

①からだのチェックシート

プログラム参加時に、各初学者が記入したから

だのチェックシートを表 2-1、2-2 に示す。

②レポート

レポートに記した動作法に関する用語の意味を

ある程度統一するため、レポート提出後に、共著

者全員で用語について検討した。通常、臨床動作

法では、「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。本論

文では、このような動作法の専門家の視点ではな

く、初学者の視点から、その体験を掬い取るため、

どのように「身体」、「からだ」、「心」、「こころ」

を捉えたかを重視した。初学者が主となって定義

を考え、第一著者が臨床動作法の専門用語に類似

しないよう留意しながら、定義化を手助けし、全

員で協議した結果、以下のように定義した。

本研究における臨床動作法にまつわる用語の定義

こころ「意識、前意識、非意識的感覚、実感であ

り、からだと共にあるもの」

からだ「こころの鏡となるもの。こころの動きが

目に見えてわかるもの。」

心 ｢意識できるこころの部分」

身 体「こころと独立した物質的な存在」

次に、からだのチェックシートとレポートを基

に、もう一方の初学者がリモート動作法体験によ

る身体感覚と動作法のイメージの変化を検討して

得た結果を以下に記す。なお、文章中の表現は、

基本的に、上記の本研究における臨床動作法にま

つわる定義に基づいたものである。また、以下の

「Ａさん」、「Ｂさん」は、それぞれ初学者Ａ、Ｂを

指す。

１．Ａさんの身体感覚・動作法のイメージの変化

（初学者Ｂによる検討）

Ａさんは、＃１の Pre では、自分の身体で気に

なる点や、痛みを感じるところに気づくことはで

きたが、動作法を行っている最中に自分のからだ

に意識を向けることは難しく感じていたようで

あった。自分のからだの探索に慣れてくると、Ａ

さんは日常生活の中で頑張りすぎてしまって精神

的に疲れ果ててしまう自分がいることに気がつい

ていった。Ａさんは、始める前に動作法に対して

ヨガや整体のイメージを持っていたことから、普

段から自分のこころよりも身体に関する意識の方

が強かったのかもしれないと感じられた。動作法

終了後は肩回りの血流がよくなって温かくなり、

腰のつっぱりも緩んだようであった。

＃２の Post では、＃１の Post と比べて腕の脱

力がしやすくなったようであった。動作法で力を

うまく抜けるようになったためか、腕の重だるさ

も、終了時には少し軽く感じられていた。前回気

になっていた部位である腰についても、寝そべっ

た時に腰が浮き上がらず、全身で体重を支えるこ

とができるようになっていた。自分自身の身体の

変化を敏感に感じ取れるようになったのかもしれ

ない。日常生活でも、気分が沈みきる前に、「今深

呼吸した方がいいぞ」、「今腕に力が入っているぞ」

と気づいてリラックスできるようになり、心の余

裕が出てきたようであった。始まる前は「ホッと

一息つくための準備運動のよう」というイメージ

を動作法に抱いていたが、終了時には「脱力でき

るための手段」に変わっていたことからも、力を

抜けるようになったことがＡさんにとって大きな

収穫だったのかもしれない。

＃３の Pre では、日常で力が入っている部分が

どこなのか理解しやすくなり、Ａさんは力が入っ

ている場面で意識して脱力することができるよう

になった。動作法を通して普段の生活での身体に

対する意識も変わってきているようであった。こ

の回では動作法に「自分の体とじっくり向き合う

時間」というイメージを持ち、こころに関しては
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表 2-1 からだのチェックシート（初学者Ａ)

表 2-2 からだのチェックシート（初学者Ｂ)

回数 実習内容 記入時期 部位 その部位の感じ 動作法のイメージ

＃１
触れない

動作法①

Pre

肩・腰？（背中？) 肩→肩こりがひどいなという感じ。猫背のせ

いかも？／腰（背中）→つっぱっている？つっ

ている感じ？

健康動作法は何だかまだヨガ？というか整体

のようなイメージが何となくあるなあ。

Post

肩・腰 肩→肩まわりの血流がよくなってあたたかく

なった。肩こりがやわらぎやすそう。／腰→

左右のバランスがとりやすくなった！つっぱ

りがゆるいで、寝そべりやすくなった。

自分の内面にじっと目を向けて、痛い部分、

気になる部分が視覚的にイメージしやすいな

と思った。どんな風に痛いのか、どんな風な

形なのか、など。

＃２
触れない

動作法②

Pre
腕（二の腕） 重くて、だるい感じ。鈍い動きのような感じ。 ホッと一息付くための準備運動のようなイ

メージ。

Post
腕 少し軽くなった。重さが減り、だるい感じは

なくなった。

ホッと一息、よりも脱力（リラックス？）で

きるための方法

＃３
触れない

動作法③

Pre

肩（両方）・背骨の

真ん中のあたり

肩→こっている感じ（慢性的なもの）、固くバ

キバキした感じ／背骨の真ん中あたり→骨が

なりそうでならない。少し違和感のある感

じ。

やはりホッと脱力するための方法。１週間に

１度、自分の体とじっくり向きあえる時間。

Post

肩（両方）・背骨の

真ん中あたり

肩→こっている部分がゆるんだ。血流がよく

なってあたたかくなった。／背骨の真ん中あ

たり→違和感が減った！痛みもあったのだが

大分ゆるんだように思う。

１週間に１度、週の終わりの締めくくりとし

て自分の体に向きあえる時間。

＃４
オンライン

動作法①

Pre

背骨 背中をそらすとピキッとした痛みがあるなあ

という感じ。周りの筋肉も少しはっている。

１週間に１度自分とじっくり向きあえる感じ

＋楽しみ。今までは鏡の中の自分を見ている

感じだったけれど、今は自分自身と対話して

いるものになっている。

Post
背骨 つっぱりがゆるみつつある。 自分自身との対話をするための良い時間。

じっくり向きあえるようになった。

＃５

リモート

動作法体験

振り返り

Pre

骨（背骨のまわり

の筋肉）

音が鳴りそうでならない違和感。そらすと筋

肉がつっぱる様な感じ。

多忙だとつい忘れてしまいがちなからだへの

意識や力の抜き方など、自分とからだとの対

話をする（できる）時間。

回数 実習内容 記入時期 部位 その部位の感じ 動作法のイメージ

＃１
触れない

動作法①

Pre
肩まわり 肩まわりが重い。固まっている。力が入って

しまう。

自分のからだとゆっくり丁寧に向き合ってい

くイメージ。

Post
肩まわり 肩まわりが軽くなった感じ。動かしやすく

なった感じ。

自分のできる範囲でからだを動かし、自分の

ペースで進めていくようなイメージ。

＃２
触れない

動作法②

Pre
肩まわり 力が入っていて重い感じ。（重だるい） 今の自分のからだの状態を意識することで、

こころの状態も把握していくイメージ。

Post
肩まわり 肩まわりが楽になったような感じ。 自分が普段どれくらい力を入れて過ごしてい

るかを知るための手段というイメージ。

＃３
触れない

動作法③

Pre
肩まわり 凝っている感じ。

動かすとなんだかポキポキする。

自分が普段からだのどの部分を中心に使って

いるのかを知っていくもの。

Post
肩まわり 可動域が広くなったように感じられた 安心できる環境で自分のからだの調子に目を

向けていくもの。

＃４
オンライン

動作法①

Pre
肩まわり なんだか緊張している感じ。疑っている。カ

チカチしている感じ！

自分のからだの状態を知っていくバロメー

ターのようなもの。

Post
肩まわり 余計な力が抜けてホッとした感じ 動作法を通して、自分がムリをしていないか

チェックしていくイメージ。

＃５

リモート

動作法体験

振り返り

Pre

肩まわり 血流が滞っている感じ からだの調子を理解して、そのことをこころ

で把握していくもの。



あまり触れられていないようであった。しかし、

Ａさんは苦手に感じている重心の移動について、

普段からどっしり構えている性質や、物事の取り

掛かりが遅いこと、心理的・物理的に居心地の良

い場所からはあまり動けない部分が影響している

のかもしれないと、自分自身の内面に目を向けら

れるようになったと捉えられる。

＃４〜＃５では、動作法に対するイメージが「自

分自身と対話するための時間」へと変わっていっ

た。＃１では、「ヨガや整体のよう」と、身体に関

するイメージが強く、こころについてのイメージ

は見られなかったが、回数を重ねるごとに動作法

を通して自分の内面に意識を向けられるように

なっていった。最初は身体の不調の発見であった

ものが、だんだんと自身との対話に変わったこと

で、他の授業で行ったカウンセリングのロールプ

レイでも、「自分が今、何を感じているか」を以前

より感じやすくなったようであった。また、Ａさ

んは授業以外でも自分のからだの状態に注意を払

うことができるように変わっていっており、頑張

りすぎてしまう自分に歯止めをかけられるように

なるなど心身の融和に向かったようであった。

２．Ｂさんの身体感覚・動作法のイメージの変化

（初学者Ａによる検討）

Ｂさんは、＃１〜＃５まで一貫して「肩まわり」

が気になっていた。＃１の Pre では、「肩まわり

が重い。固まっている。力が入ってしまう。」、

Post「肩まわりが軽くなった感じ。動かしやすく

なった感じ。」と記述されており凝っている箇所

に関する明細化に乏しいが、＃３の Pre では、「動

かすとなんだかポキポキする。」、＃４の Pre で

は、「カチカチしている感じ！」など擬音も交えて

身体感覚を捉えるなど、どんなふうに凝っている

のかについて、よりリアルに自身のからだを感じ

るようになったようである。また、＃４の Post

では、「余計な力が抜けてホッとした感じ」など、

どんなふうに緩んだのかについて具体的に感じる

ようになった。リモート動作法を通して、身体の

違和感の感じ方がより詳細・敏感に感じられるよ

うになっていったことがうかがえる。このことに

より、日常生活でも自然に体へ意識が向き、力を

入れている瞬間に気がつき脱力することができる

ようになり、体からこころの調子を映す“からだ”

へ変化していったのだろう。

動作法のイメージについては、＃１の Pre では

「自分のからだとゆっくり丁寧に向き合っていく

イメージ」と“心”について触れられていなかっ

たが、＃２の Pre では「今の自分のからだの状態

を意識することで、こころの状態も把握していく

イメージ」と“身体”を意識することで、“心”へ

も意識を向けることができるようになったようで

あった。また、＃２の Post では、自身の身体の慢

性的な緊張を感じ取ることができるようになり、

＃３の Post で、“安心できる環境”の中で自分の

“からだ”の調子に向き合っていけるようになっ

たようである。＃４のイメージでは、「からだの

状態を知っていくバロメーター」や「自分が普段

ムリをしていないかチェックしていく」ための自

身のツールとして、動作法を身につけられたこと

がうかがえる。

したがって、＃１〜＃２では身体から心を、自

分のペースで意識するための準備段階であり、＃

２〜＃３では、無意識の慢性緊張を感じつつ安心

できる環境で“からだ”に向き合っていく練習段

階、そして＃４では、日常の中で自身のからだの

調子を感じ、意識して力を抜く芽生え段階という、

３段階の変化を経ていたのではないかと考える。

この一連の記述から連想されたことは、当初の

私が彼女に対して抱いていた印象である。第一印

象から私は彼女に対して少し淡々としていて、ど

こか硬いという印象を持っていた。また、触れな

い動作法を体験していた時期は課題や授業などで

忙しかった時期でもあり、身体に力が入っていた

のだと思う。しかし、リモート動作法を何度か体

験していくことによって、肩の緊張がほぐれ、力

が抜けているようであった。こうした目に見える

形の変化は、援助者や参加者がわかりやすく

フィードバックしやすかった。それにより、自身

の気づきが促されやすいという点は、動作法のメ

リットであるといえよう。

考 察

体の気になる部分については、Ａさんは回ごと

に部位が変わっていき、回数を重ねるにつれ、部

位が限定されていった。例えば、＃１の Pre では

気になる部位を「肩・腰？背中？」とハテナをつ

けて記入しており、自分自身の体の状態をしっか

りと把握できていないようであったが、＃３の

Pre では気になる部位が「肩・背骨の真ん中のあ
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たり」など明確に述べられるようになっていき、

自身の状態を感じ取りやすくなっていったようで

ある。一方、Ｂさんが気になる部分は一貫して肩

であった。＃１の Pre では「肩回りが重い。固

まっている。力が入ってしまう。」と体の感じを

記入していたが、＃３の Pre では凝っている感

じ。動かすとなんだかポキポキする。」＃４の

Pre では「凝っている。カチカチしている感じ！」

と感じ方に擬音が入るようになり、どのように

凝っているのかまで感じられるようになった。こ

のような擬音での感じ方は、初学者Ａからみて「少

し淡々としていて、どこか硬いという印象」であっ

たＢさんにおいては、かっちりとした言葉による

物事の捉え方から、リモート動作法を通じて、よ

り自由に意識レベルにとどまらない感覚的なもの

を生き生きと感じ取りやすくなったものと捉えら

れる。また、当初は、「なんだか固まっている」と

漠然としていた感覚から、＃３では、「凝っている

感じ」と自身の緊張を感じ取れるようになるなど、

ゆるむ、適度に緊張を入れることで、緊張した自

分を捉えられるようになっていった。動作法で

は、目的とする動作を意図し、達成する過程で自

身の身体（ひいてはからだ）に目を向けて意識し

ていくが、本研究における初学者達は、動作法体

験を通じて、自身の感覚をより敏感に感じられる

ようになったと考えられる。

動作法のイメージの変化において両者に共通し

ていたことは、回数を重ねるごとに自分自身への

内面に意識が向くようになったことである。上倉

ら（2020）は動作法の作用として、自分と向き合

う体験を通じて心身融和感に至るとしている。本

研究においても、両者とも＃１の段階では心につ

いて触れていなかったが、＃５には、自分自身の

からだとの対話や自身の状態や調子をこころで実

感するといった内面的なイメージへと変化し、こ

ころが拡張していった。このような感覚と気持ち

に気づきやすくなるという変化は、上倉（2018）

が統合失調症者に対する動作法の作用として見出

した、【感覚を耕す】、【感情を耕す】という過程と

通じるものであり、上倉ら（2020）が初学者に対

する通常の動作法（対面動作法）でも指摘したよ

うに、初学者に対する触れない動作法においても、

身体接触を伴わずとも動作課題を通じて、【感覚

を耕す】、【感情を耕す】という体験が進んでいく

ことが示唆された。そして、こうした変容体験が、

他の授業のロールプレイ時にそれまで捉えにく

かった自身の気持ちを感じやすくなったという変

化に影響した可能性がある。

体を動かす過程を重視するだけで、問題が解決

するはずがないと考える人もいるかもしれない。

しかし、初学者ＡもＢも実際に動作法を体験する

ことによって、体と向き合いながら、動作法を始

める前には蔑ろにされてしまっていたこころを見

つめ、傾聴のロールプレイを通して気が付いた課

題と無意識に向き合うことにつながっていた。こ

の体験は、カウンセリング中に自分と向き合うク

ライエントの体験と似ているようにも受け取れ

る。上倉ら（2020）は、臨床動作法は自身に向き

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体験が面接を担当

する準備段階として有用な体験であるとしてい

る。よって、臨床動作法などを用いて、自分自身

と向き合えることは、学内実習で心理面接を担当

する前の準備段階として、初学者の支援につなが

ると考えられる。

研究２

方 法

目的 リモート動作法を体験した初学者のレポー

トを基に、触れない動作法とオンライン動作法に

おけるクライエント体験とセラピスト体験につい

て、比較・検討する。

対象 KCCCに所属し、学内実習に参加した大学

院修士１年生（女性２名）。ともに、初めて臨床動

作法を体験する者であった。

手続き 研究１と同様のプログラム（表１参照）

を実施し、プログラム４回終了後に、参加者に、

学内実習で体験したリモート動作法体験につい

て、レポート（A4用紙、２枚）を提出してもらっ

た。レポートの内容は、１．健康動作法の体験（ク

ライエント体験）①触れない動作法、オンライン

動作法を体験した感想、②触れない動作法、オン

ライン動作法による体験の違い、③触れない動作

法、オンライン動作法の長所と短所、２．健康動

作法の体験（セラピスト体験）①クライエント役

とそのからだの状態、②援助の様子と援助上難し

かったこととした。クライエント体験とは、リ

モート動作法を指導者の言語教示に基づいて、初

学者達がセルフで動作課題を行ったときの体験を
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指し、セラピスト体験とは、心身共に健康な知人

に対して、リモート形式による健康動作法として、

肩上げ課題を約 10 分実施した時の体験を指す。

なお、本研究においては、心理臨床的行為とは

異なり、健康動作法の枠組みで行ったため、厳密

な意味では、援助者、被援助者と表現されるが、

臨床動作法独特の表現であるため、よりわかりや

すく記すために、クライエント体験、セラピスト

体験として記した。

分析方法 収集したレポートにおいては、項目に

よらず、触れない動作法とオンライン動作法に関

するクライエント体験とセラピスト体験のメリッ

トとデメリットがレポート全体にわたって記述さ

れていたため、分析の対象はレポートの記述全て

とした。

データ数が多くはないこと、幅広く初学者のリ

モート動作法における体験を捉えるため、KJ法

などの分析方法は用いず、得られたレポートを読

み込んだ上で、レポートの記述をそれぞれ触れな

い動作法とオンライン動作法におけるクライエン

ト体験とセラピスト体験のメリットとデメリット

に振り分け、表を作成し、カテゴリー名を付けた。

なお、共著者全員で検討の上、類似した内容は、

同一カテゴリーとした。カテゴリー名について

は、共著者全員が同意した名称とした。作成した

表とカテゴリー名は、共著者全員で見直し、数回

修正を行った。

倫理的配慮 学内研修参加者に対して、＃５終了

後に、実習体験を深める目的で、参加者を共著と

した紀要論文執筆を企画し、研究の目的と概要に

ついて口頭で説明をした。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

ことを説明したところ、参加者全てが同意した。

初学者によるリモート動作法の実施に際して

は、健康動作法の枠組みで行い、心身共に健康な

知人を対象とすることとした。実施前には、実習

担当者が実施手順と実施上の留意点を伝え、実施

後には、実施の様子を初学者と共有し、より適切

な援助方法について助言し、初学者同士でロール

プレイを行い、その援助法の習得に務めた。なお、

あくまでも健康動作法という枠組みで健常者に実

施したものであり、その後、援助対象者から不調

の訴えなどはなかった。

結果と考察

触れない動作法とオンライン動作法におけるク

ライエント体験とセラピスト体験のメリットとデ

メリットに関する表を以下の表３〜６に示す。表

内のアルファベットについては、（Ａ）は初学者Ａ

の記述、（Ｂ）は初学者Ｂの記述に拠るものであり、

アルファベットを付記していない記述について

は、レポート提出後に、初学者Ａ、Ｂが共同で検

討して付加したものである。

１．クライエント体験における触れない動作法と

オンライン動作法のメリット

表３より、初学者が実習担当者の言語教示を基

にセルフで行ったクライエント体験においては、

触れない動作法のメリットとしては、【他者から

の視線の感じにくさ】、対面状況であるがゆえの

【安心できる物理的・心理的距離感】や【他者との

つながり】、自身の身体が見えないからこそ自己

探索が始まるという【ゆるやかな向き合い】が抽

出された。【他者からの視線の感じにくさ】、【安

心できる物理的・心理的距離感】や【他者とのつ

ながり】からは、対面状況ならではの安心感が大

きいことが示された。他方、【ゆるやかな向き合

い】については、オンライン動作法のメリットと

しては抽出されておらず、対面動作法特有の自身

への向き合い方なのかもしれない。また、上倉ら

（2020）における、「こころを遣って自分と向き合

う体験」や「対話」をもたらすための自己探索の

始まりと捉えられる。

クライエント体験におけるオンライン動作法の

メリットとしては、導入のしやすさという意味で

の【敷居の低さ】、「動作を大きく自由にやれた」

などの【自宅ゆえのリラックス感】、オンラインで

の Personal Computer（以下、PCとする）越しと

いう【ほどよい心理的距離感】、PCに映る画像を

基に体験を進められるという【視覚的情報による

サポート】が抽出された。特に、【視覚的情報によ

るサポート】は、記述数も多く、初学者達が自身

の状態を客観的に把握し、それを手がかりに自身

のからだと向き合う体験が進んでいったことがう

かがえる。通常、臨床動作法は、鏡などを用いて

実施されないが、PC越しであっても、“画像を動

かすために動く”のではなく、「自分の姿を画面で

見つつ、先生の指摘が入ることによって、たしか
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表３ クライエント体験における触れない動作法とオンライン動作法のメリット

オンライン動作法のメリット

カテゴリー 具体例

敷居の低さ 遠方や地方でも、臨床動作士（有資格者）
の動作法を受けることができる。

心理面・時間面でのコストなどが低いこ
とによって、対面での動作法に比べ敷居
は低い（Ａ）。

自宅ゆえのリ
ラックス感

自分の部屋にいるからこそ、動作を大き
く自由にやれた（Ａ）。

ほどよい心理的
距離感

きちんとできているだろうか？どうやれ
ば良いのだろうか？大勢の前でやるのは
恥ずかしいなどの不安感は、対面での触
れない動作法に比べて少ないのではない
だろうか（Ａ）。

視覚的情報によ
るサポート

自分の姿を画面で見つつ、先生の指摘が
入ることによって「たしかに！本当に力
が入っているらしいぞ」と動作法の体験
の仕方がより分かりやすかった（Ａ）。

自分の姿が画面に映っているため、客観
的に自分の姿勢を理解することができ
た。そのため、自分のからだのどこに力
が入っているか把握し、脱力していくこ
との手助けになった（Ｂ）。

自分が画面上で確認できることも動作法
体験の導入としては、わかりやすく抵抗
感も低くなる（Ａ）。

相手の方も初体験やまだ経験が浅い方だ
と、自分の体の緊張している部分が視覚
的に分かりやすく、Th の指摘も入り込
みやすい（Ａ）。

自分の姿を確認できるため、Cl自身が気
づいて自発的に脱力していこうとする様
子が見られた（Ｂ）。

触れない動作法のメリット

カテゴリー 具体例

他者からの視線
の感じにくさ

(オンラインよりも）他者の視線が気に
なる感覚はなかった（Ｂ）。

安心できる物理
的・心理的距離
感

先生や仲間と同じ場所にいるという体験
がプラスされたことによって、“からだ
は触れていないけれど、こころは触れて
いる”というような居場所感につながっ
た（Ａ）。

Th が自分のすぐ近くにいるという安心
感（Ｂ）。

わからない点があったらすぐに聞けると
いった心理的距離の近さによる安心感が
あった。

(Cl 側からは）Th がすぐ近くにいるた
め動きがわかりやすかった（Ｂ）。

自分がその場で感じたことを伝えて、相
手が受容、共感してくれる。

他者とのつなが
り

みんなが同じ場所に集まって動作法を行
うという一体感を感じられた（Ｂ）。

“人と繋がる・一緒に何かをする”という
ことを実感できる。

ゆるやかな向き
合い

動作法に集中し、自分と向き合いやすい。

自分のからだが見えないからこそ自分自
身によく目が向いて、自己探索が深まっ
た（Ａ）。

体験していくと今までは“不調の発見”
だったものが“自身との対話”に変わっ
てゆき、１週間に一度、自分のからだを
見つめ直す良いきっかけになった（Ａ）。

表４ クライエント体験における触れない動作法とオンライン動作法のデメリット

オンライン動作法のデメリット

カテゴリー 具体例

ネット環境が必
要

オンライン環境を整えなければならな
い。

事前準備の必要
性

Cl 側の服装や、光の当たり具合、床の状
況、オンラインでお互いが見られる状
況・機材があるかなど、対面での動作法
に比べ負担感が増えてしまう（Ａ）。

寂しい距離感 部屋で一人きりで行っているため、少々
寂しさを感じる（Ｂ）。

物理的距離の遠
さによる不安

実際に Th が目の前にいるわけではない
ため、自分が行っている動きで大丈夫な
のかと不安に感じるときもあった（Ｂ）。

触れない動作法のデメリット

カテゴリー 具体例

戸惑い感 自分がどのような体勢になっているのか
Th の声かけがないとわからない（Ｂ）。

自分がどんな動作をしているのか客観的
にわからない中で指摘されると、さらに
混乱してしまう。



に！本当に力が入っているらしいぞと動作法の体

験の仕方がより分かりやすかった（Ａ）」といった

ように、視覚的情報を手がかりとしながらも、実

感を持って取り組めている様子がうかがえた。

２．クライエント体験における触れない動作法と

オンライン動作法のデメリット

表４より、初学者のクライエント体験において

は、両方式ともに、デメリットはさほど多くはな

いことが示された。触れない動作法のデメリット

は、自身の身体が見えない中で声かけのみを基に

動作を調節していくという【戸惑い感】の１つの

みであった。【戸惑い感】は、初学者にとっては、

触れない動作法当初は、初学者にとっては「自分

がどんな動作をしているのか客観的にわからない

中で指摘されると、さらに混乱してしまう。」と

いったように、軽い混乱や戸惑いをもたらすもの

として、デメリットと感じられる一方で、触れな

い動作法のデメリットである【ゆるやかな向き合

い】を可能にするものであり、クライエントの自

己探索が深まるために必要なものといえる。

オンライン動作法のデメリットは、ネット環境

やオンライン状況にまつわるものであり、オンラ

イン動作法独自のデメリットとは異なる内容と捉

えられる。

３．セラピスト体験における触れない動作法とオ

ンライン動作法のメリット

表５に示すように、初学者が心身共に健康な知

人に実施したセラピスト体験については、初学者

Ａ、Ｂで検討したが、触れない動作法のメリット

は見いだせなかった。これには、リモート動作法

を用いた初めてのセラピスト体験が、触れない動

作法であり、対面かつ初めての援助に慣れず、非

常に緊張したことが影響した可能性があり、その

点を割り引いて勘案する必要がある。他方、オン

ライン動作法については、自室で実施したため、

【自宅ゆえの安心感】による緊張の緩和、【視覚的

情報に基づく客観視】や【画面越しという境界に

よる安定】、これらの要因に伴う【適切な援助のし

やすさ】や【適切な援助の学び】といったメリッ

トが大きいことが示された。本研究においても、

オンライン動作法は、対面状況よりも距離感があ

り、そのことによって初学者の不安・緊張が和ら

ぎ、適切に援助しやすくなることが示された。特

に視覚的な情報に関しては、上倉・西浦（2021）

が【視覚的情報の活用】として、画像からクライ

エントとセラピスト双方の状態を捉えられ、援助

に活用できるとしており、本研究においても、【視

覚的情報に基づく客観視】とそれに伴う【適切な

援助のしやすさ】が見いだされた。よって、視覚

的な情報は、これまで臨床動作法領域で捉えられ

ていた以上に、初学者にとっては援助の手助けと

なる有用なものと考えられる。
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表５ セラピスト体験におけるオンライン動作法のメリット

カテゴリー 具体例

自宅ゆえの安心感 部屋には自分一人しかいないため、それほど緊張することもなかった（Ｂ）。

視覚的情報に基づ
く客観視

肩を動かしているつもりだったが、Th 自身の姿が見えるため、実際はそんなに方が動いていない
のがわかった（Ｂ）。

客観的に Th 自身の身体が見えるため、Th が内的体験に没入しすぎない。

Th 自身の姿を画面上で見られるので、Th 自身に大きく注意を向けなくて良い所が初学者には良い
のではないだろうか（Ａ）。

画面越しという境
界による安定

“画面越し”という境界があることで、ほどよい距離感を保つ事ができ、Th の気持ちが安定しやす
い。

適切な援助のしや
すさ

相手が自分のすぐ近くにいないため、緊張しすぎずに声掛けや課題の流れを説明できる（Ｂ）。

Th も落ち着いてClに注意を向けたので、「そうそうそう」「そんな感じ」と肯定するところがたく
さん見つかった（Ａ）。

適切な援助の学び Th の姿も画面に映すことができるため、Th が自分の姿を確認したり、「今、私は肩が上がりすぎて
いますね、○○さんは腕に力が入っているようですね」など、お互いの姿勢を画面でチェックし、
語り合っていくこともできるので良い（Ｂ）。

動作を手がかりに、「肩に力が入ってませんか」など Clの自己探索の手助けとなるような技術を練
習できた。



４．セラピスト体験における触れない動作法とオ

ンライン動作法のデメリット

表６より、初学者におけるセラピスト体験では、

触れない動作法では、【視覚的情報によるサポー

トの得にくさ】や対面状況における【緊張による

困り感】や【緊張による注意の分散の難しさ】、【内

動を手がかりにする難しさ】といった点がデメ

リットと感じられていた。本研究においては、セ

ラピストが言語教示しつつ動作課題に取り組む様

子を見ながら、クライエントに動作課題に取り組

んでもらった。これは、クライエントと同じ動き

をしながらセラピスト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

であったが、初学者にとっては、自身とクライエ

ントに注意を分割することが難しく、むしろ適切

な援助をしにくい状況をつくり出していたようで

あった。

一方、オンライン動作法では、触れない動作法

で抽出された【緊張による困り感】や【緊張によ

る注意の分散の難しさ】、【内動を手がかりにする

難しさ】といったデメリットは見いだされておら

ず、通信状況による画像や聴覚的情報に関する懸

念として【オンライン環境ゆえの心配】のみが見

いだされていた。よって、初学者にとっては、対

面での援助場面では不安が高まりやすいが、オン

ライン状況では、【画面越しという境界による安

定】と【適切な援助のしやすさ】に加えて、【適切

な援助の学び】をするゆとりが生じやすいと考え

られる。上倉・西浦（2021）でも同様の手法で大

学院生修士２年生達が知人に健康動作法の枠組み

でオンライン動作法を実施したが、本研究におい

て触れない動作法でみられた上述の困難は報告さ

れておらず、むしろ【視覚的情報の活用】による

適切な援助のしやすさ、困難が生じても臨機応変

に工夫できるといった要因が抽出された。よっ

て、初学者にとっては、オンライン動作法の方が、

対面で行う触れない動作法よりも安心して援助で

きることが支持された。また、初学者には、対面

状況とオンライン状況で援助方法を工夫して考案

する必要性も示唆された。

総合考察

少ないデータを基にした探索的な検討ではある

が、研究１では、リモート動作法であっても、初

学者が自身のこころに目を向け、今、自分がどの

ように感じているかに気づき、それに向き合う体

験につながることが示唆された。よって、リモー

ト動作法体験であっても、初学者が自身の感覚や

感情を耕し、非意識〜無意識を含む“こころ”を拡

張するといったセラピストの土台づくりに役立つ

と考えられる。

研究２では、触れない動作法とオンライン動作

法におけるクライエント体験とセラピスト体験の

メリットとデメリットが示され、初めて動作法を

体験するクライエントには、触れない動作法の方

が、初学者がセラピストを担当する場合には、オ

ンライン動作法の方が、不安が高まりにくいこと
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表６ セラピスト体験における触れない動作法とオンライン動作法のデメリット

オンライン動作法のデメリット

カテゴリー 具体例

オンライン環境
ゆえの心配

静かにゆっくりと動きを取っていくた
め、映像が固まっているのではないかと
少し焦る瞬間もあった（Ｂ）。

動作課題のモデルを提示するために画面
から遠ざかると、Cl 側で音声が聞き取り
にくかったり、動きが見えずらくならな
いか、心配になった。

触れない動作法のデメリット

カテゴリー 具体例

視覚的情報によ
るサポートの得
にくさ

自分の姿が見えず、Cl 側への注意も散漫
になってしまい、いつも自分が経験して
いる安心感のある動作法を提供すること
が難しかった（Ａ）。

緊張による困り
感

Clとの距離が近く、Th の緊張感が相手
に伝わるのではないかと不安になったり
焦ったりする。

緊張による注意
の分散の難しさ

すぐ近くに相手がいるという緊張感か
ら、一緒に肩上げを行っている Th が自
分のからだと向き合う余裕が生まれず、
相手の動きを見ることで精一杯になって
しまった。自分と相手の両方に意識を向
けることが難しかった（Ｂ）。

内動を手がかり
にする難しさ

Th の内的体験に巻き込まれ、注意力が
散漫になってしまう。



が示唆された。まず、リモート動作法を用いたク

ライエント体験においては、触れない動作法では、

「触れてなくても、こころには触れている体験

（Ａ）」が生じており、初学者にとっては、対面状

況も影響して、オンライン動作法よりも、安心し

て取り組めたようである。【戸惑い感】について

は、触れない動作法のメリットでもある【ゆるや

かな向き合い】を可能とするものと捉えられ、ク

ライエントが試行錯誤しながら自己探索してい

く、「意図、努力、身体運動の達成」の過程を促進

する重要な要因と考えられる。

よって、オンライン動作法に比べて、触れない

動作法の方が、対面状況という安心感が大きく、

自身の身体や動作が見えない中で、セラピストの

言語教示を基に試行錯誤する中で、自己探索が始

まり、【ゆるやかな向き合い】が進んでいくことが

示された。このことから、動作法を初めて体験す

る初心者や初学者にとっては、オンライン動作法

よりも触れない動作法の方が、安心して取り組め、

自身に向き合い「意図、努力、身体運動の達成」

の過程をじっくりと進めやすいと考えられる。な

お、オンライン動作法では、対面での動作法より

も身体的安定感と本来感の効果量が大きく、オン

ライン動作法では視覚的情報の活用と自身への没

入が深まりやすいことが、効果を高めた可能性が

指摘されており（上倉・益子，印刷中）、オンライ

ン動作法ならではの作用のさらなる検討が求めら

れる。

他方、初学者におけるセラピスト体験では、触

れない動作法に比べて、オンライン動作法の方が、

視覚的情報を援助の手助けとして活用でき、初学

者にとってはわかりやすく安心して取り組みやす

いことが示された。こうしたことには、【視覚的

情報に基づく客観視】や【画面越しという境界に

よる安定】、これらの要因に伴う【適切な援助のし

やすさ】といったオンライン状況による作用が影

響したものと考えられる。

このように、オンライン動作法における初学者

のセラピスト体験への心理的作用は、①ほどよい

心理的距離を保ち、②客観的・視覚的に情報を得

ることができ、③セラピスト自身の内的な体験に

巻き込まれすぎずにクライエントと向き合うこと

が出来ることにつながるというメリットがあり、

上倉・西浦（2021）が見出したオンライン動作法

のメリットと共通していた。よって、オンライン

状況は、初学者のセラピストとしての困難への取

り組みとその対処を手助けするのに役立つことが

支持された。

実習では、動作法に慣れていない初学者には、

まず、対面状況で安心して取り組みやすい触れな

い動作法を体験した後に、オンライン動作法に移

行してその相違を感じてもらう内容とすると、リ

モート動作法に関する学びやクライエント体験が

深まりやすいであろう。次いで、初学者にリモー

ト形式でセラピスト体験を実施する際には、オン

ライン動作法を導入し、より安心して援助を行う

体験を積み、慣れてきたら、触れない動作法を導

入することによってさらにセラピスト体験が深ま

るのではないかという新たな示唆が得られた。

最近では、リモート動作法がもたらす心理的作

用について、いくつか報告がなされるようになっ

てきたばかりである。本研究の対象は初学者で

あったが、通常は動作援助を用いる臨床動作法が、

身体接触を伴わないリモート形式で実践された場

合、どのような心理的作用を生じるのかについて

検討したことは、今後のリモート動作法の活用へ

向けた一資料となると考えられる。

研究の限界と今後の課題

本研究でみられた初学者の体験や変化について

は、リモート動作法のみならず、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、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。

また、リモート動作法が初学者にもたらす心理

的作用について検討したが、厳密な意味で触れな

い動作法とオンライン動作法による作用は検討し

きれていない。そのため、今後は、触れない動作

法実施群とオンライン動作法実施群に分け、その

体験を検討することが求められる。
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