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日本認知運動療法研究会認定認知運動療法ベーシックコース用配付資料（愛知会場）

学習の手引き

■ごあいさつ

認知運動療法（Esercizio Terapeutico Conoscitivo；英語で表記するとCognitive Therapeutic Exerciseと
なります）は現在，神経認知リハビリテーション（Riabilitazione Neurocognitiva；英語ではNeurocognitive 
Rehabilitation）とも呼ばれています．この両者はまったく同じ意味というわけではありません．前者「認知運
動療法」については，「認知的な意味をもつ治療のための訓練（エクササイズ）」という意味で，「Esercizio；訓
練（エクササイズ）」そのもののことを指しています．そしてこの前者と後者「神経認知リハビリテーション」
との関係は，そうした「訓練（エクササイズ）」が「脳の働きによって生きている複雑な認知過程に介入するこ
とを目的としたリハビリテーション」を実践するために必要となる，という意味です．したがって前者は後者に
含まれるもので，言い換えれば後者で表現されている次世代の「リハビリテーション」を前者で表現されている
方法によって実現していこうということを意味しています（この手引きでは「認知運動療法」という語で説明を
行っていきます）．こうした意味ですから，「認知運動療法」あるいは「神経認知リハビリテーション」はある治
療技術を指す固有名詞ではなく，次世代の新しいリハビリテーションをどのように具体的につくりあげていくの
かということの表現なのです．ですからこうした名称の下で，その内容を常によりよいものにしていくことが求
められています．
こうしたことから，このベーシックコースも，すでに確立したある技術を皆さんに修得していただくことが目
的ではなく，こうした現在進行形の臨床づくりに参加していただくために必要最低限知っておくべき事柄を皆さ
んに伝えることが目的となります．お伝えする内容も私たちの今の知識や解釈をもとにできる限り公正なものを
提供するよう努力いたしますが，（これは言い訳ではなく）現在進行形の臨床づくりの背景には常に技術的なこ
とを含めて知識内容のアップデートはつきものであることをご理解いただきたいと思います．また，このベー
シックコースで得た成果をもとに，是非とも次のアドバンスコースや学術集会に参加して下さい．特にアドバン
スコースでは，イタリアから世界一の臨床家をお招きし，密度の濃い，そして具体的な講義を実施いたします．
それでは皆さん，これからの3日間，ともに学びましょう．

■講義の内容構成

3日間にわたる講義の構成は配付しましたプログラムの通りですが，講義の全体の流れは下記のような大きな
学習目的に沿って構成されています．学習目的は，①を踏まえて②へ，そして②を踏まえて③へというように番
号で示した順序の通り，段階的に整合性のある理解が可能となるよう構成されています．

①　認知運動療法を実践するための理論体系を構成する知識とは何かを知る．
②　認知運動療法の理論体系を踏まえた臨床を実践するための方法を知る．
③　実際の臨床がどのようにして行われるかをデモンストレーションを通してイメージする．

また次節の「学習のための補足資料（基礎概念編）」では，各学習目標の言わんとするところをさらに詳しく
知っていただくために「キー概念」をいくつかあげ，それについて説明しました．これからの講義の中では認知
運動療法の理論や技術を説明していく中でいくつものキーワードや考え方，あるいは脳科学の研究成果が出てき
ます．そうしたもの自体の意味は講義の中で説明していきますが，この「キー概念」では特にそれらの間のつな
がりに着目して説明していきますので，各講義のつながりを理解していただく際に利用していただければと思い
ます．
この講義の構成で意図していることは，認知運動療法の理論と実践方法について知ったことを，最後のデモン
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ストレーションを通して具体的なイメージにするということです．わからないと感じたことは，そのつど講師に
ご質問下さい．デモンストレーションはこのベーシックコースの最後の仕上げになりますから，そこではイメー
ジされた臨床家像に是非ともご自身を重ねてみて下さい．そこで不足を感じたり，わからないと感じたことが，
（私たち講師もこれは同様なのですが）これからの皆さんの学習目標となります．アドバンスコースのために来
日してくれたイタリアの臨床家が，私たちにとっては自分を重ねる最高の臨床家のイメージになります．これが
できれば，もう皆さんにはこうしたレベルの教育コースは必要ありません．ではその次に何が必要か…その時点
では，もう皆さんはその答えをご自分でみつけることができるはずです．

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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学習のための補足資料（基礎概念編）

各講義ではそれぞれ学習資料を配布しますので，それをもとに受講して下さい．この「学習のための補足資料
（基礎概念編）」では，各講義のポイントとなる知識を理解するために役立つ概念を「キー概念」として説明しま
した．ただしこれはあくまでもメモ程度の説明です．注意深く講義をお聞き下さい．そして質問もどんどんお寄
せ下さい．

①　認知運動療法を実践するための理論体系を構成する知識とは何かを知る

【キー概念】「リハビリテーションの背景となる理論は大きく4つのカテゴリーに分けることができる」

ここでいうカテゴリーとは，動機づけ理論，筋力増強理論，神経運動学的理論，認知理論を指しています．「理
論」というものを「いっさいのものの中でも特に人間が関心を寄せる事柄の成り立ちや状態，その変化を論理的
に説明すること」と考えれば，「随意運動」という私たちの一番の関心事に対して，人間の心的な動機づけ，筋
肉の衰弱や強化における生理作用，反射という生理作用を十分な理論と呼ぶには無理があります．なぜなら「いっ
さいのもの中でも特に人間が関心を寄せる事柄の成り立ちや状態…」という時の「いっさいの…事柄」という言
葉に「随意運動」を当てはめ，これを説明するために「動機」のような偶発的な心理状態，「筋」の解剖・生理，
あるいは「反射」のメカニズムを研究していっても，それが「随意運動」の問題に対する論理的な理解や説明を
求めていくための適切な方法になるとは考えられません．私たちが願っていることは動けなくなった患者さんが
自分の仕事によって動けるようになるということです．ですから基本に立ち返って考えれば，「随意運動」とは
何であり，それはどのようにして回復しうるのかということが私たちにとって最も重要な「関心を寄せる事柄」
となります．それを知るための方法がリハビリテーションの背景となる理論でなければなりません．「随意運動」
がいかに生まれ，障害によって失われ，そしてまたリハビリテーションによって生まれるかということを考える
ための対象は人間の「脳（の働き）」であるということが明らかになっています．ですからこうしてカテゴリー
としてあげた4番目の「認知理論」が，今の私たちにとって，必要としているものに接近するための理論になる
のです．カルロ・ペルフェッティは「すべてのリハビリテーション行為は一連の選択の上に成り立っている」と
言っています．どのような観点から出てきたことを根拠に，何を行うのか，ということは「選択」に関わること
です．そこには常に「選ぶ」ということを行う人間がいます．「リハビリテーション理論」という問題は，そう
した人間が最初に選択を迫られる，最も重要なことなのです．これがこのキー概念で第1のポイントになること
です．
それに加えて第2のポイントがあります．たとえば電気・電子物理学や機械工学やマシンデザインの知識がな
くても電気・電子機器がなにげなく使えるように，リハビリテーションの技術もそれが立脚している考え方につ
いての考察がなくても使えるということは危険だということです．一連の治療の手順を忠実に踏むということ
と，それが治療として成り立っているということとの間には大きな開きがあります．この両者がイコールである
と疑ってもみないということは，治療手順を考えた人が別にいて，その人の仕事はもう終わった，だから自分は
その結果を使うだけだ…と言っていることに等しいのです．背景となる「（論理的に理解し説明するという意味
での）認知理論」が神経生理学の基礎研究や認知科学の研究に連動して動いている一方で，それを応用するはず
の治療技術についてはすでに何もかもが決まり切った手順であると考えることのちぐはぐさはわかっていただけ
ると思います．つまりリハビリテーションの技術は，リハビリテーションを認知理論に立脚して行おうとする場
合には，常に理論と整合性があり，治療として適切で有効なものに変化し続けていかなければなりません．「研
究者の考えたことを自分の臨床経験の中で活かすことによって，患者さんが必要としている治療技術をつくりあ

げる人」がリハビリテーション専門家（治療者）です．
まとめますと，リハビリテーションを実践するために，私たちは自分たちに必要な知識を求めるための理論を
選択しなければならない（第1ポイント）と同時に，知識は臨床技術という形で活かされなければならないし，
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それは常に治療という目的に照らして変化していかなければならない（第2ポイント）ということになります．

【キー概念】「認知とは“知覚・注意・記憶・判断・言語”である」

「認知理論」とは脳の機能を解明するための研究分野，特に神経生理学，神経心理学，認知心理学の知見を使っ
て組み立てられる理論を指します．こうした研究分野を並べてみると，「脳」というものは一方で生物学的な仕
組み，もう一方で心的なものを生みだす仕組みとして共通の対象になっていることがわかります．直接の研究対
象とする事柄，そしてそのための研究方法は異なっていても，脳機能を解明しようとしているこうした研究分野
が目を向けている究極のテーマは，脳がどのような生物としての仕組みを使って心的な営みを行っているのかと
いうことなのです．脳の心的な営みということで言えば，哲学もまたこうした研究分野に関わりの深いアプロー
チなのです（哲学の当初の姿は“自然哲学”と言われるように人間がそれに囲まれて生きている自然の法則を知
り，それを活用しようという学問でした）．こうしたことを考えてみることがなぜ大事かと言いますと，認知運
動療法の研究では多くの基礎研究の知見が参考にされていて，これからも皆さんは多くの基礎論文や文献に接す
る機会が増えると思います．一つ一つの論文や文献は神経生理学の論文であったり，認知心理学の論文であった
り，時には哲学の文献であったりするわけですが，論文や文献そのものに書かれている事柄から一歩身を引いて
みて，それが脳というもののどのような理解に必要なものであり，そしてもっと大事なことは，そこに書かれて
いることが皆さんの目の前にいる患者さんにどのように結びついていくのかということを考えなければならなく
なるからです．論文や文献に書いてあることを臨床に結びつけるためには，どうしても私たちが仕事とするリハ
ビリテーションの観点からそうした知見を解釈するための思考方法が必要になります．“身構え”と言ってもい
いかもしれません．認知運動療法は認知理論をリハビリテーションの根拠にすることを決意した際に，臨床家の
視点から認知理論を理解し，その知見を治療に応用するための自分たちの方法をつくりました．それがこのキー
概念にある「認知とは“知覚・注意・記憶・判断・言語”である」という理解の仕方であり，これを根底におい
た「運動」の捉え方です．この認知過程と運動との一貫性についてペルフェッティは「運動は，大脳皮質や皮質
下領域，あるいは小脳が共同して適切に組織化されるという創発活動として捉えられなければならない」と言っ
ています．
知覚，注意，記憶，判断，そして言語はそれぞれに単独で研究されているテーマです．こうしたことのそれぞ
れが脳の重要な働きであることは明らかですが，それでは臨床家の視点からみて患者さんの運動やその障害はこ
れらのどれにとりわけ関わりが深いのだろうか（あるいはどれはそれほど重要ではないのだろうか）と考えるこ
とが出発点になります．ペルフェッティはそうではない，これらはすべてが互いに切っても切れない関わりでつ
ながりながら運動というものを生みだしてくる脳の一連の働きだと考えたのです．それを彼は「認知」と呼びま
した．この判断が決してきまぐれなものではないことは，脳研究によって明らかであるということもありますが，
目的をもった運動（行為）と関わりのない知覚の障害，注意の障害，記憶の障害，判断の障害，言語の障害など
ないという臨床経験に裏づけされていることからもわかります．彼は「運動とはいくつもの認知的な機能の環が
つながったものの最後につながる（目に見える）環である」と言っています．ここで言う「運動」とは目的をもっ
た行為を学んだり実行したりすることという意味です．ですから彼は「生きることは認知である」とも言ってい
ます．
臨床家が最終的に目にしている運動（行為）はこうした認知過程の最後の環であると捉えることによって，私
たちはどのような「思考の方法（Way of Thinkingは認識論と呼ばれています）」を手にすることができるので
しょうか．それは端的に言えば，目の前で動けないでいる患者さんに対して，“動けない”その理由をもっと正
確に見つけて，それに対する治療を考えていく可能性が開けるということなのです．脳科学の知見は確かに脳の
働きについてさまざまな理解の材料を提供してくれますが，それを活かす思考方法を臨床家はもたなければなら

ないし，その方法は障害の理解から治療技術の開発という具体的な目的をもっていなければならない，というこ
とが認知運動療法の基本的な態度となったのです．

【キー概念】「脳科学が解明してきたことの重要な柱は脳の“学習能力”という可能性である」

脳科学の知見を臨床に活かすということは，脳を研究している科学者たちが発見した多くの事柄の中から，特
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に臨床家の目的にかなった知見を選ぶということです．脳に関する知見に無駄なものはひとつもないという考え
方もできますが，先のキー概念でも説明しましたように，脳研究の知見を臨床での評価や治療に活かすという目
的に照らせば，“運動障害の評価と治療に役立つであろう”と考えられる知見とは何かというフィルターが必要
になります．脳のことがわかりたい目的が異なるわけですから，こうしたフィルターは脳をいろいろなテーマで
調べている研究者たちと，リハビリテーションの臨床家とでは異なります．認知運動療法で注目してきたテーマ
のうちでも最も重要なものは，脳機能の「可塑性」と「学習能力」です．病気や事故によって損傷した機能を学
習によって再度，組織化できるという脳の絶大な能力について学んできたのです．ペルフェッティは「リハビリ
テーションによる機能回復とは，病的な状態における学習である」と言っています．病的な状態における学習と
は，脳が損傷によっていったん失った機能を再度，組織化するということを指します．脳はそれが備えている可
塑性を発揮して再度，学ぶことができるという意味です．これが臨床家にとって意義深いのは，そこにリハビリ
テーションの役割が見つけられるからです．つまり，私たちリハビリテーションの専門家とは，可塑性を備えた
脳の学習能力を利用することによって，損傷によって失われた運動機能を回復させることができる人間ではない
か，ということです．この「運動機能の回復」とは，先のキー概念で説明しましたように，「知覚・注意・記憶・
判断・言語」という一連の認知過程の最後の目に見える環においてよい変化が生じるということです．たとえば
動かなかったものが動くようになるということは，知覚・注意…という一連の認知過程を創発できなかった脳が
活性化されるようになったことによって，それが目に見える運動行為として表現できるようになったということ
を意味します．リハビリテーションにとって，「脳とは学ぶことができる器官なのだ」ということは，脳科学が
もたらした最も大きな恵みなのです．
認知運動療法は，脳の学習能力とそれを支える可塑性に関わる研究成果に対して大きな関心を寄せてきまし
た．しかし（これは先のキー概念で説明しましたように）神経生理学や神経心理学，認知心理学といったものが，
文字通り障害をもった状態からの学習過程をテーマに研究を行い，ダイレクトに臨床に活かせる知見を臨床家に
手渡してくれない限り，私たちとしては基礎研究を臨床に取り込む思考方法が欠かせません．そのために考えら
れてきたことが，脳の備えた学習能力と，その脳が生きている環境世界との間で起こっていることを臨床の場で
具体的に捉えていこうということでした．脳という身体器官が生みだす情報は，身体を介してその環境世界と接
しているということから，脳は，その身体を精密な知覚の受容表面として活用し，そこから得られる知覚を精密
に細分化することによって，「知覚・注意・記憶・判断・言語」という一連の認知過程を活性化させている，と
考えたのです．障害を抱えた状態からこうした活性化を生みだすことを「学習」と捉えたのです．これも脳の体
性感覚野に関わる神経生理学の知見を臨床から解釈することよって生まれた発想です．「身体の受容表面」と「知
覚の細分化」，そして一連の認知過程を活性化させることによって行う「知覚の統合」という言葉はこうして生
まれてきました．この一連の認知過程の最終的な表現形式は運動（行為）であることから「運動は世界との相互
作用を築くための手段」とも言われます．こうした観点を具体的に臨床で追究するために，環境に向かい，そこ
に生まれる知覚に注意を払い，それが何であるかということがわかり，それが自分の動きによってどのように変
化していくのかということを知り，そうしたことを自分に向けて，そして人に向けて言葉で表現することができ
るのかというように，脳が行っている一連の認知機能の過程を治療場面で目に見える形に“映しだす”技術を開
発してきたのです．その技術の中核となるものが治療のための「道具」をつくったということです．
脳が活性化することによって学習するためには，脳が司る身体と，身体が生きる環境世界との間に「媒介」が

必要になるということは，たとえば私たちが何かを学ぼうとする時に教師と教材が必要になることと同じ意味で
す．あるいはもっと根源的なこととして，親や大人が子どもを育てることの大半は（ただ服を与え，ものを食べ
させるのではなく）自分たちの世界にあるものの名前を教えたり，その意味を教えることに費やされています．
形のある具体的なものであれ，もっと抽象的な目に見えないものであれ，教え─教えられる人間どうしの間には，
その両者がともにまなざしを向けている「媒介」があるということは，もう実感としてわかっていただけると思
います．認知運動療法は，そうした媒介を臨床で意識して使ってきました．患者さんと彼らが生きている世界と
の間の媒介は，脳の認知過程が障害によって損傷されている場合には，その損傷の程度に応じてさまざまに異な
る学習レベルに合わせてコントロールできるものでなければなりません．障害がない人には何の違和感もない状
況が，障害があるがゆえに混乱した恐ろしい状況になるということを，私たちは患者さんから教えられてきまし
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た．ですから「治療で使用する道具は，それぞれが外部世界の一面を単純な形で表しており，この物体の介在に
より身体と環境との相互作用や，患者さん自身があらかじめ設定されたレベルの知覚仮説の検証に向かうような

治療方略を，計画的かつ厳密にプログラミングすることができる」（フランカ・パンテ）ものでなければならな

いのです．こうした身体の受容表面，知覚の細分化と統合，あるいは道具といったことは，すべて脳の学習を目
的に考えられ，臨床を通してその意味を確かめられてきたことなのです．

【キー概念】「脳の学習能力に向かうリハビリテーションは学習プログラムとなる」

身近なこととしてイメージしていただきたいのですが，私たちが誰かに何かを（無理やり押しつけるのではな
く）わかってもらいたいと思う時，どのようにすればそれができるのかとあれこれ工夫をするはずです．本当に
相手が心の底から納得してくれるようにするためには，相手の様子に注意を払いながら，できる限り彼らにとっ
て“わかる”話，つまり理解できる話をしなければなりません．認知理論の中でも特に脳の学習能力を原動力と
してリハビリテーションを行うために慎重に考えなければならないことも，これとまったく同じなのです．つま
り訓練（エクササイズ）は，それによって患者さんにとって理解できることを提示できなければなりませんし，
それを“必ず”確認していくという意味で，訓練（エクササイズ）を彼らがどのように理解しているのかという

ことを調べることができなければならないのです．患者さんにとって理解できることとして受け止められるとい
う点では，それは“彼ら自身が理解できる”ということが最も大事になります．学習するということは勉強を強
要され，知識を押しつけられることではないのですから．
認知運動療法の臨床は，訓練（エクササイズ）を考えて実施することに対して，その目的が患者さんの主体的
な学習であるならば，その進め方は主体的な理解を促す教育でなければならないという立場を守ってきました．
この立場を守るために考えるべきことは，教育現場で教師が学童・生徒・学生を念頭において考えることと，そ
の意味においては同じと言えます．大きく異なるのは，それを実現するための具体的な技術です．先のキー概念
で説明した「道具」を使うということも重要な点ですが，さらに基本的なこととして訓練（エクササイズ）が「臨
床家は患者さんが学習すべき課題をみつけてそれに応じた問題を提示し，それに対して患者さんが解答し，それ

を両者の間で確認する」ということの繰り返しでなければならないということです．これは単純に教師が問題を
出し，生徒が答えを書き，教師がそれを採点することを繰り返すというような単純な説明では表現できないもの
です．この比喩を使って敢えて言えば，「教師はその問題を解くことによって生徒の中である理解が生まれるこ
とを期待し，そうした思考作業をさせることを目的に生徒に問題を出す─生徒はそうした教師の意図をたとえ理
解していなくてもその問題を自分の知識を使って解くことによって，教師の期待したあるものに対する理解を得
る─教師は問題の解答を採点することによって生徒が自分の期待通りのことを理解したかどうかを確認する─学
生は教師の採点を知ることによって自分が問題と考えたことに適合した解答を行ったのかどうかを確認する─教
師は採点によって知ることのできた生徒の力よりさらに一歩上のレベルの学習課題を設定し，それに基づいた問
題をつくって生徒に提示する─（…この繰り返し），ということになります．こうしたことが本当に今の教育現
場で実現しているかどうかについては疑問に感じる方も多いでしょうが，「問題」「解答」「確認」の本来の結び
つきはこのようなものであろうと思います．認知運動療法では，こうした臨床の組み立て方を公式化するために，
問題を「認知課題」，解答と確認を「知覚仮説とその検証」として整理してきたのです．

※以上が，認知運動療法の理論体系に密接に関係した考え方の流れを理解するための基本的なキー概念です．
次にこうした基本的な考え方を，どのようにして現実の臨床に反映させていくかについて説明していきます．

②　認知運動療法の理論体系を踏まえた臨床を実践するための方法を知る

【キー概念】「リハビリテーションの作業は理論と実践，本と訓練室の間を行ったりきたりしながら常に新しい

問題点に戻って循環してゆく」

脳がいかにして学ぶのか，どのようにして学ぶのかということを認知理論の知見に求めながら，なおかつそれ
をどのようにして臨床の具体的な作業の中で使っていくのかということが，認知運動療法を実践していくうえで
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常に意識していなければならないことになります．「理論」と「実践」が別個にあるわけではないということに
ついては，先の「リハビリテーションの背景理論」の第2ポイントで述べた通りです．こうした臨床を続けてい
くためには具体的に認知理論の基礎研究をどのようにして読んでいくのかということに方針がなければいけませ
ん．次の図は，それを表したものです．

この図で一番のポイントとなるのは，臨床のために論文や本を読むうえで，その文献がリハビリテーションの
視点からどういった点で有益なのか，有益でないのかという判断力（図中の破線で囲んだ部分）がどのようにし
て育っていくのかということです．図の右側にあるように，文献に書かれたことが臨床に役立つかどうかの判断
には，それを臨床で確かめていくことが不可欠になります．このように文献の価値判断はそれを判断する人間の
臨床の質に連動しているため，私たち一人一人の問題としては，自分ではやりきれないことは他の臨床家，他の
臨床施設の知識を頼みにしなければならないということがあります．しかしこれは別に恥じることではありませ
んし，むしろ臨床家どうしの連携が強まれば強まるほど，有益な論文はより発見されることが多くなるし，同時
にそれを活かすことのできる臨床経験も共有されやすくなります．一人一人が自分の判断力を磨くことは必要と
しても，そうした力を結集することによって一人ではできないものが生まれることも事実なのです．
そしてこのように認知理論の知見を臨床に取り入れていくに際して，どのような観点から論文を見つけるのか
ということにも方針をもたなければなりません．次の図は，臨床観察のプロフィールとして臨床家が患者さんを
評価する際に原則としている観点をひとつの図にまとめたものです．これはご覧のように，運動という最終的な
表現が実現するために活性化する認知過程を示したものです．認知理論の知見を収集し，有益なものを選び，臨
床（評価と治療）の中で活用していくためには，臨床家が患者さんの病態をみるそもそもの視点の中にそうした
基礎知見による理論的な手がかりをさがす方向性が反映されていなければなりません．ですから，この臨床観察
のプロフィールは，文献を探す際のガイドにも使えるのです．

この図にある再認（記憶），イメージ，注意，言語，学習といったキーワードを含みながら，なおかつそうし
たテーマが運動との関連で研究されているものがリハビリテーションに応用可能な知見である可能性が高いとい

ゴミ箱

文献

テキストの内容を
完全に理解する

他の文献，書籍を
参照する

応用

訓練

検証
テキストの内容を
さらに深めるために再読へ

なぜ面白いのか？
・訓練するために必要なのか
・病理を理解するために必要なのか

興味あり

リハビリテーションの視点から

興味なし

どのように
認識するのか
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イメージするのか

どのように
注意を使うのか

どのように
言語を使うのか
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学習するのか

どのように動くのか
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うことですが，再認（記憶）とイメージ，イメージと注意，注意と言語といったような組み合わせで研究されて
いるものも，運動（行為）と結びつけて研究されている知見を補強するという意味で有益であることがわかりま
す．認知運動療法の理論背景として評価が定まっている知見は，こうした運動（行為）と関連づけられるもの，
あるいは記憶やイメージや注意といったように脳内で性格の異なる働きをしている過程どうしの関わりを知るこ
とができるものから選択されてきているのです．これまでもそうであったし，これからも引き続きこうした方法
で基礎知見の収集と解釈が行われていきます．

【キー概念】「認知課題と知覚仮説との整合性を図ることが臨床思考の核心となる」

認知運動療法の実践において最も注意が払われ，盛んに議論されていることが，「認知課題」と「知覚仮説」
との整合性の検証です．それはリハビリテーションが脳の学習機能の活性化を目的としていることを前提にして
いて，実際の治療プログラムでも「問題─解答─確認」という教育的な方法を採用している限り，当然のことと
考えられます．臨床家が設定する患者さんの学習課題が，それによって確かに患者さんの機能回復に結びつく学
習過程になるのかということを確認することが厳しく求められるということです．
「認知課題」と「知覚仮説」との関係は，このように考えられると思います．つまり「知覚仮説は患者さんが
臨床家の出した問題を解くために自分の認知過程を活性化させるその内容を意味するのであるから，逆に臨床家

は，患者さんが自分の認知過程をどのようにして活性化させるのかということを予測した上で，患者さんの答え

うるその時点での範囲のうち，治療として最大限の難易度をもった認知課題を考案しなければならない」という
ことです．これは先の教師と生徒の比喩で言えば「教師のつくる問題は学生の理解レベルに対する推定を前提に
している」とも言えます．もちろん，治療の一番最初から患者さんの認知過程の活性化の特徴をつかむことは困
難です．ですから臨床家は注意深く，患者さんの動きを観察しながら先のキー概念で紹介したプロフィールの視
点に従って，彼らの認知過程の活性化の特徴をつかんでいくための作業に時間を費やします．その結果は臨床カ
ルテやレポートに克明に記録され，それを他の臨床家と読み合い，意見交換をし，必要に応じて認知理論の知見
を調べながら，その患者さんの認知過程の活性化の特徴を推定していくのです．こうした推定が的中することも
あればしないこともありますが，どちらの場合にもその理由が考察されないと治療は先に進めません．最初に的
中した推定をもとに考えたことが，次の問題提示と解答作業によって不足していることがわかったり，時には覆
されたりすることもあるのです．哲学者カール・ポパーの認識論は，認知運動療法の科学的な思考方法の規範と
なっているのです．いずれにしてもこうした頭脳作業が実際の訓練（エクササイズ）を支えていることは確かで
すし，こうしたことを徐々に少しずつトレーニングしていくことが臨床家には求められています．またこうした
作業から得られた議論の内容が，認知運動療法の学術の中身として蓄積されてきたのです．私たちはそれをこれ
から使うことができますし，またこうした蓄積を増やしていく活動に参加していくことができます．参加するた
めには一人ではなく複数の仲間でこれにあたったほうが議論もできるし，臨床も比較できるという意味ではるか
に有利になります．ですから皆さんも，積極的に臨床グループをつくって助け合い，学び続けてほしいと思いま
す．

【キー概念】「臨床家は自らの訓練（エクササイズ）の妥当性を検証する手段をもたなければならない」

自分のつくった認知課題が患者さんの知覚仮説を適切に導くことができたのか，そしてその結果として治療は
効果をあげたのかということを検証することは容易なことではありません．自分の行った訓練（エクササイズ）
の結果のみでそれを検証することには無理がありますし，複数の人間の判断によってそうしたひとつの訓練（エ
クササイズ）の善し悪しを議論するためには，なぜその訓練（エクササイズ）になったのかということを知るた
めの判断材料が乏しすぎます．訓練（エクササイズ）の「結果」が，その訓練を実施する以前に推定した“予想
結果”に強引に引きつけて解釈されることすら起こります．ですから検証方法を自分たちで設定しないで直感的
な議論をいくらやっても曖昧な点は曖昧なままに残り，議論そのものも成果をあげません．現在，認知運動療法
では，ひとつの訓練（エクササイズ）を5つの視点から検証するための方法を公式化しています．5つの視点と
は次のようなものになります．それぞれにその定義を記しました．具体的なことも含めて詳しくは講義の中で説
明されますので注意深くお聞き下さい．
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─認識論的視点
　　 患者さんの抱えている運動障害を，臨床家が介入しうる，どのような脳の学習上の問題と捉えているのか
が明確になっているか，言い換えれば，その訓練（エクササイズ）はどのような認知的問題から出発して
いるのかが明確になっているのか

─教育学的視点
　　 患者さんに教えたいことは何か，そのための教材となる問題は何か，解答をどのようにして確かめるかと
いうことが明確になっているか

─実践的（作業的）視点
　　 訓練（エクササイズ）を患者さんのどの身体部位に対して，どのような運動の異常要素の克服のために，
どの感覚モダリティを使って，どのような作業（空間作業か接触作業か）として行うのかが明確になって
いるか

─神経生理学的視点
　　 その訓練（エクササイズ）によって患者さんは脳のどの部分，どのような機能を使うのかということが神
経生理学の知見と照らし合わされているか

─認知論的視点
　　 患者さんは臨床家から提示された認知問題に解答するためにどのような知覚仮説をたてると推定している
か，言い換えれば，訓練（エクササイズ）は患者さんのどのような認知過程を活性化すると推定している
のか

こうした5つの視点によって訓練（エクササイズ）を検証していくことは，とりもなおさず患者さん一人一人
において異なる運動障害の病態をひとつの共通する観点から浮き彫りにし，その結果として運動障害の理解と治
療の具体的な技術に向けて普遍的な知識を蓄積していくことにつながります．また臨床家にとっては訓練（エク
ササイズ）を考案する際に直感のみに頼らず，自分の考えたことを確認する手段として利用できますし，もし不
足があればそれを自分，あるいは自分の臨床グループの学習課題とすることもできます．こうした視点のどれも
が記述的な科学的データであるということから，認知運動療法の研究では，神経心理学の父と言われるA.R.ル
リヤのロマンティック・サイエンス（記述科学）の意義が繰り返し評価されてきました．

【キー概念】「今，“認知を生きる”プロジェクトが進んでいる」

「認知を生きる」プロジェクトとは，認知運動療法の研究プロジェクトとして最新の，そして最も大規模なも
のです．プロジェクトの意味については簡単に説明することができません．ですから皆さんにはこれからも認知
運動療法の専門的な書籍を通してその成果について知っていっていただきたいと思います．ここではこのプロ
ジェクトがどのような経緯で生まれてきたのか，というより生まれてこざるをえなかったのかについて少し説明
をします．先に「認知とは“知覚・注意・記憶・判断・言語”である」というキー概念は認知運動療法の根幹に
ある運動（行動）の捉え方であると言いました．ここであげられている認知機能の一連の過程は，それだけでも
十分に複雑です．ですからこうした認知過程の活性化を目的とした訓練（エクササイズ）には最新の認知理論と
それを治療に応用する際の厳密な方法がとられてきました．そうした構えで臨床を続ければ続けるほど，この認
知過程のより詳しい関わり合い方，そしてそれを治療に応用する際のより強力な方法が必要になってきました．
つまり，患者さんにどのような認知問題を提示すれば，彼らはどのような知覚仮説をたてて正しい解答に行き着
く（ための脳の活性化が行えるようになる）のだろうかということを追究している中で，それを判断するために
は，その認知問題（訓練）を患者さんはどのように体験しているのだろうかということを知ることができればいっ
そう治療の精度が高まるということがわかってきたのです．訓練（エクササイズ）は患者さんにとってどのよう
に体験されているのかということを知るための重要な指標として，彼らが自分の体験をどのように語るのかとい
うように，治療として行っている学習過程における彼らの「言語記述」それも彼ら自身にしかアクセスできない
し，なおかつそれを彼ら自身にしか表現できない「一人称記述」が注目されるようになり，今は治療の中でこの
言語記述の分析を通して患者さんの運動（行為）を生みだす認知過程の解読が進んでいます．さらに，言語記述
を行うための「思考」が，患者さんの認知過程の活性化をさらに促進するという臨床的な知見に対する解釈も進
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められています．これは認知理論の進歩に応じてその応用の形はどんどん洗練されるということの実例とも言え
ます．なぜなら認知理論の主要な研究領域である神経心理学や認知心理学では「意識研究のハードプロブレム」
と言われるように，人間の意識体験そのものを研究テーマにした議論が盛んになってきているからです．認知運
動療法としては，自分たちの治療をさらに洗練させるために展開し，そしてたどり着いてきた展望が，今はちょ
うど認知理論の展開と同期しているかっこうになっています．今後は，リハビリテーションの臨床から報告され
る知見が逆に脳の基礎研究者の解釈を促すということも十分にありうるということです．

③　 実際の臨床がどのようにして行われるかをデモンストレーションを通して 
イメージする

デモンストレーションの目的は，この資料の冒頭「講義の内容構成」で述べましたように，これまでの講義で
学んできたことを，できる限り論理的な筋道として理解した上で，それをさらにできる限り具体的なイメージに
していただくことにあります．できればそれを実演している講師にご自分を重ねてみていただきたいと希望して
います．
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学習のための補足資料（実践編）

実技を主体とした各講義ではそれぞれ学習課題と学習資料が提示されますので，それをもとに受講して下さ

い．この「学習のための補足資料（実践編）」では各講義のポイントを説明しますが，これはあくまでもメモ程
度のものです．注意深く講義をお聞き下さい．そしてデモンストレーションでは講師にご自身を重ね合わせてイ
メージするよう試みて下さい．質問もどんどんお寄せ下さい．

【ポイント1】 「リハビリテーションの研究における厳密な方法論を確立してゆくために，認識論にたった分析

が必要である」

「認識論」とは物事をどのように捉え，考えるかということです．物事をある観点から捉えると，その捉え方
に応じた考えが出てくるということは，逆に，同じ物事について考える場合，その観点が異なると別の結論が出
てくるということにもなります．これは非常に大切な問題なのです．「学習のための補足資料（基礎概念編）」の
最初のキー概念（リハビリテーションの背景となる理論は…）で述べましたように，リハビリテーションをどの
ような理論構成で捉え，考えるかということは「選択」の問題です．選択するからにはその根拠が必要ですが，
私たちが自分たちの理論背景として何を選択するかということ以前に，実はもうひとつ重要な問題があり，その
問題が自分たちの理論背景を選択する際の根拠となるものなのです．つまりそれは，私たちが自分たちの治療的
な介入というものをどのような観点から捉えるのかということです．これは「学習のための補足資料（基礎概念
編）」の3番目のキー概念（脳科学が解明してきたことの…）で述べましたように，脳の可塑性と学習能力につ
いて解明されてきたことによってリハビリテーションの役割が明らかになってきたことと連動して，治療の役割
をどう理解するかということにも展望が拓けてきたことと呼応しています．次にあげた3つの図は，私たちの実
施する訓練（エクササイズ）が患者さんの機能回復とどのような関係をもっているのかという捉え方を示したも
のです．言い換えれば，「治療」というものをどのように定義するのかということに対する「認識論」の骨格を
図示したものなのです．認知運動療法が形成されてきたその歩みとともに，治療というものの役割に対する認識
も，図1から図3のように変遷してきました．

図1
訓練は，それを実施することによっ
て直接的に患者の中枢神経系の生物
学的構造を変化させ，それによって
機能回復がもたらされる．

訓練 生物学的
構造

生物学的
構造認知

訓練

図2
訓練は，それを実施することによって
患者の認知過程を変化させ，それによ
って中枢神経系の生物学的な構造の変
化が起こり，それに応じた機能回復が
起こる．

生物学的
構造認知

経験

訓練

図3
訓練は，それが患者自身の経験として
意味をもちうるもののみが主体的に学
習される．そしてそれは中枢神経系の
生物学的な構造の変化を必ず伴うもの
であり，機能回復はその結果として起
こるものである．したがって，訓練と
は患者が自己の認知過程を介して経験
しうることの質を高めるためのプロセ
スを「媒介」するものとなる．
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このように治療の捉え方が変わることによって，訓練（エクササイズ）をどのように考案するかという根本的
な方針が改良されてきました．なぜこのように治療の定義が変わってこざるをえなかったのかについては重要な
背景があります．それは人間の脳機能に関わる知見が増えたこと，治療を進めていくうえでの現実的な困難をい
くつも乗り越えてくる必要があったということ，そして，彼らが患者さんという存在に対する認識の仕方を上記
のように深めていくことを通して，人間という複雑な存在についてそれだけ多くのことを学んできたということ
があげられると思います．現在，認知運動療法は図3にかかげた認識論に立脚した治療を実践しています．

【ポイント2】「リハビリテーション理論は，それによって治療を生みだすための構造をもっている」

理論と具体的な治療とは別個のものではないということは「学習のための補足資料（基礎概念編）」の最初の
キー概念でも述べました．認知運動療法の理論基盤には基礎科学研究による多くの知見（認知理論）が使われて
いるということも述べました．基礎科学研究の，特に生物学的な「認知理論」とリハビリテーションの「理論」
とを混同することのないように，ここでは「リハビリテーション理論」とは何かについて説明をします．まず，
神経生理学や認知心理学といった脳科学にも，そうした領域で「○○理論」と呼ばれて議論されているいろいろ
な考え方があることはご存知のことと思います．それはある種の生物学的なメカニズムの法則を指すものであっ
たり，あるいは概念的なモデルであったりと多彩ですが，こうした「理論」は，リハビリテーションの観点から
組み立てられているものではありません．一方，リハビリテーションのための「理論」というのは，脳科学の基
礎知見から組み立てられたさまざまな認知理論を取り入れながら，なおかつ自分たちが患者さんを評価し，治療

していくための拠り所となる一連の知識や行動方針を生みだすことを目的とした手続きとして組み立てられてい

るものです．認知運動療法では次の図に示すような関係において，リハビリテーション理論というものを捉えて
います．

この図に明らかなように，リハビリテーションにおける具体的な訓練は脳科学の知見に基づいた理論的な背
景，病態の解釈，治療のための道具（媒介）という三者から導きだされるもので，それが治療として有効なもの
となるためには，訓練が適切な方略をもって実施されなければならないということです．この図全体が指す構造
を「リハビリテーション（のための）理論」と呼びます．ですからこの理論は単純に基礎研究の理論でもないし（理
論），単純に病理学でもないし（病態の解釈），単純に道具の使い方でもないし（道具），単純に訓練の実施マニュ
アルでもないわけです（方略）．こうした構成要素を矛盾なく関係づけながら，その結果として具体的な訓練が
慎重に実施されることを通して「治療」が成立するという考え方です．ですからこの図を構成する要素の内容の
ひとつひとつが互いに論理的につながりあっていることになり，脳科学に新たな知見がもたらされると，それに
応じて病態の解釈が深まったり，使う道具（あるいは媒介の設定）や使い方，訓練の実施の仕方が変わっていき
ます．あるいはこの図を逆にたどって，訓練を通して検証されたことが病態の解釈を深め，そのことによって基
礎となる認知理論の解釈が深まるということもあり，むしろこうした上から下への方向性以上に，下から上への
思考力を洗練することに対して臨床家は情熱を燃やしています．またこの図にみるように，考案された訓練の実
施方法（方略）が間違っていたり不十分であったりすると，当然のことながら治療の質も変わってきます．この
ように，リハビリテーション理論とは，その内容としては基礎知見，病態解釈，道具，訓練方法，実施方略といっ

治　療

認知理論

病態の解釈 道　具

課　題

方　略
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た複数の可変性のある要素によって構成されるという融通性を保ちつつ，一方ではこれらの要素間の関係性を一
体として論理的に維持しながら最適なものを生みだしていくという厳格さをも兼ね備えた構造となっています．
「学習のための補足資料（基礎概念編）」の最初のキー概念で述べましたように，動機づけ理論，筋力増強理論，
神経運動学的理論と呼びうるいくつかのリハビリテーションのための「理論」がこうした論理的な構造を成立さ
せることが不可能なことは，実際に人間の動機，筋や関節の解剖・生理，反射メカニズムといった要素をこの図
の一番上の「理論」という項目に置いてみれば明らかです．この項目には，脳機能そのものを研究対象とする新
しい，そしてまだまだ解明されていないことのほうが多い開かれた科学の領域がふさわしいということです．別
な言い方をすれば，認知運動療法は評価や治療として何をすべきかということについて，もっとも困難だけれど
も，人間という複雑な存在に見合った，そして基礎科学者からみても妥当なものとして理解できるものを生みだ
す道を選択したということです．
なお，この図の右にある「道具」については，この補足資料の後半で触れます．

【ポイント3】「臨床の出発点は組織化された観察である」

臨床が評価と治療によって組み立てられることについて，改めて考えを整理しておく必要があります．「評価」
とは，できること・できないことを含めて患者さんが今どのような状態にあるのかを判断することですが，それ
はその患者さんに病理がなければ通常はできることが，その病理があるがゆえにできなくなっていることが何な
のかを判断するということです．「運動とはいくつもの認知的な機能の環がつながったものの最後につながる（目
に見える）環である」ということで言えば，運動が通常の形でできなくなっているその理由は「いくつもの認知
的な機能の環がつながった認知過程（知覚・注意・記憶・判断・言語）」に生じている何かしらの問題であると
いうことになります．「学習のための補足資料（基礎概念編）」でご紹介した「臨床観察のプロフィール」の図を，
非常に重要ですので，ここでもう一度示します．先にご紹介した際には，これがリハビリテーションのための基
礎知見を探す際のよいガイドにもなると述べましたが，もちろんこのプロフィールそのものは，ここで述べます
ように，認知運動療法の評価の基本的な観点を示したものなのです．

このプロフィールの中心にある「どのように動くのか」という観察ポイントの意味は，患者さんの運動機能を
筋力と関節可動域によって実現される人間の力学的な（キネシオロジックな）ものとして捉えるものではありま
せん．運動を力学的なものと捉えるのであれば，そこでポイントとなる情報のカテゴリーとしては筋力と関節可
動域，そして動作のパフォーマンスの善し悪しに関わるもので十分なわけですが，運動を認知過程につながる最
後の表現形と捉えるのであれば，ポイントとなる情報はこのシェーマのように脳の運動制御と学習に関わる観点
のすべてから収集する必要があります．このようにこの臨床観察のプロフィールのもっている2つの大きな特徴
のうちのひとつが，運動というものを観察していくためにそれを実現している認知過程の相互の関わりあいから
観察していくということです．そして大きな特徴のもうひとつは，図中のすべてのポイントが「どのように…し
ているか」で示されているように，すべての観察は対象となる患者さんの実際の動き，つまり行為の中で観察さ
れるということであり，そのために臨床家はそうした行為の実行を患者さんに求めていかなければならないとい
うことです．具体的には患者さんに「…して下さい（…ができますか）」とか「…はどうですか」といったように，
それに対して患者さんが自分の動きを通して答えをみつけなければならないような問題を出すという形で観察が
行われます．この臨床観察のプロフィールにあげられたポイントについて患者さんの情報を収集するために，臨
床家はそれに応じた判断材料を得るための問題を患者さんに提示しなければならないのです．これは認知運動療

どのように
認識するのか

どのように
イメージするのか

どのように
注意を使うのか

どのように
言語を使うのか

どのように
学習するのか

どのように動くのか
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法の基本が「問題─解答─確認（認知問題─知覚仮説とその比較検証）」から成り立っていることと連続してお
り，いわば評価の中心となる観察を行う時点から，すでに実際の治療方法が模索され始めるということを意味し
ます．認知過程は脳の生物学的な仕組みですから，観察によって得られた患者さんの情報はすべて生物学的な根
拠，つまり神経生理学や神経心理学の知見と照合されていきます（ですからこのプロフィールを手がかりに日頃
から基礎科学の知見を勉強していることは，実際の観察によって患者さんの状態を理解するうえできわめて有益
であることもおわかりいただけると思います）．
このように認知運動療法の評価は，この臨床観察のプロフィールにみるように基本的な観察ポイントを定めて
実施され，なおかつ実際の観察は患者さんの動きの中で，その動きをつくりだす患者さんの認知過程の状態を推
定していく過程であるということで，その過程は認知運動療法の訓練と連続しているということになります．ま
た患者さんの認知過程の状態を推定していく際には，基礎知見，つまり神経生理学や神経心理学を中心とした知
見と常に照合していくことによって可能な限り客観的な病態の理解につながるよう努力が続けられているという
ことになります．

【ポイント4】「認知過程に生じている病理は，その表現形として運動の特異的病理を生みだす」

上記のポイントで述べたように，運動が認知過程の目に見える表現形式であるということを踏まえると，患者
さんの運動能力，つまり「どのように動くのか」を観察していくためには，「どのように認識するのか」「どのよ
うにイメージするのか」「どのように注意を使うのか」「どのように言語を使うのか」「どのように学習するのか」
という観点から患者さんの認知過程を推定していけばよいということになり，それらと実際に生みだされる動き
との関係を考えていけばよいということになります．こうしたいくつかの観点において患者さんができること，
できないことを観察していくと，彼らの運動を“認知過程の働きのうえで特徴づけている”特異的な問題が表面
化してきます．認知運動療法で「特異的な運動」と呼ぶものは，人間に共通した認知過程に生じるものではあり
ますが，患者さんひとりひとりにおいてはそれぞれに個別の特徴をもった病理を伴って表現される運動というこ
とです（「運動の特異的病理」と呼ばれるものも同じ意味です）．
現在のリハビリテーションでは「中枢性疾患」と「整形外科疾患」とを区分する習慣がまだあります．医療に
おいてこうした区分がなぜあるのかという根拠は，もちろん傷害や疾病の生じた身体部位の違いによってそれに
対する診断や治療方法の選択が異なるからということです．しかしこうした区分はリハビリテーションを実施す
るうえでは外科医や内科医とは異なった意味をもちます．外科医や内科医にとっての中枢と整形という区分は，
彼らの行う診断上，治療上の判断と方法に密接につながっています．ではリハビリテーションを実施する者に
とって中枢と整形という区分は，どのような評価や治療上の判断と方法につながっているのでしょうか．この点
を考慮することが重要になります．たとえば整形外科医は傷害の生じた膝に対してどのような手術やその他の処
置を行うのかという判断を第一義としますが，リハビリテーション専門家は傷害の生じた膝が身体の一体となっ
た運動の中で膝本来の役割を再度果たすことができるようになるためにどのようなことを行うのかという判断を
第一義とします．脳外科医とリハビリテーション専門家との違いも同様です．上記の「特異的な運動」という観
点からみると，実際に損傷を受けているところが脳なのか，あるいは筋や関節なのかによって差が生じてくるの
は，認知過程に受ける損傷の程度とその影響の違いということになります．また同じ中枢神経系への損傷にして
も脳の左右どちらの半球なのか，あるいは小脳なのか，それ以外の脳部位なのかといったことでもやはり認知過
程の障害像に違いが出てきます．認知運動療法では「特異的な運動」という基本的なレベルにおいて中枢神経系
の障害と運動器系の障害とを“区別する”ことはありません．それは損傷による障害を被るのは認知過程そのも

のであると捉え，それに対する対応が自分たちの専門領域であると考えるからです．
人間の認知過程は脳によって生みだされたものであると同時に，人間の身体を通して学習されたきたものでも
あります．言い換えれば，脳は身体がなければ育つことができないし，同時に身体は脳がなければ統合されるこ
とができないという関係にあります．そのようにして人間の中枢神経系と運動器系とを相補関係として捉える
と，脳損傷による障害と運動器損傷による障害とを別個のものとし，別個にリハビリテーションを実施するとい
うことには根拠がないということがわかります．脳を情報処理のソフトウエアとしてのみ捉える視点も，運動器
を物理的な器官としてのみ捉える視点も，どちらも両極端に単純化された視点であるということができます．損
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傷された脳が運動を制御したり学習するためには身体が必要ですし，損傷された運動器が身体運動の中で必要な
制御を行えるようになるためには脳の情報処理が必要なのです．こうした意味で「特異的な運動」は人間の認知
過程の目に見える，あるいは言語記述によって患者さん自身の感じ方としてわかる病理の表現形式であるととも
に，それは常に中枢神経系と運動器系との相補関係の中で両者が同時に抱え込んでしまっている病理でもあるの
です．したがって認知運動療法では運動器障害の病態解釈においても「情報器官」としての運動器の役割が慎重
に評価されていきます．それを図示したのが次の図です．

一方，認知運動療法はもっとも回復の困難な脳損傷による障害に対して長い間取り組んできた経験から，脳損
傷における特異的病理についてはかなり明確なガイドラインを確立してきました．このガイドラインは，これま
で脳損傷による「痙性」とおおざっぱに呼ばれてきた現象の意味をリハビリテーションの観点から詳しく調べて
きた結果，整理されてきたものです．それは次のようなものです．
─伸張反射の異常
─異常な放散反応
─原始的運動スキーマ
─運動単位の動員の欠落ないし不足（deficit）
それぞれの用語の意味については講義で説明がされますが，重要なことは，これらの用語の配列が上から下へ
と進むにつれて，中枢神経系が制御しなければならない要素が増えてくるということ，そのために制御すること
がより難しくなってくるということです．認知運動療法では片麻痺に対する訓練を大きく3つの段階に分けてい
ますが，段階が進むにつれて患者さんが自分で制御しなければならない問題が増えてくる構成になっています．
そして上記の特異的病理を制御していく順序も，この治療の段階づけに沿って決められています．その理由は運
動単位（脊髄前角細胞とそれが支配する筋線維）を制御するために，箇条書きした下のほうになるほどより多く
の神経組織の動員が必要となる，つまりより高度な認知過程の活性化が必要となるからです．
─第一段階の訓練（患者さんによる自動運動は禁じ，臨床家による他動運動のみで行う）
　→伸張反射の異常の制御
─第二段階の訓練（臨床家による他動運動を中心に，場合によって患者さんの自動運動を許可する）
　→異常な放散反応の制御
─第三段階の訓練（患者さんの自動運動のみで行う）
　→原始的運動スキーマの制御，運動単位の動員
この段階づけについては，必ずしも第一段階をクリアしてから次の第二段階へ…というように整然と決められ
ているのではなく，患者さんの状態を観察しながら，随時，前の段階へ戻ることはよくあります．

【ポイント5】「訓練は患者さんの認知過程に対する推定（仮説）を検証する唯一の方法である」

認知運動療法が認知理論に立脚したリハビリテーションの理論に従って行われるものであることは，この資料

関節内圧異常

実行器官 力学器官 情報器官

筋萎縮

関節拘縮

疼　痛 不一致

局所情報
使用の減少

局所ストラテジー
の使用異常

運動プログラム中枢
への情報伝達異常

運動ストラテジー
の異常

身体の細分化障害
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の2番目のポイント（リハビリテーション理論は，それによって…）で述べました．では実際に評価を行い，訓
練（エクササイズ）を行うに際して，どのようなことを念頭におく必要があるのかについて述べます．
まずその前に重要な点を確認しておかなければなりません．2番目のポイントで紹介した図のように，実際の
訓練（エクササイズ）は「理論」「病態解釈」「道具」との関係から考案されます．ですからその逆も言うことが
でき，ある訓練を通して臨床家は自分たちの仮説，つまり基礎的な科学的知見と病態解釈との整合性，そして道
具の内容の妥当性が問えなければならないということをも意味します．ペルフェッティは認知運動療法における
「訓練（エクササイズ）」を「我々にとって訓練とは教育的な要素をもつ一連の手続きであり，患者の認知過程に
特定の生物学的変化をもたらすことを目的に行うものである」と定義し，さらに「リハビリテーションの研究を
支えるものは我々の“想像力”であるがゆえに，我々が組み立てた仮説は厳しく検証されなければならない．そ

の唯一の手段が訓練である」と言っています．
認知運動療法では，訓練を行う際のもっとも基本的な規範として次のようなことが定められています．
─閉眼での訓練
─注意の集中
─物体との関わり
─動作を強要しない
「閉眼での訓練」ということには，人間のもっとも根源的な感覚様式（感覚モダリティ）である体性感覚，つ
まり身体が自分や他者，そして世界に直接触れることによって感受し，理解する感覚様式が人間の認知過程への
介入にもっとも適しているという理由があります．事実，脳の生理学的な研究によって，視覚野に比べて脳の体
性感覚野および運動野はとりわけ可塑性に富んでいるということ，そしてそこに再現される身体部位の再現領域
は，その主体が行う運動に応じて柔軟な可変性をもっているということがわかってきました．確かに私たちの感
じ方から言えば物事の認識に視覚は絶大な説得力をもっていますが，それは発達の過程で体性感覚による認識に
支えられ，獲得されてくる能力であることがわかってきました．「見る」ことは「触れる」ことが先になければ
意味をもたないということです．自分の見ていることに確信を得るためには，それに触れなければならないので
す．特に新しい経験の場合にはそれがはっきりわかります．実は，認知運動療法の出発点は，脳損傷による運動
障害の回復においてもっとも困難とされてきた「手」の機能回復に取り組んだことでした．手による運動学習に
おいて視覚的な制御では十分な回復が最後まで得られないという臨床経験を乗り越えるために，視覚ではなく体
性感覚という感覚モダリティを治療で活用する試みが続けられ，成果を得ることができたのです．そしてその際
に当時の神経生理学的な研究成果が徹底的に調べられたことによって，こうした規範が生まれてきたのです．
「注意の集中」ということは閉眼による訓練を行う場合に必然的に伴うことですが，もっと普遍的な意味で，
自分の知覚しているものに対して感覚を研ぎ澄ませるということが学習には欠かせないということです．ただし
それは授業中に気を散らしてはいけないといった態度のことを問題にしているのではなく，人間の認知過程（知
覚，注意，記憶，判断，言語）において「知覚」がどのようにして「判断」や「言語」という高度な認識に結び
ついていくかということから「注意」の役割の重要性が強調されているのです．自分が何を知覚しているかとい
うことは，ある潜在的な感覚の広がりの中からあるパターンを抽出し，自分の記憶を参照することによって自分
の知っていることなのかそうではないのかを判断することがなければけっして認識することができません．つま
り自分が何を見ているのか，何を感じているのかということがわからないのです．「注意」というのは認識を生
みだす基本的なフレームになります．患者さんがどのように知覚の対象に注意を向けるかということ，そしてそ
こからどのように注意を別の対象に向けることができるかということは，人間の認知過程の状況を判断するうえ
でそこに病的な要素があるかないかを判断するきわめて重要な指標となります．
「物体との関わり」とは，直接的には次のポイントで述べる「道具」ないし「媒体」を指しますが，その背景
となる考え方は，「学習のための補足資料（基礎概念編）」のキー概念「脳科学が解明してきたことの重要な柱は
…」の後半で述べたとおりです．加えて認知運動療法では，発達心理学的な観点から「学習」の条件を的確に指
摘した研究者としてロシアの心理学者ヴィゴツキーを高く評価しています．
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「動作を強要しない」ということには，「代償的な運動の組織化を防ぐ」「機能解離からの自然回復を促す」と
いう2つの大きな理由があります．これはどちらも脳の生物学的なメカニズムに配慮して決められた規範です．

S
主　体

R
対　象

x
媒　介

ヴィゴツキーは，人間の発達は，主体が対象に直接働きかけることで起こるのではなく，
そこには道具の媒介が必要となることを強調した．媒介性理論とも呼ばれるこれら三者の
関係を説明した図式は“ヴィゴツキーの三角形”として知られている．人間の活動とその
発達は，身体活動・精神活動のいずれにおいても，どういう道具をどのように使用するか
に大きく左右される．

中　枢
神経系

組織化
過　程

運　動
シークエンス

情　報

a．学習過程

中　枢
神経系

運　動
シークエンス

情　報

b．自動化

中　枢
神経系

運　動
シークエンス

情　報
代償

c．代　償

中　枢
神経系

組織化
過　程

運　動
シークエンス

情　報

d．訓練方法

中枢神経系は，知覚情報に基づいて筋に出力指令を出す．そしてその過程もしくは結果か
ら生じる環境や身体よりの情報を獲得しながら，より適正な運動を行っていく（a）．学
習とは，このサイクルのなかで知覚情報と筋出力の組織化が完了し，運動の自動化が起こ
ることである（b）．しかしながら，運動器の障害がある場合には，課題の達成のために
正常とは異なった運動シークエンスが出現する．すなわち代償の発生である．問題は代償
で生じた知覚情報をもとに運動の組織化が行われることである（c）．代償の組織化が完
了すると，患者はもはや学習過程を働かせることはない．それを避けるために，訓練方法
には正常な学習過程を踏まえたものを考案する必要がある（d）．

運動プログラム 運動遂行

運動野感覚連合野
（頭頂葉・他）

意　志

運動前野
補足運動野

大脳基底核

小　脳

体性感覚

脊　髄 筋

仮に運動野に障害が発生すると，機能的に連結している他の領域である頭頂葉連合野，小
脳，脊髄など，本来障害されていない部位に機能抑制が生じる．脳卒中における急性期後
の皮質症状の回復は，こうした機能解離からの自然回復であるという仮説が古くから提言
されている．
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認知運動療法は，この規範に従って訓練を3段階に段階づけています（上記，ポイント4で述べた第一段階，
第二段階，第三段階）．また，訓練の段階づけとともに，具体的な訓練をどのような要素で構成するかという点
についても，整理された一覧表があります．

この表をもとに実際にどのような訓練を組み立てるのかについては，講義で説明いたします．また実際に考案
された訓練の妥当性をどのように検証するかについては，「学習のための補足資料（基礎概念編）」の最後のキー
概念を再度，お読み下さい．

【ポイント6】「“わかる”とは常に“何かについて”わかるということを意味する」

認知運動療法では，すでに実際にご覧になったように，治療のためのさまざまな道具が考案されてきました．
それに加えて「学習のための補足資料（基礎概念編）」で述べましたように，「“認知を生きる”プロジェクト」
では患者さんの「運動イメージ」と「言語記述」を治療の道具として積極的に使っています．運動イメージと言
語記述は物理的な道具ではありませんが，ひろく人間が自分の思考を操作する際の“心理的な”道具と捉えるこ
とができます．認知心理学で研究テーマとなる「道具」とは，むしろこの心理的な道具を指すことが多いのです．
このように，道具には物理的な形があったり，心理的な形のないものであったりすることから，道具の意味をど
のように理解するかという点でいくぶん混乱されるかもしれません．それはひとえに人間と道具，そして言語に
よる心理的なシンボル操作との関わりが元来，非常に複雑なものであることに由来するので当然のことと思われ
ます．最初は混乱があったとしても，ずっと考え続けていただきたいと思います．ここではそのためのヒントと
思えることを述べます．
「わかる」あるいは「理解する」ということはけっして抽象的なことではありません．私たちの日常的な感覚
から言えば，「わかる」ということは常に“何かについて”わかるという「経験」を指します．けっして“わか
る”ということが単独にあるわけではないのです．この“何かについて”ということにはものの名前，形や色と
いった物体の属性も含まれれば，それを認識するために活性化している自分の認知過程も含まれます．それが自
分の身体であれば手や足という身体部位とともに，何らかの理由でそれが止まったり動いたりするために活性化

1．身体部位 局所的なストラテジー（上肢・下肢・体幹）

訓練

他の部位との関係

2．運動の異常要素 伸張反応の異常 第一段階
放散反応 第二段階
原始的運動スキーマ 第三段階
運動単位の動員異常

3．感覚モダリティ 視覚

体性感覚 触覚 圧覚 運動覚

4．認知問題 空間問題 方向

距離

形態

接触問題 表面素材

圧力

摩擦

重量
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している自分の認知過程が含まれます．あるものを名指ししたり，それと認めたりすることには，常にそれを行
う主体となる人間の認知過程の活性化の様子が反映されているのです．ですから“何かについて”わかる，ある
いは“それができる”ということは，常に主体の認知過程を活性化させるための入り口となる直接の対象が必要

になるということです．逆に，“何かについて”わからない，あるいは“それができない”時には，主体の認知

過程を活性化させるために適切な入り口となる直接の対象を探すことが必要になるということです．こうした意
味から「道具」を幅広く奥深いものとして考えていく必要があります．

【ポイント7】「臨床記録は臨床思考の錬磨と検証のための重要な道具である」

臨床は常に記録されなければなりません．業務上義務づけられている記録とは別の意味で，臨床家は自分の臨
床思考を常に言語化できなければなりません．認知運動療法において，臨床記録を書くことは臨床を進めるうえ
で必須の手続きとして位置づけられていますが，これには理由があります．それは，この臨床記録（カルテやレ
ポート）を記述していく過程で費やす時間は，臨床家が自分の観察し，考察したことの論理性を検証するため，
そして見落としたことや別のアイデアを発見するための貴重な時間となるからです．私たち日本の臨床家にとっ
てこうした記録作業は実際の現場での仕事の合間の時間を割いて行うものという先入観が根強いのですが，実際
の現場での仕事が自動的な労働でない限り，そこには気に留め，考え，論文や書籍に書いてあることと照合しな
ければならない事柄が数多くあります．同僚との議論もありますし，いわんや目の前にいる患者は一人一人異
なった人々です．物事を類型化し，単純化し，どの患者にも一様の評価と治療を当てはめていくのでない限り，
実際の現場ではたくさんのことを考えなければなりませんし，それを文章にしていくことではっきりとした思考
の形にしていく作業は欠かせないものとなります．頭の中に思い浮かんだ印象も，それを実際に文章として書い
てみることによってようやく思考の形が見えてくることがよくあります．もっとも，このことには落とし穴もあ
り，それはある印象や直感が既存の別の文脈をもった論理に置き変わってしまうことによって（つまり慣れ親し
んだ“紋切り型”の思考に当てはめられることによって）正しく思考されないことがあるということにも注意す
べきです．こうした失敗を避けるために，「学習のための補足資料（基礎概念編）」でご紹介した「訓練の検証の
ための5つの視点」が活用されています．
イタリアでは現在，この補足資料の「ポイント3」で紹介した「臨床観察のプロフィール」に従って，初期評
価から治療計画，治療実施後の治療計画の変更といった要所要所で克明な記録を作成しています．具体的なこと
については講義でご紹介します．

【ポイント8】 「何か新しい提案をする時，ましてやそれが従来のものへの批判を伴う提案となる時には，そこ

に必ず小さなグループができあがります．規模は小さくても，その真摯な精神を維持すること

ができれば，そのような連帯を続けていくことができます（アルド・ピエローニ）」

「学習のための補足資料（基礎概念編）」でも何度か述べましたが，認知理論に立脚したリハビリテーションを
つくりあげていくためには，一人よりも二人，そしてグループの経験と思考力が欠かせません．自分の勉強と臨
床のためということは言うに及ばず，リハビリテーションの質そのものを向上させていくためには，臨床グルー
プをつくっていく必要があります．現在，イタリアに限らず，ヨーロッパの各地，そしてこの日本でもそうした
グループがいくつか生まれ，情報交換と研鑽を続けています．現実的な問題として日本認知運動療法研究会の
ホームページやそのリンクを手がかりに身近の，参加しやすいグループを探していただくことも方法ですが，こ
うしてベーシックコースに参加し，そこで出会った人たちどうしで，今後も連絡をとりあい，小さくてもいいで
すから新たなグループをつくっていただければと願っています．
このポイント8のタイトルとしてあげた文章は，2002年に行われた日本認知運動療法研究会学術集会のため
に来日されたアルド・ピエローニ氏の言葉です．イタリアでは，認知理論に立脚してあるべきリハビリテーショ
ンをつくりあげるということに妥協しなかったという，まさにそのことが理由で，初期の頃は多くの教育機関，
病院・施設においてさまざまな妨害を受けてきました．この言葉はそうした当時の彼らを支え，そして今もなお
彼らの気概ともなっている思いを伝えてくれます．現在，認知運動療法は北イタリアの小さな村サントルソにあ
るヴィッラ・ミアーリ神経認知リハビリテーションセンターを中心に研究と教育が進められています．当時と異
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なり，今では国内にとどまらずヨーロッパ諸国，そして日本からも研修生を受け入れながら，彼らの夢見た新し
いリハビリテーションを着実に展開しています．そうして事態は少しずつ変わってきたなかで，彼らが変わらず
もち続けている精神の一面に，こうした連帯感があります．自分だけでなく，一人でもいいから誰か他の臨床家
の仲間と知りあい，共にあるべきリハビリテーションについて想像してみることは，実はイタリアの彼らにとっ
てもその道のりの第一歩だったのです．彼らがリハビリテーションの研究のためにつくったグループ「アレクサ
ンドル・ロマノヴィッチ・ルリア図書館」は，次のような宣言文をつくりました．“自分たち”の行動が共にめ
ざす目的を，未だ出会えない他の仲間に向けて発信したのです．

アレクサンドル・ロマノヴィッチ・ルリア図書館

「宣言」

私たち「アレクサンドル・ロマノヴィッチ・ルリア図書館」は，認知運動療法というリハビリテーションの
研究方略に結びついた知識の追究と普及を図ること，および文化・社会面におけるその影響を分析すること
を目的として，科学的および文化的なイニシアティブを称揚し，実現するものである．

私たちは，リハビリテーションを病的状態における学習と考え，治療に，損傷後の経験を導く基本的手段を
認める．

私たちは，研究における厳密な方法論を確立してゆくために，認識論に立った分析が必要であると考える．

私たちは，リハビリテーションにおける研究は，リハビリテーション治療の質の向上と，より多くの市民に
治療の門戸が開かれることを最優先の目的にすべきと考える．

私たちは，リハビリテーションの対象である病気を利益目的で搾取しようとする意図に対して，あらゆる形
で闘うものである．

私たちは，研究に真摯に取り組むことをその本旨とすることから，現在のセラピストの養成課程が不十分か
つ不適切であると考える．そして，現在の養成課程を改善する一つの可能性として，医学部とは独立した専
門学士課程の設立を提案する．

私たちは，日常的に患者と触れ合うことのできる（私たちの）職場を，研究にとっての選ばれた場所である
と考える．そして，リハビリテーションのあらゆる側面において「考えること」と「行うこと」の対置をな
くすべきであると考える．そのなかには，医師と医師以外の者との対置も含まれる．

私たちは，リハビリテーションに関する科学的情報を求めるすべての市民にとっての拠り所の一つになりた
いと望む．なぜなら，このような情報の提供と普及は，リハビリテーション治療の対象となる諸問題につい
ての患者の知る権利につながるものであり，身体障害を予防する手段でもあると考えるからである．

私たちは，リハビリテーション治療の独自性を主張する．ただし，社会的・経済的な意味合いをもつ方略は，
厳密にはリハビリテーションの範疇に入らないと考える．

私たち「アレクサンドル・ロマノヴィッチ・ルリア図書館」は，このような関心をもつすべての探究者のた
めの研究の場である．



21

塚本芳久（制作　協同医書出版社編集部，2004.11.12更新）

【学習のための文献】

最後に，認知運動療法関係の書籍，そしてこれからの学習の一助になると思われる関連書をいくつかご紹介い
たします．関連書につきましては，非常に個人的な理由で恐縮ですが，今現在で販売されているものの中で，な
おかつ私自身が3回以上読み直したものを選びました．

認知運動療法～運動機能再教育の新しいパラダイム：Carlo Perfetti，宮本省三，沖田一彦・著，協同医書出版社，1998．

子どもの発達と認知運動療法：Carlo Perfetti，Paola Puccini，Ise Breghi・著，協同医書出版社，2000．

認知運動療法入門～臨床実践のためのガイドブック：宮本省三，沖田一彦・編集，協同医書出版社，2002．

「認知を生きる」ことの意味～カランブローネからリハビリテーションの地平へ：Aldo Pieroni，Sonia Fornari・著，協同医書出版社，2003．

認知運動療法講義：Franca Pante・著，協同医書出版社，2004．

認知運動療法へ・私の臨床ノート（1）道具と治療：塚本芳久，山田真澄，石原崇史・著，協同医書出版社，2004

＊

知恵の樹～生きている世界はどのようにして生まれるのか：H.マトゥラーナ，F.ヴァレーラ・著，ちくま学芸文庫，1997．

精神と自然～生きた世界の認識論：G.ベイトソン・著，新思索社，2003．

生物からみた世界：JV.ユクスキュル，G.クリサート・著，新思索社，2000．

左足をとりもどすまで：O.サックス・著，晶文社，1994．

認知哲学～脳科学から心の哲学へ：PM.チャーチランド・著，産業図書，2000．

ヒトはいかにして人となったか～言語と脳の共進化：TW.ディーコン・著，新曜社，1999．

脳～回路網のなかの精神／ニューラルネットワークが描く地図：M.シュピッツァー・著，新曜社，2001．

脳を観る～認知神経科学が明かす心の謎：MI.ポスナー，ME.レイクル・著，日経サイエンス，1997．

脳科学の現在～神経心理学・認知科学・数理工学から：酒田英夫，安西祐一郎，甘利俊一・著，中公新書，1987．

ニューロンから心をさぐる：櫻井芳雄・著，岩波科学ライブラリー，1998．

こころの情報学：西垣　通・著，ちくま新書，1999．

身体感覚をとりもどす：齋藤　孝・著，NHKブックス，2001．

ピアジェとワロン：浜田寿美男・著，ミネルヴァ書房，1998．

身体から表象へ：浜田寿美男・著，ミネルヴァ書房，2002．

まなざしの誕生～赤ちゃん学革命：下條信輔，新曜社，1997．

意識の科学は可能か：苧阪直行・編集，新曜社，2002．

子どもとことば：岡本夏木，岩波新書，2002．

やさしいPDPモデルの話～文系読者のためのニューラルネットワーク理論入門：守　一雄・著，新曜社，1996．

＊

運動の生物学～臨床家のための運動学入門：塚本芳久・著，協同医書出版社，2001．

運動の生物学（2）～臨床家のための発達科学入門：塚本芳久・著，協同医書出版社，2003．

運動の生物学（3）～意識へと向かう臨床のビジョン：塚本芳久・著，協同医書出版社，2004．


