
 

活動分析について 
―基本概念とアクティビティを 

中心とした実技― 

脳神経センター 大田記念病院 佐近隆二  
  （写真第１回廣島活動分析研究会大会にて） 



活動分析研究会 

1989年発足 （発起人：柏木正好先生） 

名称：NDOT 活動分析研究会 

発足目的：ボバース概念から受けた感銘を 
              OTの専門性に発展させたい 
 ⇒ 臨床の問題をあらゆる側面から拾い上げて 
    セラピストの技術開拓し人間理解を広げていく 



活動分析研究会 

対象：中枢神経損傷により、種々の障害を 
     持たれた方のリハビリテーション従事者 
活動内容：研究内容の紹介（研究・症例発表） 
       意見交換（自由討論） 
            ↓ 
リハビリテーションの発展を図る目的 

各地での活動分析研究会を展開へ 



Ａｃｔｉｖｉｔｙの意味 

 
 

作業療法場面：「作業」 「活動」 「作業活動」 
 ⇒ その目的と手段を表す言葉 
  

山根：人の活動を 「いきる・くらす」 「はたらく・うむ・はた
す」 「あそぶ・つくる・たのしむ」 「まじわる・つながる・ひ
ろがる」 「やすらぐ・おぎなう・みにつく」 
⇒ 日々の生活の中で営んでいる活動は 
          広い意味ではActivityの連続 
 
 
 
 
 

日々の生活において、私たちは何気なくさまざま
な活動を学習し、熟練者として振る舞っているが、

それらを支えているのは神経系 



片麻痺者の諸問題 

姿勢筋緊張の異常、随意運動の低下、バランスの低下、
固定的な代償姿勢、皮膚・筋・骨格筋群の変性、感覚障
害、知覚・認知の問題など 

徒手的操作主体の場面 
・直接身体に触れ 
⇒感覚しやすい身体状況 
  を期待 

Activiyを媒介とした場面 
・目的に導かれ 
⇒リアリティ（現実性）の 
          体験を期待 

覚醒や能動性の向上、注意の喚起・持続 
身体の自律的反応等 ⇒ 複合的反応を期待 

治療の目的 ⇒ 対象者の適応行動の運動学習 

臨床における治療場面 



運動学習の段階 

FITTSとPOSNERによる運動学習 

1. 初期認知段階（認知） 
   学習する課題全体の理解 
2. 中間段階（連合） 
   試行錯誤の時期 
3. 後期自律段階（自動化） 
   熟練期へ 

・人は各々異なった速度で学習する 

・運動学習 ⇒ 目的活動において、能動的に 
  参加し、実践と反復を繰り返す過程が必要 



高草木薫「運動制御と姿勢制御(1)」ﾎﾞﾊﾞｰｽｼﾞｬｰﾅﾙ第31巻第1号 



高草木薫「運動制御と姿勢制御(1)」ﾎﾞﾊﾞｰｽｼﾞｬｰﾅﾙ第31巻第1号 



学習の結果 

 
 

・運動スキルが向上する  
 ⇒ 確実性、安定性、 反復性、速度、効率性、  
    タイミングなどが好ましい方向へ変化する 

・最終的には熟練の範疇へ 
 ⇒ 熟練するとは、長期間の訓練や経験を   
    通じて獲得した高い遂行能力のことであり、 
    技術的に優れている事を意味する 
   （言葉や文章として明示化することは難しい） 

日常行う活動において、私たちはすでに熟練者 



安定性・外部環境との接点を求める過剰反応 

身体内部における過剰固定と最大抵抗への固執 

身体の二分化（安定状態の喪失） 

この条件下での課題遂行・代償動作 

代償の多様性＝代償固定の強化 

*定型的パターンの固定化  



〈環境変化との相互交流制限〉 
固定的姿勢セット 

 
 
 
 

特有の代償活動 

 
 
 
 

身体各部位の運動不連結 

〈麻痺側〉 
異常姿勢緊張 
全体パターン 
連合反応 

〈非麻痺側〉 
高緊張 

過剰努力性 

〈非合理的対象関係〉 
不器用さ 

麻痺側身体部位の不参加 

表層的障害像 



様々な環境 
・生物学的環境 

(重力、支持面、 

        光、音) 

・物理的環境 

・人的環境 

(セラピスト、家族) 

・社会的環境 

アフォーダンス 

個人の行為の可能性を導
く環境側に存在する情報 

身体と脳 
・常に変化する環境、 

課題に対する適応的行動
を発現し実行 

TASK 
 ・重力環境下での姿勢制御 

・呼吸、排泄、循環 

・人の三大スキル 

(二足歩行、道具使用、言語) 

・ADL,IADL 

・その他の社会的行動 

人の運動行動 
個人、環境、課題との相互関係の履歴が表現されている 

能動的探索 

知覚-行為循環システム 

運動 

運動課題 

個体 環境 



対象操作を担う手 
手は繊細な運動期間であり繊細な知覚探索器官である 

・手掌部の広い空間と母指と他指との対立位
が手指の操作性を保障している 

・手は、運動器官であると同時に、繊細な知
覚探索器官でもある（皮膚タッチ・アクティブ
タッチ・ダイナミックタッチ・温度知覚タッチな
どが複合的に機能している） 

・手の機能的役割は、物の輪郭や形状に合
わせて自由に形を変え、フィットさせていく事
である 



アクティブ・タッチ（能動的触覚） 
  ⇒手で自由に対象を触ることによって生じる対象の知覚 

  ⇒皮膚・関節・筋に存在する受容器群が共同して 

                    貢献する複合的な知覚系 

LedermanとKlatzkyによる探索手法 

STATIC CONTACT 
温度 

LATERAL MOTION 
テクスチャ 

PRESSURE 
硬さ 

UNSUPPORTED HOLDING 
重さ 

ENCLOSURE 
全体的な形・容量 

CONTOUR FOLLOWING 
全体的な形・正確な形 

Lederman･Klatzky,1987より改編 

北田亮:アクティブタッチ－能動的触覚.松村道一 他:脳百話.市村出版,p110-111,2003 



*ダイナミック・タッチ 

 物を持って振ったりすることで棒の長さを知覚する行為で、
棒を振るという手の動きによって手首周りに発生する抵抗、
すなわち慣性モーメントが不変項として知覚される 



物体操作の共通特性 

• デービス                                
介在的な道具・対象・物質によって、もたら
される感触。 

• ギブソン                                 
対象物からの感触                          
慣性モーメントから受ける棒の先を知覚             
（ダイナミックタッチ） 

• アッフォルター                             
棒きれ現象（触-運動覚の重要性） 

• ディネット                                
魔法の杖現象 



皮膚タッチ 
 関節や筋肉の運動なしに働く、皮膚
とその深部組織によるもの 

ハプティック･タッチ 
 皮膚と深部組織が関節の動きとと
もに働くもの 

ダイナミック･タッチ 
 皮膚と関節と筋が組み合わさって
働くもの 

接触での 
温度知覚のシステム 

 血管の拡張や収縮と皮膚刺激の組
み合わせで働くもの 

定位のためのタッチ 
 前庭受容器と関節と皮膚からの入
力が共変するもの 

佐々木正人･三嶋博之 編訳:アフォーダンスの構想.東京大学出版会,p29,2001 

触覚のサブ･システム 
 



a：一次体性感覚野における情報処理経路、 
  および５~７野における体性感覚と視覚の統合の流れ 
B：体性感覚野において処理された体性感覚情報は一次 
 視覚野頭頂間溝で統合される。頭頂間溝では、体性感 
 覚と視覚の両方に応答するバイモーダル・ニューロン 

 が発見されている。              岩村吉晃著「タッチ」より 



Fundamental Movement 

・ひっかく          ・ぬぐう 
・かき集める        ・示指で突く 
・引っ張る          ・押す 

・振る            ・叩く 

・むしる           ・物を投げる 
・離す 
・示指と母指で小さな物をつまみあげる 

巧緻動作の発達に向けて 
生後９～１０ヵ月頃の子供が行う運動 

紀伊克昌 訳「片麻痺の評価と治療」より 



道具操作 
・道具を手に持って使う時、それは構造的にも機能
的にも手の延長となり、内観として手の一部に同化
される（道具の先端からの感覚情報とその変化を
連続して探索知覚している） 

・手の運動は、重力や惰力等の外的な反動力の作
用に必要な補足を行うか、逆にその力を緩和し、そ
れによって、操作の全過程を目的達成の諸条件に
応じて調節するかして、道具の運動に適応している 

・熟練者の手は、操作対象から自律的に情報を抽
出し、目的が遂行される様に調節的に道具を使用
している 



脳損傷対象者の座位・リーチング 

座位 座位（横） リーチング 

A/S 押し付け 

S/S 側屈と回旋 

A/S後退 

S/S 屈曲 
S/S 内旋しながら伸ばす 

脳損傷対象者の座位・リーチング 



Body-Image：自分自身の身体について意識的に
持つ表象。体部位の名前、機能などの語彙・意
味の脳内再現であり、左側頭葉に機能局在 

Body-Schema：自分の身体の姿勢や動きを制御
する際にダイナミックに働く無意識のプロセス。
様々な感覚入力（深部、前庭、視覚、皮膚、運動
指令の遠心性コピー）などを利用して脳内に体部
位の動的再現がなされる。前頭－頭頂連合野連
関に機能局在 

Body-Image＆Body Schema 

泰羅 雅登：脳とボディイメージ、理学療法ジャーナル、Vol.39, No.12 医学書院、2005 



①ある動作において、患者の動きを観察する 

②自分で正常だと考える同じ動きを、実際に活
動してみる 

③その活動は、何を頼りに動いているのかを意
識を集中して感じ取ってみる 

④そして言語化することによって、目に見えない
「知覚」を明確化する 

⑤その「頼り」は、患者が動くための「手がかり」と
成り得る 

                         Shinichi Yamamoto 

介入を再考する 

＜活動分析アプローチの原点＞  



-１)上肢機能の空間的段階 

• ①支持的役割 

• ②半支持・半空間的役割 

• ③空間的役割 

上肢治療ポイント 



- 3)両手動作への段階付け 

• ①一側上肢の活動 

• ②両側上肢の同時活動 

• ③両側上肢の相反的な活動 

      安定と運動・運動と運動 

• ④両側上肢の別々の選択された活動 

上肢治療ポイント  



• 対象物に接触し、操作的把持・つまみ等の知
覚探索によるActivity（アクティブタッチ） 

  1)手掌内に流動的な動きの情報 

  2)対象物が手全体に合わせてくれる情報 

  3)手全体が対象物に合わせる情報 

  4)指先の操作が加わった情報 

 

• 道具等を用いることによる複関節運動による
慣性モーメント・抵抗探索等によるActivity         
（ダイナミックタッチ） 

上肢治療ポイント  



何を選択
する？ 



あれかな？これかな？ 


