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ゲシュタルトワークにおいて投影と外在化と物語を組み合わせた試み

江夏亮

A new approach to clients from whom it is hard for therapists to get further information: 
Combination of externalization and making projective stories   

Akira ENATSU

ゲシュタルト療法を適用しても行き詰まり，それ以上のワークの進展が困難な事例に対して，投影と外

在化を組み合わせて物語を作るワークを試行した。具体的には，問題・症状を受容する物語を投影によ

り創った後，治癒的に創造的調整を行うために，両極性より反対の極の物語を生成した。考察はトラウ

マ処理の視点から行った。
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1.　はじめに

ゲシュタルト療法において（以下 GT と記す）

行き詰まってそれ以上のワークの進展が困難な事

例に対して，エンプティーチェア（以下 EC と記

す）と，外在化と投影を組み合わせ，物語を創造

し，それを処理していく試みを行い，ワークが進

展したので，ここに報告する。

エンプティーチェアーは GT の代表的な技法で

ある。その使用目的について，パールズは（1990）
トップドッグとアンダードッグの分離と対話促

進に 1 ）と述べ，別の場面では対立するクライエ

ント（以後 Cl と記す）の中の葛藤の探索に使っ

ている。更に GT の夢のワークの解説の中で，夢

の対象に投影されている内容を統合する目的で，

その対象を EC に置くとも述べている 2 ）。倉戸

（2011）は EC の目的として未完了の問題の終了

と述べおり，具体的には他者や自分への伝えたい

こと，本当の気持ちの表現，自分の中の葛藤の終

結，両極性の統合を挙げている 3 ）。百武（2009）
は自己の内面の葛藤，矛盾，人間関係，症状と対

話を行い新しい気づきを得たり，自分自身につい

てより知るため，そして問題の解決のために EC
を使うと述べている 4 ）。筆者は（2014）EC の目

的として 1 ）未完の問題を終わらせる， 2 ）葛

藤の明確化， 3 ）相反する内的な二つの部分の対

話促進を挙げた 5 ）。GT 以外では，エモーション・

フォーカスト・セラピーにおいて，グリーンバー

グ（2013）が GT と同じように未完了の体験の終

了，内的葛藤を分離，自己批判の分離を，技法の

目的として使っている 6 ）。

物語療法について，松井（1993）等は臨床場

面で，小さい子どもを描いてもらい，次に，その

子の物語を作ってもらうという描画と物語療法を

組み合わせた方法について報告している 7 ）。酒

木（2003）はセラピスト（以下 Th と記す）とク

ライエント（以下 Cl と記す）が交互に画用紙に

線を入れ，そこから黒色と黄色で彩色する黄黒交

互彩色法によって出来上がった作品を切り取り，

切り取られた素材から物語を創る試みについて報

告している 8 ）。大前（2007）は認知 - 物語アプ

ローチを箱庭療法に導入する中で，作品を創った

後に，作品世界の主人公を決め，箱庭で展開して

いる物語を述べてもらうという試みを報告してい

る。その後，Cl に主人公の感覚，感情，思考と

認知を探求してもらい，箱庭と Cl の現実生活の

関連を探求している 9 ）。岡本（2003）は MAPS
人格投影法に使われるミニチュアの舞台，背景場

面，人形を使用して，即興劇を Cl に作ってもら

う試みを報告している 10）。これらの報告事例は，

Cl にその時の気持から芸術表現をしてもらい，

そこから物語を創作するか，岡本のように即興で
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物語を創作するという形式である。GT でも，今，

ここでの探索から Cl が感じる身体感覚や気持ち

を深めるために投影を使い，色や形での表現，イ

メージでの表現，身体の動きを使った表現を促す

事はあるが，それらは表現として完結する事が多

く，セラピーという視点では，生育歴の情報に直

接的に結びつきにくく，セラピーがそれ以上深ま

りにくいという側面がある。

筆者は，以上を踏まえ，GT で行き詰まった時，

最初の投影として行き詰まった状態を擬人化して

EC に置き，次に生育歴に関連する情報を深める

目的でその擬人化された人物の物語を作り，そこ

からセラピーを進展させる方法を試みた。以後こ

の方法を投影物語り法と呼ぶ。

2. 方法

（ 1 ）対象となる感情・身体感覚，行動のパター

ンの選択

対象となる感情・身体感覚，行動パターン（以

下，ターゲットと呼ぶ）は，GT で焦点化して取

り扱ってもそれ以上気づきや洞察が深まらないも

の，或いは，焦点化そのものが困難であるものを

Cl と共に選択する。

（ 2 ）ターゲットを擬人化して EC に置く（外在化）

ターゲットに相応しい人物像を作り出し（対象

の擬人化），次に，Cl の目の前に EC を置き，そ

の人物を想像で座らせる。擬人化された人物は，

Cl にとってリアリティーを感じられるよう，性

別，年齢，生きている時代と地域を自由に創作し

てもらう。その際，Cl がこの人物像ならばター

ゲットとなる状態を持つにピッタリだと感じられ

る，ピッタリ感を重視する。

（ 3 ）積極的な受容をベースに投影を使い物語を

創る

擬人化された人物は自分と別の人物と Cl に考

えてもらい，積極的に投影が起こるように工夫し

た。投影の方法としては，その人物がそうなって

当然（積極的な受容）という架空の生育史，エピ

ソード，出来事を創作してもらう。教示の一例を

挙げると次のようになる。「100 人が 100 人とも

そのように育って，そのような経験をしたらそう

なって当然となるような物語を作って下さい。」

（ 4 ）創造的調整のために反対の極の物語を作る

（全体性の回復，治癒的処理）

3 の段階で紡ぎ出される物語は，トラウマ的

な出来事や否定的な体験がほとんどであるので，

次に，最初の物語と反対の極にある内容，即ち，

どこか肯定的な物語を創作してもらう。最初の出

発点の状況は 3 のストーリーと同じか類似して

おり，途中から異なる選択がなされて，肯定的な

体験になるという物語である。この反対の極の物

語ができたら，GT の「なる」テクニックを用いて，

あたかも Cl にその物語りの主人公になってもら

い，新しい物語りを想像で体験してもらう。具体

的には，Th が Cl に物語を読み，Cl は聞きなが

ら想像の中で自分が主人公として，その物語を体

験する。

3. 事例

本事例を発表するにあたり，Cl より書面で同

意を得ている。

（ 1 ）事例 1 　意味の判らない恐怖より過呼吸に

なりワークを中断した男性

人物像 :30 代半ばの男性。精神疾患による通院

歴なし。既婚。大手企業に勤務。

扱った症状 :Cl が日常浅い潜在意識で感じてい

る恐怖感。

この Cl は，ある GT のグループ療法で他の Th
より GT を受ける。対人関係における不快感より

ワークが始まり，日常にふとした時に感じる恐怖

感に話が進み，それを身体的に感じながら増幅し

たところ，極度の恐怖から過呼吸に陥り，それ以

上のワークを中止した。二ヶ月後，筆者の行うワー

クショップに参加して，その過呼吸を伴う恐怖感

を扱う。

セラピーの進行 : 始めに，Cl に対して投影物

語り法に関しておおよその手順の説明を行い，Cl
はそれを行う事に同意した。Cl の前に EC を置

き，その恐怖感を感じるに相応しい他者を想像し

てもらい，恐怖感の外在化を行った。Cl 自身か

ら離れて，その恐怖感に相応しい性別と年齢，そ

して時代を想像してもらうと，20 代前半の男性

の恐怖感で，時代は今の日本と答え，「生きてい

てはいけないという意味でいちゃいけないという

気持を持っている人物」と応えた。次に，Th は，

その人の恐怖感とその気持が生じるに相応しいス
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トーリーをクライエントに想像してもらった。そ

の際，どのような人でも，そんな出来事があれば

誰でもそのような恐怖感を持つに至って当然であ

るという全体的な枠組みを強調した。するとクラ

イエントは，「その外在化した人は生きていては

いけない，なぜなら殺人者であるからだ」という

強い罪悪感を示した。その殺人者という言葉に

は，吐き捨てるような，また，罪を糾弾するよう

な強い感情的なトーンがあった。EC に置かれた

人が自分ではない他者という枠組みにも関わら

ず，Cl はあたかも自分自身を強く非難し責めて

いる様子であった。筆者は非難と罪悪感の強さに

驚きながらも，Cl とは別の人物の物語である事

を強調し，具体的にどのように人を殺したのかを

訪ねると，Cl は次のような物語を紡ぎ出した。

最初の物語り : 2 才くらいの子どもが友達と砂

場で遊んでいて，なにげにスコップを振ったら友

達の頭に当たり，友達は死ぬ。主人公の母親は

2 才のその子におまえは人殺しだと非難し続け

る。それ以来，擬人化された主人公は，自分は殺

人者で決して赦されないと思っている。

Cl は，自分は殺人者という強いしかし漠然と

した罪悪感から，人を殺し母親から非難され罪悪

感に圧倒されている 2 才の子どもの物語を創り

出し，そのリアリティーを実感した。理性的に考

えればあり得ない話だが，主観的には，まさにピッ

タリという Cl の感想であった。この 2 歳の子供

は，Cl の心象風景の中に，これまで気づかれな

いままに存在してきたと理解できる。

創造的調整のための物語り : 次に創造的調整の

ための物語を作る為に，Cl の心象風景の中に放

置されてきたその子が，他者として現実に Cl の
目の前に存在したら，どのようなケアーが必要か

という視点から検討をスタートした。どのように

したらその子どもの罪悪感が出来事に相応しい範

囲に収まり，必要以上に大きくなってトラウマと

なるのを防げるか，或いはトラウマから回復して

その出来事を乗り越えて人生を創造していけるか

というセラピー的な視点である。同時に，その子

の持つ罪悪感の妥当性についても検討した。母親

が 2 才の子どもにおまえは人殺しだと言い続け

る内容はどのくらい妥当なのか，そもそも 2 才

の子どもが現実的に砂場で人を殺せるのであろう

か，もし殺したとしたら，それは具体的にどのよ

うな状況であろうかという内容である。すると

2 才の子どもが砂場でスコップで友達を殺すの

はかなり難しくあり得ないという認識に Th と Cl
は至った。しかし，たまたま，スコップが相手の

子どもの頭に当たってちょっとした傷だったけ

ど，その砂場が汚くて，相手の子どもがまだ破傷

風のワクチンを打っていなかった為に破傷風を発

症し，その子の親が気づくのが遅くて，手遅れで

死んだのかもしれないという可能性はあり得ると

いう話になり，それは最初の物語りに具体化され

た細部として加わった。更に， 2 才の子どもが

スコップで相手の子どもを意図的に撲殺する事は

不可能なので，この意味で母親が子どもを人殺し

と責めるのは理不尽だという点も Cl も認識し始

め，完全に納得したわけではないにしても，この

ような状況で 2 才の子どもが母親から一方的に

責められるのはおかしいと思い始めた。

Cl の母親は，現実の生育歴の中で，理不尽

に Cl を非難したり怒る傾向があり，その頻度は

しょっちゅうで，しかも予測不能であったという

事もここで語られた。他者の物語として創作され

たにも関わらず，Cl の母親の否定的関わりの要

素は十分に反映されており，この点からも，最初

の物語は Cl に対してあたかも自分のことのよう

な強い現実感を持っていた。

以上の検討を踏まえて，Th はどのようにこの

2 才の子どもをケアーしたらよいか Cl にたずね

た。すると Cl は，誰か大人が「あなたが悪い訳

ではない」と何回も何回も数年間にわたって言っ

てくれれば，この 2 才の子どもの殺人者という

罪悪感は減るだろうと応えた。そして Cl は，そ

の EC のすぐ横に行き，その子に同様の事を語り

かけ，最後には涙ぐんだ。他の参加者もその場面

に強く心を動かされた。反対の極の物語は，この

ようにして生成され，Cl は，あたかもその物語

のケアする登場人物を演じて終了したが，Cl は
強い感情的なカタルシスを経験したようなので，

Cl が主人公になって反対の極の物語を再体験す

る部分は省略した。

一ヶ月後にクライエントに過呼吸に至った恐怖

心についてその後の様子を質問すると，今まで固

く閉じ込められ蓋をしていたものが，蓋が少し開

いた感じというコメントであった。実際，その後，

筆者のグループで生育歴での別の具体的な場面で
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の強い恐怖をワークしたりと，身体感覚に深く

刻まれた恐怖を少しずつワークし始めた。Cl は
それまで GT のトレーニングコース，アドバンス

コース，その後の勉強会に参加してきたが，この

ような強い恐怖を直接的にワークする事はなかっ

たという事であった。

（ 2 ）事例 2 　軽い解離と強迫的な回避行動行動

を扱った例。

人物像 :40 代前半の女性。精神疾患による通院

歴なし。既婚。学校領域で専門職として働き，周

りから信頼を得ている。原家族において，母親か

らのネグレクト，父親から母と本人への DV を経

験。Cl は二・三週間に一回の頻度で筆者から個

人セッションを受ける。

扱った症状 : 会議で意見を求められると，軽く

解離して相手の言葉が耳に入らなくなる。そして

「意見はありません」と言うことで，自分の意見

を述べる事を必ず回避するという反応パターン。

近日中に Cl が中心的に意見を求められる重要な

会議があるので，このテーマを扱いたいという

Cl の希望で作業を行う。

セラピーの進行 : そのようになった直近の状況

を Cl に思い出して，その時の自分の状態を再現

してもらい，今ここで探索すると，意見を聞かれ

ても聞こえないふりをしており，その理由は，意

見を求められるのは災いだから，という非合理的

な考えが出てきた。クライエントはあたかも終止

符を打つかのように，それ以上の探索はできない

と言う。Th がもう少しそのまま探索しようとす

ると，軽い解離症状が起こった。Cl によると雲

の上に行く感じになり，Th の声が聞こえなくな

るという事であった。そこで，他者からその意見

を求められるのは災いという思いを持っている人

を想像してもらい，それに相応しい人を EC の上

に想像で置いてもらった所，小学校 2 ・ 3 年生

の女の子を Cl は創造した。その子はミーティン

グ等で「私はこう思うのでこういう方法はどうで

しょう」と言うのが苦手で，意見を求められるの

は災いと思っており，意見を求められても聞こえ

ないふりをしていると言う。ニックネームを付け

てもらうと「うじうじちゃん」と Cl は名付けた。

次に，どのような出来事を経験するとそのように

なって当然かというストーリーを作ってもらっ

た。これまでのセッションで，Cl は中学校・高

校ぐらいまで両親からネグレクトや DV を受けて

きた事が判っていたので（このセッション時点で

具体的な出来事はあまり思い出せていなかった。

なぜなら思い出そうとすると既述の軽い解離が起

こり，それ以上の探索は不可能であったからであ

る），生育史的な側面も探求する目的で，ストー

リー 1 が出来ると，次にそれを遡ってストーリー

2 を作るというやり方で合計 3 つの出来事を投

影で創った。

最初の物語り

ストーリ 1 : 小学校 2 年生。悪いことをして

いるが誰にも言ってない。自分は悪い人だから，

自分が何か言っても信用されない。

ストーリ 2 : 幼稚園児。叔母さんからもらった

ぬいぐるみをぶっ壊した。その日に壊した。網の

フェンスにその頭をブスッと刺して取ったら首が

もげておがくずがさーとこぼれた。母親は何も言

わない。

スートリー 3 : 乳児。母親はうじうじちゃんが

下の子として生まれた時，下の子より上の子に手

をかける。うじうじちゃんはショックを受ける。

寂しいのを我慢する。誰もかまってくれない。乳

児は機械で哺乳瓶をあてがわれた。暖かさがな

く，冷たく，寂しく，孤独感を感じる。

ここまでストーリーを作ると，Cl は自分が幼

稚園児の時に，どんな事をやっても誰もかまって

くれなかった。そして味方がおらず，注意を引く

ために何かに火をつけたがどうにもならなかっ

た。だから貝になった，と他人のことのように感

情のない口調で自分の過去の出来事を話した。

創造的調整のための物語 :Cl はストーリーを声

に出しながら筆記した。また，「うじうじちゃん」

の育て直しという意味から，生育歴の順番，つま

りストーリー 3 ，ストーリー 2 ，ストーリー 1
の順番で創造的調整のための物語を創っていっ

た。

ストーリー 3 : うじうじちゃんがおなかが空い

て泣くと，すぐに母が現れ近くに来てくれ安心で

きる。お母さんは，「あらあらどうしたの ? お腹

が空いたんだね」と話しかけながらミルクをくれ

る。お母さんはベビーベッドから抱っこしてくれ

る。お母さんに抱っこしてもらってミルクを飲

む。暖かくて気持ちがいいな。食べることって幸
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せだな。お母さんともいられる。触れ合えるのが

食事，食べて幸せな体験。

ストーリー 2 :「お母さん取れなーい」と叫ぶ

とお母さんが「どうしたの ?」と下からすぐに来

てくれた。お母さんと一緒にギューギューひっぱ

るが取れない。お母さんと相談して，イチかバチ

か思いっきり引っ張ることにする。せーので引っ

張ってみたら，ビリッと切れちゃって，ボロッ

と首が落ちた。中からおがくずがザーと出てき

ちゃってお母さんと大爆笑。あれれれれれー，壊

れちゃった。今日もらったのにね，と顔を見合わ

せて笑う。お母さんは急いで下に首を拾いに行

く。居間でお母さんが首と胴体をモクモク縫って

くれる。おがくずの代わりにパンヤを入れて綺麗

に直してくれる。良かったねと言って，疲れたの

で窓でジュースを飲む。困ったことがある時には

親を呼んで助けてもらう，良かったと思う。うじ

うじちゃんは笑っていて楽しそう。

ストーリー 1 : 最初のストーリー 1 は悪いこ

とをしていても誰にも言ってないのでビクビクし

ている内容である。そこで，Cl と相談した結果，

誰か大人がうじうじちゃんのやる悪いことに気づ

いてケアーしてくれ，その結果，うじうじちゃん

は赦されるという方向性で創造的調整の物語を作

ることとなった。

うじうじちゃんは物を盗む。お金も。お店，お

うちのお金を盗る。お金があって使うのがスリリ

ングで楽しい。おうちで普通に過ごすことでは満

たされない何かがある。親と何でも話せるおうち

ではない。優しくされないからヤサグレて，自暴

自棄になって，親に優しくされないので，自分に

優しくなれない。どうでもいいや。だからそれを

埋めるためにお金を盗って物を買うと幸せな気持

になれる。駄菓子を買って食べる。物をぶっ壊し

たり，火を付けてしまうので，やることはすごい

が，ビビリなのでいつも警察を気にしている。親

の目にもビクビクするので，この世に一人ぼっち

の気持になる。

そんな中，学校で集金袋がなくなった。うじう

じちゃんしかクラスにいない時になくなったので

担任の先生がうじうじちゃんに聞いてきた。うじ

うじちゃんは担任の先生が嫌なので，一言もしゃ

べらなかった。担任の先生が困り果て「じゃあ少

しゆっくりしながら話ができるところに行こう」

と保健室にうじうじちゃんを連れて行った。保健

室の先生は笑顔で，「あらあらどうしたの，うじ

うじちゃん」と声をかけてくれた。うじうじちゃ

んは何故かホットして，ちょっぴり暖かい気持に

なった。保健室の先生が少し雑談した後に，「そ

ういえばさー……，うじうじちゃんのクラス，な

んだか大変なことになってるねー」と言った。う

じうじちゃんはドキリとした。でも保健室の先生

は笑顔で「何か情報知らない ?」と言っている。

うじうじちゃんはどうしよう，どうしようと黙っ

ていた。先生は「もし困っていることがあったら，

全力で助けるよ。うじうじちゃんの安全は守って

あげるよ。うじうじちゃんが一番いい方法で過ご

せるように協力するよ」と言ってくれた。うじう

じちゃんは先生に話したくなってきたけど，でも

どうしようと思う。それでも先生はずっと暖かい

笑顔で「大丈夫，大丈夫」と背中をさすってくれ

る。なんだかだんだん暖かい気持と悲しい気持が

まざって，気づいたらボロボロ涙が出ていた。先

生は「あれれ，うじうじちゃんどうしたの ?」と

聞いてきた。うじうじちゃんは，あー，もう話し

てしまっていいかな……，と思い始めてきた。先

生は根気強くずっと笑顔で見舞ってくれてて，「あ

あこの人だったら話してもいいかな」と思った。

それで「先生，あのね……」と正直に話すことが

できた。先生に知られちゃった悲しさと話せたう

れしさと複雑な気持ちだった。うじうじちゃん

は，イライラと悲しい時，いつも保健室に来てい

いですよと言ってもらいたい，このことをお母さ

んに伝えて，うじうじちゃんの事を判ってもらい

たい，と思っている。

うじうじちゃんは寂しい時保健室で遊んだり，

お話しして楽しい時間が増えた。先生から話を聞

いたお母さんは心配してくれて，いつもよりたく

さん話しかけてくれて楽しかった。それまではお

うちに居場所がなかったけど，お母さんが話しか

けてくれるから，ああここにいてもいいんだと

思った。母から無視されると存在がないと思っ

て，いちゃいけないと思った。すごく寂しいなと

思う。母が話しかけてくれると，嬉しいなと思う。

ここの家の子だから，ここに居てもいいんだと思

う。

これらのストーリーを書きながら Cl はある程

度，主人公に同一化して疑似体験した。特にストー
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リー 1 の創造的調整の物語では，涙を流しなが

らカタルシスも体験したようで，その結果，ストー

リー 1 の状況では，うじうじちゃんは大人に助

けを求める選択のあると，Cl の認知も修正され

た。それぞれの修正後，Th は Cl に修正された肯

定的な体験を，想像でその主人公になってもらう

事で疑似体験を強化した。このワーク後，Cl は
会議で意見を求められた時の症状は軽くなり，自

分の意見をなんとか述べられた。個人セラピーは

その後も続いたが， 1 年後，まだ苦手だか専門

家として能動的に自分の意見を会議で発言できる

様子であった。

4. 考察

（ 1 ）対象となる感情・身体感覚，行動のパター

ン

事例 1 は GT で扱う事が難しい典型的な症状

の一つである。最初のセラピストは恐怖感を増幅

して過呼吸という結果に終わり行き詰まった。極

度の恐怖等の陰性感情を体験しているが具体的な

状況の言語化を行えない時の困難さの一因は，ク

ライエントが何故そのような感情が起こっている

のかという原因を理解できないので，そのような

自分の受容が起こりにくい事である。しかも，そ

の陰性感情の原因に関連する情報がないので，セ

ラピーがそれ以上進まず，Th は困惑したままに

終わる。すると，Cl は更に自分自身へマイナス

のイメージ，例えば自己嫌悪，恥の感覚，自己否

定感を増大する結果に終わり，俗に言う，傷口を

開いたままにセラピーが終わる，或いは，何かの

トラウマを徒に再現するだけに終わってしまう可

能性がある。

事例 2 は強迫的な回避行動に対するセラピー

と考えられる。強迫的な行動のセラピーの難しい

点の一つは，状況と行為の結びつかなさである。

つまり，有能な専門職の人が，会議で周りから意

見を聞かれるという状況で，それを災いと感じて

反射的に聞かないふりをするという事は，他者に

も本人にもその心の動きとして理解できない。強

迫的な行動に関しては，セラピストがそれ以上内

層を探索しようとしても，何も出てこない場合が

多く，それ以上 GT としてセラピーを進めるのは

困難と考えられる。

（ 2 ）擬人化して EC へ置く意味

しかし，いわば行き詰まった Cl のその状態そ

のものを外在化して EC に置くのがこのプロセス

の特徴である。これは行き詰まった場合でも，必

ずセラピーを進展させられる事を意味する。事例

1 では，その症状に相応しい人物像という事で，

20 代前半の男性，事例 2 では小学校 2 ・ 3 年

の女の子を EC に置いた。

事例 1 と 2 の共に Cl 自身と異なる年齢になっ

たのは，症状をより受容する枠組みの結果，そう

なったと考えられる。

（ 3 ）創出された物語のセラピー的な価値

2 のプロセスにより意識的に投影を行う対象

が創出されると，そこから物語を紡ぐ事が可能と

なる。事例 1 で Cl は，自分がなぜ強い恐怖から

過呼吸に陥るのかわからない状態から，少なくと

も，そのような強い恐怖が生み出される状況が物

語上あり得るという事を理解し，自分にも生育歴

で象徴的にそのような事が起こったのかもしれな

いという洞察を物語から得た。これは過呼吸と極

度の恐怖感に対する受容を促し，自分に対するマ

イナスイメージの改善に繋がるであろう。更に，

物語により，対象となる感情に関連する具体的な

状況が判るので，外在化された人物に対してのセ

ラピーではあるが，セラピーを進められる。原因

不明の恐怖から過呼吸になっているクライエント

の探索的なセラピーはそれ以上できないが，投影

で物語を作り，ストーリーのような 2 才の子ど

もをいったん見出せば，その後のケアーは，物語

上ではあるが十分に可能である。

事例 2 で最初に創られたストーリーは，ストー

リーの詳細が事実と正確に符合するかどうかは不

明だが，生育歴から考えると，Cl 自身もこのよ

うな出来事があったかもしれないと考えられる内

容である。しかし，Cl はこの時期全般の詳細な

記憶を覚えていない。防衛機構が働いて，記憶に

アクセスできないのである。このような場合で

も，投影により物語りは創る事は可能であり，投

影された内容は自分自身の事なので，結局，Cl
自身に関連する事柄が出てくると考えられる。

自分の中の受け入れられない部分は，他人の中

に投影される。投影物語り法はこの事実をセラ

ピー的に利用したやり方と言えるのではないだろ

うか。
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（ 4 ）創造的調整のために反対の極の物語

現在のトラウマに対するアプローチは，トラウ

マの起こった直後は日常生活の再建とそのための

安全感，安心感を確立する事を第一として，そ

のための慰めやサポート等のケアーを心理援助

職は行うように奨励されている 11）。この段階で

は，トラウマによって恐怖感等の感情が凍り付い

ていたとしても，それを積極的に表現することは

選択されない。Cl の生活が再建され，日常の中

に安全と安心が確立されて CL が落ち着き，もし

PTSD の症状が現れたら，そこで始めて感情表現

を含めた介入を行う。この視点から見ると，最初

の物語りでの内容は， 2 才の子どもが友達を殺

し，自分の母親から激しく非難され続けている

という状態である。 2 才の子どもにしてみれば，

とても心理的な安心と安全が確立されたとは言え

ない。従って，反対の極としての物語では，子ど

もがケアーを通じて心理的に安全・安心を確立す

るという方向性で物語りを創造した。興味深いの

は，投影された 2 才の子どもがケアーされて安

心するに従って，Cl 自身も安心感と癒しを体験

していったように観察された事である。擬人化さ

れた人物が創造された物語りのなかで癒やされて

いくと，Cl 自身も癒やされていく現象は，事例

2 でも見られた。

事例 2 では，単一の出来事ではなく，生育史

を彷彿とさせる関連する 3 つのストーリーが創

られた。この 3 つのストーリーに関して， 3 が

あって 2 が起こり，その結果 1 になるという因

果関係をクライエントは感じた。そこで，それぞ

れの否定的なストーリーに対応する肯定的な体験

を 3 ， 2 ， 1 の順に作り出したが，クライエン

ト自身も主人公と同じ疑似体験を通じて，いわば

人生を生き直したのかもしれない。自分は悪い人

というクライエント自身のスキーマに少し変化が

生じたようである。幼少期からの根深い否定的な

スキーマを変化させるのは容易ではないが，この

ように肯定的な疑似体験を創造しながら体験する

方法は，新しい可能性を提供するかもしれない。

5. 総合考察

（ 1 ）投影を扱う芸術療法として

箱庭療法，絵画療法，スクウィグル法等，Cl
の投影を利用した心理療法は芸術療法として確立

されている。その治癒原理は，Cl の心的世界の

内奥を表出し，それを Th という他者とコミュニ

ケートする表現行為自体がカタルシス効果を持つ

とされている。更に，描かれたものと描き手の

Cl の間に心理的な交互作用が生まれ，客観的に

自分の心的な世界を見つめ直すことが，ひいては

自分自身の受容につながる，とされている（伊藤，

2004）12）。

投影物語り法をこの視点から検討すると次のよ

うな特徴がある。第 1 は，Cl にとって嫌悪的な

心的内容に対して，最初から徹底的な受容を行う

という枠組みが存在する点である。これは外在化

され擬人化された人物がそうなって当然という物

語りを作って下さいという教示に現れている。扱

う心的内容に対して，良い或いは悪いという判断

から離れ，誰でもそのような出来事を経験したら

そうなって当然という教示は，その心的内容の今

の状態をあるがままに受容するだけでなく，その

問題の生成に関しても積極的に受容する態度を

Th と Cl の両方に作り出す。投影を使う芸術療法

はその問題を扱う時，ほとんど場合は，その問題

の「今」を表現する。一方，投影物語り法では問

題の「今」に加えて，その問題の過去の歴史の表

現も促す。この歴史という時間軸を明示的に加え

た受容により，問題と自分自身に対してより深い

受容が促進されると考えられる。

第 2 の特徴は，外在化して擬人化された人物

に対して自分ではない他人という設定である。自

分の事として捉えると，Cl の中で様々な防衛が

働き抵抗が生じる。逆に言うと，それだけ防衛機

構が強い内容だからこそ，Cl のこれまでの歴史

の中で，その部分に適切に触れられずに問題とし

て存在し続けたと考えられる。自分の事として捉

えると受け入れられないものでも，他人に対して

はより簡単に投影される。従って，他人という設

定で投影をより積極的に行う事で，逆に，Cl は
自身に関して様々な情報が得られ，そこから行き

詰まったセラピーを進展させられる。筆者の経験

や他の Th の報告によると，自分の内層の探索で

それ以上深まらない場合，そこで問題を外在化，

擬人化して他人という枠組みを作ると，ほぼ例外

なく投影が起こり，関連した心的内容が出てく

る。この意味で，強い抵抗が生じた時の介入法と

しても有効かもしれない。
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（ 2 ）手がかりのない感覚・感情，行動の意味

ソマティック・エクスペリエンス（以下 SE と

記す）の創始者であるリヴァインによると，トラ

ウマ的な体験は，感情や感覚の強烈さのために，

しばしば，記憶の諸要素であるその記憶の身体感

覚，イメージ，行動，感情，意味が切り離され断

片化されて記憶され，それらは繋がりなく再活性

化されるという 13）。そうなると，その人は，再

活性化された記憶が，再活性化された時の状況に

相応しくなく，また，記憶と呼べるその時の状況

も思い出せないので困惑する。事例 1 において，

Cl はテーマとして話した現在の状況からのセラ

ピーの介入で，強い恐怖を文脈なしに体験した。

このように文脈を伴わない強い恐怖は，リヴァイ

ンの言う断片化され解離した状態で存在している

ものが，何かの刺激で再活性化されたと考えられ

る。SE によると，断片化された記憶からその時

の状況等の文脈を再現してトラウマを処理する時

に，喚起される感情が強すぎると処理が上手く行

かないという。最初の GT で過呼吸に陥り。セラ

ピーを勧められなかったのは，正に，これに相当

すると考えられる。

更にリヴァインによれば，Cl において記憶と

は出来事の正確な記録ではなく，出来事の印象に

従って，色，イメージ，音，におい，解釈，類似

の覚醒と感情を持つ反応の中から，Cl は選択を

行い，組み合わせて記憶と呼ぶものを作っている

という。つまり，心がある体験のゲシュタルト（全

体のまとまり）を作り出そうとするプロセスを，

記憶と考えているのである。しかし，ゲシュタル

トを作るための適切な情報が見つからないと，神

経系が適切な反応を求めて絶え間なく無駄に探し

求め続ける結果となり，これがトラウマ反応とし

て現れると考えられている。これを終わらせる，

つまりトラウマを癒やすには，Cl が能動的に記

憶のゲシュタルト，物語を作る必要があり，その

素材となるイメージは現実のトラウマに事実とし

て関連するものだけでなく，表現に合えば，トラ

ウマとは関連のないイメージでも問題はないと述

べている 13）。ロスチャイルドの言葉を借りると，

トラウマにおいて，バラバラに断片化されたつな

がりのない部分がすべて結びつけられて一つの完

成された全体となった時に，トラウマ体験の統合

が可能になり，この意味で，すべてのトラウマ療

法の目的は，トラウマの出来事からバラバラにさ

れ解離して記憶に存在するすべての要素を統合

し，意識化し，まとまった物語りを作り出すこと

である，と述べている 14）。

この視点から投影物語り療法を検討すると，事

例 1 において，投影というプロセスを用いて Cl
は，文脈なしの恐怖のイメージに相応しい素材を

能動的に探し出していると考えられる。そして，

その恐怖を感じて当然という物語を創造した時，

解離した恐怖に対して一つのゲシュタルトを形成

したと考えられるのではないだろうか。即ち，リ

ヴァインのモデルに従えば，断片化された記憶の

一つの要素を，本方法で創られた物語を通じて他

の要素と結びつけ，部分的にでも統合したと理解

できるのではないだろうか。

事例 2 の場合は，ある状況下で強迫的な行動

が起こっているが，これは強迫的な行動が感覚，

イメージ，感情，認知から解離して，単独で存在

していると考えられる。この Cl は生育歴の中で，

シビアな虐待とネグレクトを経験した背景を考え

ると，様々なトラウマを負っていても不思議では

ない。強迫的な行動がトラウマ反応であると考え

られれば，事例 1 と同様の議論ができる。つまり，

投影で物語を創り，記憶のゲシュタルトを形成す

る事で，トラウマ処理が進んだと考えられるので

ある。

（ 3 ）凍り付きの防止

トラウマ治療の難しい部分は，トラウマは辛い

感情や恐怖から，感情的麻痺を容易に引き起こ

す，固まる事，凍り付きが起こりやすく，いった

んそれが起こるとそれ以上の作業が困難になる

という点である 15）。ポリベーガル理論によると，

凍り付きは自律神経系で起こるとされている。つ

まり，Cl は随意的に凍り付きを起こしたり起こ

さなかったりすることは不可能で，凍り付きは本

人の意志と無関係に自動的に起こるのである。ト

ラウマ治療では，これをいかに防ぎながらセラ

ピーを進めるかは重要ポイントとなる。

投影物語り法において，他人として外在化する

枠組と，他者に投影する枠組み自体が凍り付きを

防ぐ機能として働いていると考えられる。つま

り，自分の問題として捉えれば辛すぎる心理的な

内容も他人として捉えれば，いわば映画を見てい

る安全な観客になれるので，心理的な負担は少な
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くなり，それだけ凍り付きが防止される。そもそ

も，投影は心理的な防衛メカニズムとして機能し

ており，防衛されている状態は Cl にとって安全

な状態である。だからこそ，Cl は自分のトラウ

マに目を向けられるのであろう。いわば，半分は

防衛され，半分は直面しているという絶妙な状態

と言えるのかもしれない。

トラウマを処理するには安全と安心の確保が重

要であるという事は，ソマティック系のセラピー

では作業原理の中に取り入れられているが 13），

14），投影物語り法は外在化と投影という枠組みで

作業に必要な安全・安心を作り出し，凍り付きを

防ぎながらセラピーを進める。凍り付きを防ぎな

がらセッションを進める新たな技法として，一つ

の可能性を付け加えるかもしれない。

（ 4 ）反対の極のストーリーを作る意味

ヴァン・デ・コークによれば，トラウマ治療

は 1 ）教育と身体的な状態を言語化することに

よる感情の同定という要素を備えた安定化， 2 ）

トラウマ性の記憶と反応の条件づけの解除， 3 ）

トラウマに関する個人のシェーマの再構築， 4 ）

安全な社会的なつながりと対人関係能力の再構

築， 5 ）回復的な情緒体験の蓄積と考えられて

いる 16）。GT で通常実践されているように感情を

表現したら終わりではなく，トラウマに関する認

知が変わり，対人関係においてより肯定的な経験

ができるようになる必要がある。トラウマ処理の

一つの標準治療法として評価を確立しつつある

EMDR では，トラウマを思い出し眼球運動によ

りそれらの脱感作を行った後に，肯定的な認知の

植え付けという作業を行う。トラウマの影響とし

て出来上がった Cl の否定的な認知に対して，新

しい肯定的な認知を新しい鋳型として作り，今後

の人生を創造していくという考え方である。具体

的には，眼球運動をセットで行いながら，Cl は
肯定的な認知を言葉で宣言していくという方法を

取る。もし，宣言文に妥当性を感じられなかった

ら，つまり，Cl がその肯定的な認知を自分で信

じられない場合，Th は認知の編み込みという作

業を行う。これは眼球運動を行うセットを行い

ながら，Th は探索的な質問と共に，責任，安全，

選択という視点から，そしてこの順番で対話的に

Cl の認知の変容を目指す 15）。

リヴァインはトラウマ治療において身体を収縮

させるトラウマの渦というメタファーを使い，こ

の渦と再交渉する事が変容につながると唱えてい

る。具体的には，トラウマの渦と逆の渦，つまり

癒やしの渦を作り出し，トラウマの渦と癒やしの

渦を往復する事でトラウマの統合と変容が起こる

と主張している。彼はトラウマの再体験だけでは

不十分で，トラウマの反対のソマティックな体験

が統合には必須と考え，そのための肯定的なリ

ソース，アンカーの重要性を唱えている 13）。

以上の三つの説に共通するのは，トラウマ治療

において，トラウマといわばペアーになる肯定的

な認知・体験が重要であるという視点である。こ

の視点から投影物語り法の反対の極の物語りを創

造するという意味を検討する。投影物語り法で

Cl は，現実のトラウマに近似した最初の物語り，

つまり否定的な体験と，状況は同じでも異なる展

開をする修正された物語り，つまり肯定的な体験

の両方を疑似体験する。これにより，Cl は同じ

状況でも，選択を変えれば異なる結果になる事を

体験的に学ぶ。トラウマの重大な後遺症の一つ

は，トラウマを想起するような状況になると過覚

醒或いは低覚醒になり，適切な行動が取れなくな

る事である。その結果，元のトラウマの否定的な

認知を修正するであろう実体験が起こらず，トラ

ウマ的な状況に対して強い条件付けが起こってし

まっている点である。このような状況の中で，Cl
は別の選択肢が起こりうるという事を思いつかな

いし，信じられない。従って，Th が別の選択肢

を提案しても，Cl から採用される事は非常に希

である。

そこに，同じ状況に対して肯定的な結果で終わ

る事を Cl が疑似体験すると，その疑似体験自体

により認知が変容し，それは選択肢を広げる結果

となるようである。これはトラウマの脱条件付け

と言えるであろう。

投影物語り法によると，Cl は一つのトラウマ

的な状況に対して辛い体験と肯定的な体験の両方

を体験する。辛い体験を知っているからこそ，肯

定的な体験の意味をより深く理解できる。これ

は，単純に肯定的な体験だけに焦点を当てる方法

や，辛い経験を無かった事にするやり方よりも，

人としての成長を促すと考えられる。辛い否定的

な経験も大事な経験として，知恵の源にする姿勢

がうまれるのである。トラウマとなるような圧倒
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的な状況でも，GT の実存的な哲学である自分の

人生は自分で創造するという事と，そのための選

択肢が必ず存在するという事を経験的に理解でき

る機会となるのかもしれない。この意味で GT の

価値観に添った手法と考えられる。

6. 今後の検討課題

投影物語り法は，まだまだ知見の蓄積もこれか

ら必要であり，更に，他の実践家の報告例も望ま

れる。その中で重要と思われる検討課題は以下の

通りである。

文脈のない症状や問題行動を擬人化して投影を

引き出す本方法は，どのような理解不能な症状に

対しても，Cl からその症状の原因となるような

生育歴に関する心理的な要因を，部分的にでも探

索する事を可能とする。そこでは，物語として投

影された内容が現実の記憶としてどのくらい信憑

性があるかという問題以上に，その投影して物語

を創造する行為自体が癒やしにつながる可能性を

リヴァインの記憶モデルは示唆している。投影物

語り法とリヴァインの説との関連は，非常に興味

深い視点であろう。

投影された内容を操作する事の有用性につい

て，本論文では効果が見られたが，他の投影媒体

との比較も含め，これからの検討課題としては重

要であろう。特に反対の極の肯定的な物語を創

造する可能性について，Cl の肯定的な体験の治

癒効果はこれまではあまり議論されていないだけ

に，その有用性に関して慎重な研究と議論が望ま

れる。

最後に，事例 2 に見られるような強迫的な問

題に対して，他の心理療法を含めても，原因とな

る要因を生育歴から探索するのは困難を極める。

従って，投影物語り法はその心理的な原因を探索

する意味で新たな心理援助の可能性を提供する

可能性がある。今後の研究を待ちたい。（この論

文は 2014 年 7 月の日本ゲシュタルト療法学会，

第五回学術大会での発表を基に，加筆修正したも

のです。関係者の方々に感謝いたします。）
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