
Tuning in to the Embodied 
and Creative Intelligence

体現化された創造的知性に
同調すること



Creative 
Intelligence
創造的知性

The arts in all forms utilize creative 
intelligence all of the time. This 
intelligence stems from an innate or 
inborn natural ability to be creative. 

あらゆるアーツには、常に創造的知性が活用され
ています。この知性は、生まれつきの、あるいは、
先天的にもっている創造的な力に由来します。

The creative force is fulfilling a basic 
biological need for pleasure, mastery, 
security and relief from anxiety. 
(Dissanayake) 

創造力とは、快楽、支配、安全、不安からの解放
といった、生物学的に基本的な欲求を満たしてい
ます。（ディザナヤケ）



子どもは、話す前に、歌います。
彼らは、書く前に、描きます。
彼らは立ち上がると同時に、
踊ります。
アートは、人間の表現の
基礎です。



Creativity is natural in childhood.
子どもの頃は、創造性をもっているのが自然なことです。

Matthew Fox calls this an imagination deficit disorder, where unsettling 
behavior is responded to with medication without at least trying to use 

creative outlets as a way to address the issue.  
マシュー・フォックスは、これを、想像力欠如障害と呼んでいます。不安な行為に
は、投薬で対応され、少なくともクリエイティブな方法を用いて、その問題を解決

しようという試みはなされていません。

However, children are are being forced more and more to learn in less imaginative ways. 
でも、子どもたちが、想像的な方法で学ぶ機会は、強制的にどんどん減らされています。



Part of what Expressive Arts 
Therapy is trying to do is re-instill 

a sense that it is possible to 
engage in this instinctive 

intelligence by tuning in through 
the arts. 

表現アーツセラピーでは、アーツを通して、この本能的な知性
に働きかけることが可能であるという感覚を再認識させようと
しています。



Jung
ユング

There is a creative intelligence that 

spans all of time, “as if a part of the 

psyche that reaches far back into the 

primitive past were expressing itself 

in these pictures and sounds, finding 

it possible to function in harmony

with our alien conscious mind” 

「原始時代に、はるかにさかのぼる精神の

一部が、これらの絵と音の中でそれ自体を

表現し、私たちの心にある異質な意識と

調和して機能することを見い出しているか

のように」、すべての時間にまたがる創造

的知性があります。



Cave Paintings (38,000 BCE)
洞窟壁画（紀元前38,000年）



治療を目的とした音の歴史的な活用方法

オーストラリアのアボリジニ族が、初
めて音を治療に用いた人たちと知ら
れています。彼らのディジュリドゥと
呼ばれる楽器（イーダキ）が4万年以
上、骨折や筋肉損傷や病の治療に
使われていました。 その他あらゆる、
謎めいた楽器が治療に使われてい
ました。面白いことにイーダキの音
は現代の、音による治療で使われる
音に共通するところがあります。



Traditional Drums and Ritual
伝統的なドラムと儀式



Going back 5,000 years, music tuned to the proper cosmic tones were 
believed to not only affected individuals but was firmly believed to affect 
the health and wellbeing of the society.

5千年前から、適切な宇宙のトーンに同調している音楽は、個人だけに影響を与える
ものではなく、社会の健康や幸福にも影響を与えるものだとかたく信じられていました。



For the past 2,000 years 
the traditional Raga in 
Indian music has been 
utilized to affect different 
moods 

過去2000年間、インド音楽
の伝統的なラーガは、異な
るムード（気持ち）に影響を
与えるために用いられて
きました。



physicist David 
Bohm (1998)
物理学者
デビッド・ボーム

“The personal creative imagination then 

is the blueprint and reflection of the 

eight billion years of evolutionary 

consciousness... When I paint or dance 

or play on the drum, I am releasing the 

light of nature that reveals all her 

secrets” 

「個人の創造的な想像力は、80億年の進化した意識の

青写真であり、その反映です。私が絵を描いたり、ダンスを

したり、ドラムを叩いたりする時、私は、自然のすべての

秘密を明らかにする、自然の光を放出しているのです。」



Universal and Collective Consciousness
普遍的で集合的な意識

Our depictions in art can not only help us to understand 

something about what we might be going through 

personally, but also might touch others as well and express 

something that is universal and collective. 

私たちがアートで描写するものは、私たちが個人的に体験することを

理解することに役立つだけでなく、他の人たち（の心）の何かに触れて、

何か普遍的で集合的なものを共に創り出すこともできます。



Creative Process in 
Expressive Arts 
Therapy

表現アーツセラピーにおける
クリエイティブなプロセス

• Healing occurs through immersion in 

the creative process as contrasted to 

more analytic and verbal oriented 

approaches that have permeated 

many other historical threads within 

the creative arts therapies (McNiff).
クリエイティブアーツセラピーの歴史的な流れに

浸透してきた多くの分析的、あるいは、言語指向

的アプローチ方法とは対照的に、創造の過程に

没入することで癒しが起こります。(マクニフ）

• Therapies of the imagination view 

artistic processes as primary ways of 

knowing that cooperate with the 

reasoning mind.
想像のセラピーでは、芸術的な過程を、推論と共

に、知るための主要な方法とみなします。



Expressive Arts 
Therapy

表現アーツセラピー

Engagement in the arts and creative 

expression can be an important aspect 

of the healing process because of its 

transient nature, its ability to transform 

the human condition into a sensory

and therefore known embodied

experience.

アーツと創造的な表現へのかかわりは、それが提

供する、一時的な質や人間の状態を感覚に

変容させる能力ゆえに、身体化された体験として

知られています。ですので、癒しの過程において、

重要な側面となり得ます。



IMAGINATION 想像

• “The Imagination as a means of communication 
developed much earlier than language and used 
different neural pathways for the transmission of 
information.  This preverbal imagery was both personal 
and transpersonal. 

「コミュニケーション手段と してのイマジネーションは、言語よりも、
はるかに早く発達し、情報の伝達には異なる神経経路を使用していました。
この言語以前のイメージは、個人的なものであり、トランスパーソナルな
ものでした。

• On a personal level the imagination affects one’s own 
physical health and well being.  Images communicate 
with tissues and organs, even cells, to effect a change.
Imagery is transpersonal in that it can be transmitted 
from the consciousness of one person to the corporeal 
structure of another.” (Drake p. 20-21)

個人的なレベルでは、想像力は自分自身の身体の健康や幸福に影響を
与えます。イメージは、組織や臓器、さらには細胞とコミュ ニケーションを
取り、変化をもたらします。イメージは、ある人の意識から、別の人の身体
構造に伝達されることが出来るという点で、トランスパーソナルなのです。」



Creativity クリエイティビティー

• Hans Prinzhorn （ハンス・プリンツホルン）– Creative Expression is an organic and life affirming “urge” 

that can be a source of health and vitality.  

創造的表現は、健康と活力の源となり得る、有機的で人生を肯定する「衝動」です。

• John Holt （ジョン・ホルト）– Creativity as an “immune system of the mind.”

クリエイティビティーは、「頭の中の免疫システム」です。

• Carl Jung （カール・ユング）– Creativity and art making is an organic process, an essential function of 

nature that leads to un-actualized parts of the psyche (archetypes) being restored. 

クリエイティビティーとアート制作は、有機的な過程であり、心の実現されていない部分（元型）を回復

させることにつながる、自然の本質的な機能です。

• Edward Adamson （エドワード・アダムソン） (first art studio in hospital in England, 1946 英国の病院

で初のアートスタジオ1946年) – art allows “nature’s healing powers to restore balance and harmony 

to the troubled mind.

アートは、「自然がもつ治癒力が、問題を抱えた心に、バランスとハーモニー（調和）を取り戻すこと」を

助けてくれます。



Creativity
クリエイティビティ―

• By symbolizing those tendencies in us that we most 
fear, flee from, and hence, are obsessed or haunted by 
-- we transmute them into helpful allies, in the form of 
newly liberated, life-giving psychic energy, for use in 
constructive activity. 

私たちの中にある、私たちが最も恐れ、逃げ出し、それゆえに

執着してとりつかれているような傾向を象徴化することで、
建設的な活動に使うための、新たに解放された、生命力あふれる
心的エネルギーという形で、助けとなる味方に変換するのです。

• That which we had previously run from and rejected 
turns out to be the redemptive source of vitality, 
creativity, and authentic spirituality.

これまで逃げてきたもの、拒絶していたものが、活力、創造性、

真の精神性の救いの源であることに気づくのです。

(Stephen Diamond, p. 8 - Dionysian, Chaos Theory, Ritual Studies/liminality)



Multiple 
Intelligences

多重知能理論

In Howard Gardner’s (1993) groundbreaking book Multiple Intelligences, he 
proposes that there are eight intelligences including, 
ハワード・ガードナーの画期的な著書「多重知能理論」で、彼は、人には下記の8つの知能
があると示しています。

1.Musical

2. Visual-spatial

3.Bodily kinesthetic 

4. Linguistic existential 

5.Interpersonal 

6.Intrapersonal

7.Naturalistic

8. Logical-Mathematical 

音楽・リズム知能

視覚・空間的知能

身体・運動感覚知能

言語・語学知能

対人的知能

内省的知能

博物学的知能

論理・数学的知能



Theories of 
Expressive Arts 
Therapy

表現アーツセラピーの理論

Primary and Secondary Processing: 
一次的及び二次的進め方

• Primary process communications: 
Fantasies, dreams, art, and play (the 
raw affects of our inner experience. 

• 一次的なコミュニケーションの進め方：
空想、夢、アートと遊び（私たちの内側の体
験そのままの影響）

• Secondary process communication: 
the language of conscious rational 
thinking presented consecutively in 
time.

• 二次的なコミュニケーションの進め方：

将来的にそのうち、連続して示される、
意識的で合理的な考えを述べる言葉



Embodied Intelligence
身体化された知性

• The term embodied or embodiment refers to a body centered intelligence that 
informs how one knows and experiences the world. 

「体現化」あるいは「体現」という言葉は、人が世の中をどのように知り、経験するかを教えてくれる

身体中心の知性を意味します。

• This is in contrast to a Cartesian view, where knowledge is primarily of the mind. 

これは、知識は主にマインドの中にあるというデカルト的な考え方とは対照的です。

• Embodied intelligence includes information coming through viscerally from the 
sensory receptors found mostly in muscles, tendons, joints etc. related to the 
nervous system, bringing meaning to and informing the conscious mind. 

体現化された知性とは、主に筋肉、腱、関節などにある感覚受容器から、直感的に入ってくる情報を含み、

神経系統に関連しており、意識的なマインドに意味をもたらし、情報を与えるものです。



Embodied Psychology
身体化された心理学

• Freud believed that consciousness originated in the body.
フロイトは、意識は身体に由来すると考えていました。

• Pioneers in the field of body-based intelligence believe that the body stores and 
holds memory and that embodied intelligence is important in revealing what 
is buried in the unconscious.  
これらのボディ・ベースド・インテリジェンスの先駆者たちは皆、身体は記憶を蓄え、保持し
ており、無意識の中に埋もれているものを明らかにするためには、身体化された知性が
重要であると考えています。

• These practitioners believe that bodily experience, how we walk and move, and 
muscular tensions and sensations, all have a story to tell about who we are and 
who we have been. 
これらの実践者たちは、身体的経験、歩き方や動き方、筋肉の緊張や感覚などすべてが、
私たちが誰であるか、また、誰であったかについて語るべきストーリーを持っていると信じ
ています。



Wilhelm Reich
ヴィルヘルム・ライヒ

• Wilhelm Reich who was the first to bring the body directly into psychoanalysis believed that 
the personality expresses itself through the way the body moves and holds tension.  He 
believed that body armor or muscular tensions can be analyzed and reveal psychological 
characteristics. He was the first to work directly with muscular tensions.

• 精神分析に、身体を直接、持ち込んだ最初の人物であるヴィルヘルム・ライヒは、人格は身
体の動きや緊張の持ち方によって表現されると考えました。身体の鎧や筋肉の緊張を分析
することで、心理的な特徴が明らかになると考えたのです。彼は、筋肉の緊張を直接扱った
最初の人です。

• Belief systems, coping mechanisms, and emotional responses are not just psychological,
but rather they emanate from the physical body and the body has an innate intelligence 
that knows how to release energies that are blocking healthier ways of living.

• 信念体系や対処法、感情的な反応は、単なる心理的なものではなく、むしろ肉体から発せら
れるものであり、肉体には生来の知性があり、より健康的な生き方を妨げているエネルギー
を解放する方法を知っています。



• Startle - Stress Response

• 驚愕 –ストレス反応



Image and Body
イメージと身体

• It is important to understand that images of self and beliefs about how we should 

act in the world are buried deep in our unconscious and in the body. 

この世の中で、私たちがいかに行動すべきかということに関する信念と自分自身のイメージは、私たちの

無意識の部分と身体の中の奥深くに埋められているということを理解することは重要です。

• The emotional and physical environments we grow up in or currently live in, create 

internal reactions such as physical and emotional discomfort or pleasure. These 

‘forces’ begin to set up recurrent patterns that involve ‘image schemata’ which 

involve “perceptual interactions, bodily experiences and cognitive operations.” 

(Johnson, p. 79). 

私たちが育った、あるいは、現在、生きている感情的・身体的環境は、身体的・感情的な不快感や喜び

といった内的反応を創り出します。これらの「力」は、「イメージ（画像）スキーマ」と呼ぶ、「知覚的相互作用、

身体的な経験、認知的な操作」を含む、繰り返し起こるパターンを設定し始めます。（ジョンソン p.79）



Embodied 
Intelligence

and the 
Arts

身体化された知性とアーツ

• This re-imaging can occur through visual imagery, 
but also through sound making (the basis of 
chanting/mantra where a sound is repeated over 
and over again with the intention of aligning with 
the vibration of the words and harmonics) or 
movement (learning to move in new ways, which in 
turn will begin to change how we think and feel 
about ourselves), or dramatic enactment (playing 
different parts of self or different parts of a family 
structure in new ways), or poetry (where the 
imagery of the words can change the internal 
physical, emotional and psychological structure).

• この再イメージングは、視覚的なイメージだけでなく、サウン
ドメイキング（言葉の振動やハーモニクスに合わせて音を
何度も繰り返すチャンティング/マントラの基本）、ムーブメン
ト（新しい方法で動くことを学び、それによって自分自身に
ついての考え方や感じ方を変え始める）、ドラマチックイン
アクトメント（自分とは異なる役割や家族構成の異なる役割
を新しい方法で演じる）、あるいは、ポエトリー（詩）（言葉の
イメージによって、身体的、感情的、心理的な内部構造を
変化させることが可能）などでも行うことができます。



Expressive Arts 
Therapist Daria 
Halprin

表現アーツセラピスト
ダリア・ハルプリン

The entire repertoire of our life experiences can be accessed and 
activated through the body in movement. When entered into as 

mindful expression, movement becomes a vehicle for insight and 
change. 

私たちの人生経験のすべてのレパートリーは、動きのある身体を
通してアクセスされ、活性化されることが来ます。マインドフルな

表現を始めた時、ムーブメントは、洞察と変化のための乗り物となります。

All of the stresses of our lives are stored in and affect the body, 
often creating distress and imbalance, which are reflected in our 
emotional and mental states.  Our bodies contain our life stories.

私たちの人生のすべてのストレスが内側に蓄積され、身体に影響を
与え、しばしば、苦痛や不均衡（インバランス）を創り出し、それが、
私たちの感情や精神状態に反映されます。私たちの身体は、私たちの

ライフストーリーを封じ込めています。



Awakening The 
Embodied Creative 
Intelligence

体現化された知性を覚醒させる

Awakening through embodied 
creative intelligence is 
necessary to combat all of the 
ways that we fall into habitual 
patterns and begin to feel 
numb or mechanical in our 
lives. 

身体化された創造的知性による覚醒は、
私たちが習慣的なパターンに陥り、生活の中
で無感覚や機械的な感覚を感じ始めるすべて
の方法と戦うために必要です。



Participants from 
Research Study on 

Attunement

アチューンメントに関する
研究リサーチの参加者より

“When I am really fully playing, I’m not thinking, and 
it’s really a bodily shift, because a lot of the day I am 
in my mind.” 

「私が本当に目いっぱい遊んでいる時は、私は何も考え
ていません。そして、それは、1日の内の多くの時間を頭
で考えている私にとっては、まさに身体への変換です。」

“I feel my mind settling. I find my body getting more 
restful. I feel like I enter another zone.” 

「私は、自分の心が落ち着く感じがします。私の身体も、
より十分に休めているように感じます。まるで別のゾーン
に入り込んだかのような感じです。」

“You become integrated in yourself, like when your 
feelings and your body sense gets authentically 
brought out, in whatever we’re using, whether it be 
instruments, or the art, there’s this direct 
connection.” 

「楽器であれ、アートであれ、どのような手段を用いたと
しても、あなたの感情と身体の感覚が本当に引き出され
た時は、そこには直接的なつながりがあり、あなたは、
あなた自身と統合されるようになります。」



Active Imagination アクティブイマジネーション

Maria Von Franz’s Four Stages マリア・フォン・フランツによる4段階

• 1.) Empty your mind
頭の中を空っぽにする

• 2.) Invite the image or impulse (somatic, auditory, spatial, or visual images)
イメージまたは衝動（体細胞、聴覚、空間的な、あるいは視覚的なイメージ）を誘う

• 3.) Give the impulse an artistic form

その衝動に芸術的な形を与える

• 4.) “The ethical confrontation with the material” where one has to bring meaning 
back to ordinary life 

個人が、日常生活に、意味を取り戻す「素材との倫理的対立」


