


Trauma and the Body

トラウマと
身体

• Trauma is a highly activated incomplete biological response to 
threat, frozen in time. Trauma is physiological. 

トラウマとは、脅威に対する高度に活性化された不完全な生
物学的反応であり、時間が止まったようなものです。トラウ
マは生理的なものです。

• We need to teach breathing and movement and work with the 
parts of the brain that are most impacted by trauma—areas that 
the conscious brain has no access to.

私たちは、呼吸することと動くことを教えて、トラウマによ
って最も影響を受けた脳の部分 ―意識的な脳がアクセスでき
ない領域― に働きかける必要があります。

• Sensations in our bodies can produce profound changes in both 
mind and brain that can lead to healing from trauma.

私たちの身体の感覚は、心と脳の両方に深い変化をもたらし
、トラウマを癒すことができるのです。



PTSD DSM
IV

＊PTSD: Post Traumatic 
Stress Disorder

心的外傷後ストレス障害

＊DSM: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental 
Disorders

米国精神医学会診断
統計マニュアル第4版

• Trauma is a physiological embodied experience even 
when the traumatic event causes no direct bodily 
harm.

トラウマは、たとえそのトラウマとなる出来事が

直接、身体に危害を及ぼしていなくても、生理的な

身体経験です。

• Incidents that are perceived as threatening

脅威と認識される出来事

• Being a witness to acts of violence to others

他者への暴力行為を目撃すること

• Hearing of violence to or the unexpected or violent 
death of close associates

親しい人たちへの暴力や、親しい人たちの予期せぬ死
や暴力的な死について聞くこと



Trauma and the Body
トラウマと身体

• Trauma is re-experienced in the present, not as a story, but as profoundly disturbing physical 

sensations and emotions that may not be consciously associated with memories of past 

trauma. 

トラウマは、物語としてではなく、過去のトラウマの記憶とは意識的には結びついていないかもしれな
い、深く動揺させる身体感覚や感情として、現在において再体験されます。

• Terror, rage and helplessness are manifested as bodily reactions, like a pounding heart, 
nausea, gut-wrenching sensations and characteristic body movements that signify collapse, 
rigidity or rage…. 

恐怖、怒り、無力感は、心臓の動悸が速まったり、吐き気、腸が締め付けられるような感覚、崩壊、硬
直、怒りを意味する特徴的な体の動きなどの身体の反応として現れます......。



Trauma
トラウマ

• The aftermath of traumatic events can 

result in what might be thought of as a 

rhythmic misattunement including 

intrusive thoughts, and an inability to 

regulate emotions and mental images. 

トラウマ的な出来事を体験した後は、侵入してこ

られるような思いや感情や心象を調節することが

できなくなるといったことを含むリズムのミス

アチューンメント（不同調）と考えられるよう

なものが生じ得ます。



THE 
AUTONOMIC 
NERVOUS 
SYSTEM

自立神経系

The Autonomic Nervous System (ANS), a part of the peripheral 
nervous system, regulates internal organ functions, such as heart 
rate, digestion rate and pupil dilation. It also responds to trauma or 
threat.

末梢神経系の一部である自律神経系（ANS）は、心拍数、消化率、
瞳孔の拡張など内臓機能を調節しています。また、トラウマや脅威
にも反応します。

The ANS is usually conceptualized as consisting of two branches, 
the sympathetic and parasympathetic nervous systems.

ANSは通常、交感神経系と副交感神経系の2つの枝から構成されてい
ると考えられています。

The sympathetic nervous system activates the body, especially 
during emergencies (“fight-or-flight”); the parasympathetic is 
calming (“rest-and-digest”).

交感神経は特に緊急時に体を活性化させ（「闘争または逃走」）、
副交感神経は心を落ち着かせます。（「休息と消化」）。



The Nervous System Connection
神経系とのつながり

• Increased arousal in the ANS

ANSにおける覚醒の亢進

• Chronic arousal in the ANS

ANSの慢性的な覚醒

➢“Therapy needs to consist of helping people to stay in their bodies and to understand these 

bodily sensations.” (Bessel van der Kolk)

「セラピーは、人々が自分たちの身体の中にとどまり、これらの身体感覚を理解するのを助ける

ことから成り立っている必要があります。」（ベッセル・ヴァン・デル・コルク）



Symptoms
症状

PTSD comprises three sets of symptoms:

PTSDは３つの症状から構成されています。

1. Intrusion (traumatic memories, nightmares anger)

侵入（トラウマとなる記憶、悪夢、怒り）

2. Avoidance
回避

3．Hyper-arousal 
過覚醒



Symptoms

症 状

Accelerated Heart rate

加速度的な心拍数

Cold Sweating  
冷や汗

Rapid Breathing
急速な呼吸

Heart Palpitations
心臓の動悸

Hypervigilance
過敏症

Hyper Startle Response
超驚愕反応



訳者注： 和訳はスライドの下のノート部分に書いています。
Japanese translation is shown in the below note.



Symptoms lead to
症状は、下記のような身体の状態につながります。

➢Sleep disturbances

睡眠障害

➢Loss of Appetite

食欲不振

➢Sexual Dysfunction

性機能障害

➢Difficulties Concentrating

集中力の欠如



Fight or 
Flight

闘争または
逃走



PETER LEVINE
ピーター・リヴァイン博士

• “Traumatic symptoms are not caused by the 'triggering' event itself. They stem from the frozen residue of energy 

that has not been resolved and discharged; this residue remains trapped in the nervous system where it can wreak 

havoc on our bodies and spirits.” 

from Waking the Tiger by Peter A. Levine, PhD

『トラウマの症状は、「きっかけとなった」出来事、それ自体に起因するものではない。トラウマは、解決される
ことも捨て去られることもなく、凍り付いてしまったエネルギーの残留物から始まる。
この残留物は、神経系の中に閉じ込められて残ってしまっていて、私たちの身体と精神に大混乱をもたらす可能性
がある。』

「Waking the Tiger（そのトラを目覚めさせよ）」より

ピーター・A・リヴァイン、PHD 邦題： 心と身体をつなぐトラウマ・セラピー（雲母書房）



Peter Levine  
ピーター・リヴァイン博士

• When the nervous system does not reset after an overwhelming experience, sleep, cardiac, 

digestion, respiration, and immune system function can be seriously disturbed. Unresolved 

physiological distress can also lead to an array of other physical, cognitive, emotional, and 

behavioral symptoms.

圧倒的な体験をした後は、神経系がリセットされないと、睡眠、心臓、消化、呼吸、免

疫系の機能に深刻な障害が生じることがあります。解消されない生理的苦痛は、他の身

体的、認知的、感情的、そして行動的な症状を引き起こす可能性もあります。



THE VAGUS 
NERVE
迷走神経

• The vagus nerve, or more precisely the ventral branch of 
the vagus nerve, controls the muscles of the face, heart 
and lungs — parts of the body used to interact with 
others.

迷走神経、正確には迷走神経の腹側枝は、顔、心臓、肺など、他
者と交流するために使われる身体の部分の筋肉を制御しています
。

• Another branch of the vagus, the dorsal vagus, regulates 
organs below the diaphragm. It is instrumental in 
activating the “shutdown” of the body seen in cases of 
overwhelming trauma. From an evolutionary standpoint, 
this is a much older part of the nervous system.

迷走神経のもう一つの枝である背側迷走神経は、横隔膜よ
り下の器官を調節しています。
これは、圧倒的なトラウマの場合に見られる、身体の「シ
ャットダウン」を作動させるのに役立ちます。
進化の観点からすると、これは神経系の中でもかなり古く
にできた部分となります。



訳者注：和訳は
下のノート部分

に記載しています
。Japanese is shown
in the below note.

訳者注：和訳は下の

ノートの部分に記載して
います。
Japanese is shown
in the below note.



Limbic System 大脳辺縁系

訳者注：和訳は下の

ノートの部分に記載して
います。
Japanese is shown
in the below note.



訳者注：和訳は下の
ノートの部分に記載して
います。

Japanese is shown in the 
below note.



Trauma and Rhythm
トラウマとリズム

• Dr. Bruce Perry says we need “patterned, repetitive, rhythmic somatosensory activity,” literally, bodily 
sensing exercises. Developmental trauma happens in the body, where pre-conscious “implicit memory” 
was laid down in the primitive brain stem (survival brain) and viscera. Long before we had a thinking 
frontal cortex or “explicit memory” function.

ブルース・ペリー博士は、私たちには「パターン化された、反復的でリズミカルな体性感覚活
動」、文字通り、身体を感じる運動が必要だと言っています。

発達期のトラウマは、原始的な脳幹（サバイバル脳）と内臓に、事前に意識された「暗黙の記
憶」がベースにある身体で起こります。

私たちが考える前頭葉皮質や「明示的記憶」機能を持つずっと前のことです。



Embodied Intelligence
体現化された知性

• The body stores and holds memory and that embodied intelligence is important 
in revealing what is buried in the unconscious.

身体は記憶を保存し、保持するので、その身体の一部となった知性は

無意識の中に埋もれているものを明らかにするのに重要です。

• The sensory experiences invited by our work with clients in arts modalities 
brings us into the here and now. 

アーツモダリティを用いたクライアントと私たちとのワークがもたらす
感覚的な体験は、私たちを、今、ここに引き込んでくれるものなのです。



Dr. Bruce Perry
ブルース・ペリー博士

• People with developmental trauma can start to feel so threatened that they get into a fight-flight alarm state, and the higher parts of the 
brain shut down

発達性トラウマを持つ人たちは、脅威を感じ始めると、闘争・逃走の警報状態になり、脳の高次の部分が停止してしまうことがあります。

• First the stress chemicals shut down their frontal cortex (thinking brain). Now they physically can not think. Ask them to think and you only 
make them more anxious.

まず、ストレス化学物質が前頭葉（考える脳）をシャットダウンしてしまいます。 その瞬間、彼らは物理的に考えることができません。考えるように彼らに言うことは
、さらに不安にさせるだけです。

• Next the emotional brain (limbic brain) shuts down. They have attachment trauma, so people seem threatening; they don’t get reward from 
emotional or relational interaction.

次に、感情脳（大脳辺縁系）がシャットダウンします。愛着トラウマがあるため、人々が脅威に感じられ、感情や人間関係の相互作用から見返りを得ることができないの
です。

• The only part of the brain left functioning is the most primitive: the brain stem

脳の中で唯一機能しているのは、最も原始的な部分である脳幹だけです。

➢ The only way to move from these super-high anxiety states, to calmer more cognitive states, is rhythm.

このような超高度な不安状態から、より認知的で落ち着いた状態へと移行する唯一の方法が、リズムなのです。



Repetitive Rhythmic Activity
反復されるリズミカルな活動

• Dr. Bruce Perry MD says talk therapy alone can re-traumatize trauma survivors. Perry says we need “patterned, repetitive, rhythmic somatosensory
activity,” literally, bodily sensing exercises.

ブルース・ペリー医学博士は、トークセラピーだけではトラウマのサバイバーに再トラウマを与える可能性があると述べています。ペリーは、「パターン化された、反復的で
リズミカルな体性感覚活動」、つまり文字通り、身体を感じる運動が必要だと言っています。

・The list of repetitive, rhythmic regulations used for trauma by Dr. Perry, Dr. Bessel van der Kolk, Dr. 
Pat Ogden and others is remarkable. It includes singing, dancing, drumming, and most musical
activities. It also relies on meditation, Yoga, Tai Chi, and Qi Gong, along with theater groups, walking,
running, swinging, trampoline work, massage, equine grooming and other animal-assisted therapy….
even skateboarding.

ペリー博士、ベッセル・ヴァン・デル・コルク博士、パット・オグデン博士などがトラウマに用いた反復的でリズミカルな調整のリストは注目に値するものです。 それには、
歌、踊り、太鼓、殆どの音楽活動が含まれます。また、瞑想、ヨガ、太極拳、気功、シアターグループ（劇）、ウォーキング、ランニング、ブランコ、トランポリン、マッサ
ージ、乗馬グルーミング、その他の動物介在療法、さらにはスケートボードまでもが、その対象となるのです。

• “Patterned, repetitive, rhythmic somatosensory activity… elicits a sensation of safety. Rhythm is regulating. All cultures have some form of patterned, 
repetitive rhythmic activity as part of their healing and mourning rituals — dancing, drumming, and swaying. 

「パターン化された反復的なリズミカルな体性感覚活動は...安全な感覚を引き出します。リズムは調整するものです。すべての文化において、癒しや弔いの儀式
の一環として、パターン化された反復的なリズミカルな活動-ダンス、ドラミング、身体を揺らすことが行われています。







Embodied Rhythm
体現化されたリズム



Collective 
Trauma
集合的トラウマ

• Levine alludes to a “collective nervous 
system” when studying herds of animals 
such as gazelles in the wild detecting 
danger where it has been observed the 
collective herd tighten their muscles 
collectively in preparation for flight. 

ピーター・リヴァイン博士は、ガゼルなどの野生
の動物の群れについて研究していると、彼らは、
危険を察知した時は、逃げる準備をするために、
群れ全体が筋肉を引き締めることが観察されてい
て、そのことが、「集合神経系」のことを示して
いるとしています。



Two types 
of trauma:
トラウマの
2つのタイプ

Large T (major events, natural disasters, war, 
sexual abuse etc. and small t (dental 
procedures, minor car accidents).  (Dr. 
Francine Shapiro)
大きなT（大きな出来事、自然災害、戦争、性的虐待
など）と小さなT（歯の治療、小さな交通事故など）
。（フランシーン・シャピロ博士）

Cumulative trauma or C-trauma – racism, 
poverty, anti-semitism

累積的トラウマ（C-trauma）–人種差別、貧困、反
ユダヤ主義



Three types 
of 
resources
３種類のリソース

Three types of resources that can be drawn upon to enhance 
nervous system reorganization:  

神経系の再編成を促進するために利用できる３種類のリソ
ース

• External (people, environments)
外的（人、環境）

• internal (value, beliefs) 
内的（価値観、信念）

• imagined (images, gestures, sounds, etc.). 
想像（イメージ、ジェスチャー、音など）

Miller-Karas, E. (2015). Building resilience to trauma: The trauma 
and community resiliency model.  New York:  Routledge. 

ミラー‐カラス、E. (2015). トラウマに対するレジリエンスの
構築：トラウマとコミュニティーのレジリエンスモデル



• Achieving self-regulation is possible by aligning one’s emotions, thoughts and somatic awareness. 
自分の感情、思考、身体意識を一致させることによって、自己調整が可能になります。

• The process is aided and complemented by co-regulation, which is allowing resonance to happen 
with another’s nervous system.
そのプロセスは、他の人の神経系と共鳴させる「共調節」によって助けられ、補完
されます。

• We have been born into the fragmentation of our former generations, so we don’t know a world 
without trauma. Which means that we make trauma normal.
私たちは、前世代の断片化の中に生まれてきたので、トラウマのない世界を知りません。
ということは、つまり、私たちはトラウマを普通のことにしてしまうということです。



Resonance
共鳴

音叉A
共鳴

音叉B

共感的な振動により、共鳴
し始める





Limbic 
System
大脳辺縁系

訳者注：和訳は下のノートの部分に記載しています。
Japanese is shown in the below note.



EXAMPLES OF EXPRESSIVE 
ARTS AND COMMUNITY BASED 
TRAUMA
表現アーツとコミュニティーにおける
トラウマ

THE BOSTON MARATHON
ボストンマラソン

















AN ART RESPONSE TO COLLECTIVE 
TRAUMA 

IN PERU –
THE ITINERANT MUSEUM

ペルーにおける集合的トラウマに
対する芸術的対応

-移動美術館













OTHER EXAMPLES FROM 
THE JOURNAL OF APPLIED 
ARTS AND HEALTH -
SYRIAN REFUGEE CAMP

その他の応用芸術と健
康ジャーナルからの例
-シリア難民キャンプ







a theater piece 
addressing 

hibakusha –
survivors of the 

atomic bombing 
of Hiroshima
広島の被爆者を
扱った演劇作品



Domestic 
Violence 

Prevention –
Guyana

ドメスティック・
バイオレンスの
防止 -ガイアナ



VOCES 
arts and 
healing

ヴォーチェス
アーツと癒し



VOCES: Arts and Healing

ヴォーチェス：アーツと癒し

• A group of expressive arts therapists dedicated to 
addressing the growing humanitarian crisis with 
immigrant and refugee children and families. 

移民・難民の子どもたちやその家族を対象に、
拡大する人道的危機に対処するための表現
ア－ツセラピスト達のグループです。

• We believe that the arts can be a powerful tool to 
give voice to and address the short and long-term 
effects of trauma.

芸術は、トラウマの短期的・長期的な影響に
対処するための強力なツールになり得ると
信じています。



Our Approach
私たちのアプローチ

• Based on integrative methods and current research on 
trauma informed approaches that utilize the arts.

アーツを活用したトラウマに基づくアプローチに関す
る統合的な方法と最新の研究に基づいています。

• The arts have the capacity to bring a stronger sense of 
resiliency and hope while reducing the effects of long-term 
stress.

アーツは、長期的なストレスの影響を軽減しながら、
より強い回復力と希望の感覚をもたらす能力を備えて
います。

• All of our facilitators have years of experience working 
toward mitigating the effects of trauma in individuals and 
communities.

私たちのファシリテーターは全員、個人とコミュニテ
ィーにおけるトラウマの影響を軽減するために長年、
活動してきた経験を持っています。







Juarez January 2020
フアレス2020年1月



A CASE 
EXAMPLE
事例紹介

• 56 YR. OLD WOMAN
56歳の女性

• MULTIPLE YEARS SEXUAL AND PHYSICAL ABUSE FROM 14-18 
YEARS OLD

１４～１８歳までの間、長年にわたり、性的及び身体的
虐待を受ける

• FUNCTIONAL MUSIC TEACHER BY DAY DISSOCIATION, FEAR, 
PANIC AT NIGHT

昼間は通常に働けている音楽教師だが、夜は解離、恐怖
、パニックに襲われる

• RELATIONAL: 3 FAILED MARRAIGES, CANCER3 
関係：3回結婚に失敗、癌に3回罹患















Feet full of pain, the skin of  
my souls, sense burning are 
becoming hot, the pain 
enters through the souls to 
the tops.  The inside muscles 
and ankles ache.

痛みに満ちた足、魂の皮膚、

焼け付くような感覚は熱くな
り、痛みは魂を通して上まで
入ってくる。
内側の筋肉と足首が痛む。



Connection



Connection







one can ground through strength
人は強さを通してグラウンディングができる。



ground 地面



ground through 
nature
自然を介した
地面



Safe
安全



Safe
安全



My body
私の身体



My body
私の身体



My body 私の身体

artist day
アーティストの日





My body
私の身体



My body
私の身体



My mind
initial Connection

私のマインド
（心）
最初のつながり



My mind
私のマインド

areas of functioning
機能している部分

areas of change
変化している部分

areas of new growth,
development
新たな成長、発達の部分



My mind
私のマインド



Mind is primitive
マインドは原始的



My mind
私のマインド



My mind
私のマインド



mind
マインド



mind
マインド



Boundaries
境界



My boundaries
私の境界



boundaries can be created 
through speaking

話すことで境界をつくる
ことができる



Boundaries
境界



Boundaries
境界



Spirit
スピリット（魂）



RELAX
リラックス

WhenI relax it 
triggers
Old history
リラックスすると
古い歴史を
呼び覚ます
引き金になる

Dismantle
the auto-pilot
Switch

解体する
自動操縦
スイッチ



私は戦いを止めたので、戦場から去った。私は、冷静に分析することが出来た。
私は苦痛のドアの前で立ち止まり、中には入らず、どこか別の場所に行くことを選んだ。




