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箱庭療法の治癒的要因の概観と展望 

―「力動」と「プロセス」の観点から― 
 

不破 早央里 
 

 

 

 

1．問題と目的 
 箱庭療法は，1929 年に Lowenfeld, M.によって考案された The World Technique（世界技法）を

基にして，Kalff, D. M.が分析心理学の理論を適用し，確立した心理療法である。制作者は砂を

敷き詰められた砂箱に向かい，アイテムや砂を用いて砂箱の中に自由に制作する。日本には

1965 年に河合隼雄によって導入され，心理臨床領域のみならず福祉・教育などの様々な領域で

用いられている。そのため，箱庭療法の実態を調査する基礎的研究と実際の事例を取り上げる

臨床事例研究が推し進められているが，岡田（1984）によると，「実際には研究方法，研究にお

ける統計の問題，客観性の問題などと現実の治療との間に大きなギャップを感じ続けている」

とされている。このように，基礎的研究と実際の箱庭療法には乖離があり，そのギャップをど

う埋めていくかが課題にあげられてきた。遠藤（2010）では箱庭療法学研究に掲載の 208 論文

を概観しているが，その約 8 割が事例研究である。現状としては，実際に箱庭療法が心理療法

として用いられ，その報告は数多くあるが，そこで実際に何が起こっているのか，なぜ治って

いくのかという根本である問い，すなわち箱庭療法の治癒的要因1に関わる研究は不十分である

という状況があるのではないだろうか。また，基礎的研究と実際の心理療法間の乖離を打開し

ていくための研究として近年，箱庭制作者の「主観的体験」を取り上げたものがある。これは，

岡田（1984）が制作者の心の動きの重要性を指摘し，平松（2001）が基礎的研究を概観した上

で課題としてあげた，「箱庭を表現することによってクライエントにはどのような体験が生じて

いるのか」に端を発し，石原（1999，2002，2007，2015）によって取り上げられ，近年特に研

究が増加しているものである 。箱庭療法の治癒的要因について解明していくことは，実際の箱

庭療法の実践に少なからず影響を与え，今後の発展に繋がっていくことである。同時に，箱庭

療法の属するユング派心理療法そして心理療法全般に対しても示唆を与えるものであると考え

られる。これら主観的体験を含む研究で得られた知見を踏まえて，現在の箱庭療法の治癒的要

因についての論を進め，今後の研究で扱われるべき視点を示す必要があると考えられる。しか

しながら，この観点から論じた論文は見当たらない。千葉（2015a）では，主に調査研究から先

行研究を概観し，楠本（2009）では，前述の主観的体験以前の研究を概観した。本論では，主

                                                           
1 この領域では治療的要因という単語が頻繁に用いられているが，治療という言葉は医師が行

う場合にのみ用いられる言葉であるため，弘中（2002a）等に従って治癒的要因と言う言葉を用

いる。ただし，引用部分においてはそのまま「治療」という言葉を用いている。 
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に理論的なアプローチから箱庭療法の治癒的要因について概観し，近年の研究で得られた知見

を加えて研究結果を整理し，論を進めていくことで今後の研究の課題を示すことを目的とする。 

 

2．治癒的要因の概観 
１．Kalff・河合隼雄の理論 

箱庭療法の治癒的要因を概観するにあたって，やはり創始者 Kalff の見解は欠かせない。Jung

（1948/1989）は，全体性を志向している象徴が正しい扱いを受けることをきわめて大切とし，

神経症的な分離を克服する薬となるとした。知性によって克服しようとすると本能の領域の反

乱によって難しくなり，単なる実践によって克服しようとすると理性と道徳の抵抗によっても

難しくなってしまうため，意識と無意識の結合は象徴によってしか一つにならないとした。

Kalff（1966/1972）は，上記のユングの理論を引用しながら，箱庭では＜保護された空間＞にお

ける象徴体験が行われることを重視し，自己実現が象徴の中に隠されていると述べた。ここで

言う自己とは Jung の言う“意識的および無意識的所与の総和”である。箱庭を制作する中で，

制作者が「象徴表現」に触れることを Kalff が重視していたことがわかる。実際に，Kalff の著

作では，事例を連想や象徴を用いて大胆に解釈している。さらに，Kalff の理論の特徴として，

制作者と見守り手の関係性を重視したことがあげられる。治療者と子どもの信頼関係が＜母と

子の一体性＞（Mutter-Kind-Einheit）を再現することを可能にすることが非常に重要であり，そ

の状況下＜自由で保護された空間＞でこそ人格発展へのあらゆる力が内包されるとした。 

箱庭療法を日本に導入した河合隼雄は，箱庭にユング心理学におけるイメージ（河合（1969）

では心像(image)と表記されている）を適用した。心像とは“意識と無意識，内界と外界の交錯

するところに生じたものを視覚的に捉えたもの”である（河合，1969）。そしてイメージの特徴

としての具象性，直接性，集約性，多義性を上げ，作品の見方を絶対的，確定的なものではな

いとした。そのため，治療者は解釈よりも的確な判断力を持ってそこに存在することが重要で

あるとした（河合，1988）。河合は，Kalff と同様に箱庭を「治療者と被治療者の人間関係を母

胎として生み出された一つの表現」とするなど，制作者と見守り手の関係性を重視していたこ

とがわかる。河合はこの関係性を「箱庭などなくても治療は進展すると言ってもよいほどであ

る」（河合，1999）と言うほどに重視した。Kalff，河合隼雄の理論両者に共通する点として，

箱庭に表現されるものを分析心理学の概念を用いて重視したこと，制作者・見守り手の関係性

を重視したこと，これらの状況下で制作者の自己治癒力が発揮されることを重視したことがあ

る。Bradway＆McCoard（1997）によると，臨床実践において，Kalff は箱庭を制作する時の制

作者の体験の重要性を重視していたとされている。河合（1975）では，箱庭療法ではカウンセ

リングと同様に，カウンセラーの態度に支えられて自分の欠点と直面してゆくことが起こるが，

「言語的な手段ではないところが特徴的である」とした。さらに，イメージの意識無意識の交

錯の程度によって，意識的な力が強いものから無意識的な力が強いものまで色々な段階があり，

意識的な力・無意識的な力どちらが強すぎても治療的でなく，「中間的な望ましい状態にあるた

めには治療者とクライエントの関係が大切になってくる」と述べた。また，クライエントが箱

庭制作時にクライエントが客観的に箱庭を見ることができるので自然のフィードバックが作用

することを箱庭の強みとして挙げている（河合，1999）。このように，河合は箱庭制作者の中で
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意識無意識の力動が“交錯”し，それが制作者の中でフィードバックが生じること，それが見

守り手によるコミュニケーションや非言語的態度等様々な形態で支えられる「体験」を重視し

ていたことがわかる。さらに，河合は砂を用いることでクライエントの治療的退行を容易にす

ること（河合，1999）も治癒的要因として挙げている。 

ここまでを整理すると，治癒的要因として Kalff と河合が考えてきたものは大きく分けると，

①制作者―見守り手の関係性②制作者の体験③アイテム・砂・空間などに分けられるであろう。

ここからは日本における，その後の治癒的要因に関する理論的研究の展開を見ていく。 

２．日本における治癒的要因の展開 

 岡田（1984）は，治癒的要因として治療的人間関係，カタルシス，自己表現，自己治癒力を

挙げた。また，Kalff が治癒の過程を 3 段階に分けたことを例として挙げながら，何度も連続し

て制作していくことが治癒の歩みになると述べた。また，制作者と見守り手の関係を「関係性」

として重視し，論を進めた。制作者と見守り手と作品の 3 者関係を図示し，三者間それぞれに

反作用を含む相互作用であることを示した。岡田の理論の特徴としてこの三者間に相互作用を

認めたことがあるだろう。木村（1985）は，治癒的要因として，砂（心理的退行による治療効

果），箱（枠；守られた中での自己表出），内面にあるものの意識化（作品からのフィードバッ

ク），自己表現と美意識の満足を挙げている。③のアイテム・砂・空間を箱庭療法の成立条件と

して重きを置きながら，美との関連を述べたところに特徴があると言えるだろう。東山（1994）

はロジャーズの理論もこの流れに導入し，心理療法を，クライエントとカウンセラーの対他的

コミュニケーションによって，クライエント内部の対自的コミュニケーションを促進し，クラ

イエントの内的統合，即ち本当の自分と自分の持つ自己イメージの乖離を少なくする過程であ

ると述べている。その上で，箱庭療法では自己イメージを表現し，それがフィードバックされ

ることによって内的再統合がはかられると述べた。そのため，三木ら（1991）が挙げた「ぴっ

たり感」を重視し，砂と水を用いた箱庭を用いて，箱庭が制作者の内的世界イメージを表現す

ることを要求されることを示した。また，見守り手も自らの対自的コミュニケーションを深め

ながら，制作者にフィードバックされるようにコミュニケートすることの重要性に言及した。

中道（2010）は，東山の上記の発言に対して“「ぴったりした」表現を行うとしても，どのよう

な心の層とぴったりくるのか”によって自己治癒力の水準は異なってくると指摘した。東山の

治癒的要因は意識，無意識と言った概念に直接は言及せず，自己イメージや内的世界と言った

もので言及しようとしたものと言えよう。そのため，本当の自分とは何かや，中道の指摘のよ

うにどのような心の層とぴったりくるかによって治癒力が変わってくるのではないかといった

論点が生まれきたと言える。この中道の指摘は，河合

のイメージの意識無意識の交錯の程度によって，意識

的な力が強いものから無意識的な力が強いものまで

色々な段階があるという見解とも一致する。この視点

は，箱庭療法を考察するうえで重要な視点と言えるで

あろう。さらに，中道（2010）は Jacoby（1984/1985），

岡田，東山のクライエントと治療者の関係を踏まえて，

作品・制作者・見守り手の三者の関係性に，制作者の
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自我と無意識・見守り手の自我と無意識の交流を組み入れた。また，制作者と箱庭の関係を図

1 のように表現し，箱庭は自己の無意識との対話を通して，箱庭の中に内界を表現し，表現し

たものから意識的にも無意識的にもフィードバックを得て，対自的コミュニケーションを進め，

再び箱庭を表現していくことを繰り返す過程であると述べた。 

 ここまで治癒的要因についての理論を概観してきたが，おおむね Kalff・河合を概観したうえ

であげられた①制作者―見守り手の関係性②制作者の体験③アイテム・砂・空間などで網羅す

ることができる。ここからは各要因についてさらに考察を深めていくために各要因ごとに調査

研究も含めながら多角的に論じていく。 

 

3．治癒的要因に関する研究の発展－各要因ごとに― 
①制作者―見守り手の関係性 

河合，Kalff らが制作者―見守り手の関係性を重視したことは前章で述べた。箱庭療法学研究

第一号の巻頭言が河合（1988）による「治療者の資格」であり，どのような態度をとるべきか

を論じているように，制作者とどのような関係性を築いていくのかということは臨床家にとっ

て重要なトピックであろう。境（1977）では，実験者が箱庭の方を見ているセラピー状況と，

箱庭には一切注目しない非セラピー状況の特徴を比較し，制作者の制作意欲そして態度に与え

る影響が大きいことを明らかにした。木村（1985）では，自身の事例の中で「別の Th であれ

ば彼の表現からより多くのことを感じ取り，治療の展開もまた違ったものになったのではない

か？」と言う疑問を抱いたことから，25 名のセラピストに対し 20 個の箱庭を評定する調査を

行い，セラピストの感受性を抽出しようとした。また，斎藤（1991）は，専門家と非専門家に

よる同一制作者の 2 回の箱庭のマッチング実験によって，専門家の理解の特徴を示した。野副

（1997）では実際の事例の「展開点」「変化点」だと思う作品を尋ねる調査から，どのように箱

庭表現を理解しているかについての知見を示した。これらは，箱庭療法の見守り手の専門性を

示そうとする研究であり，「味わうふりをするような箱庭療法の形骸化」「見守るふりだけだと，

箱庭療法は素人の療法の域を出なくなる」（東山，1991）等の提言に対して，「味わう」「見守る」

「自由で保護された空間」を作るといったことがどのようなことであるのかを示す意味があっ

たと思われる。これら見守り手視点の研究が目立つ中で，清水（2004）が，「制作者」「立会人」

「非立会人」のそれぞれの主観的体験を取り上げる研究を行ったことは画期的な研究であり，

制作者―見守り手の関係性が岡田（1984）の述べた相互関係であることを重視する研究である

と言えるであろう。中道（2010）では，関係性の異なる見守り手との箱庭制作の主観的体験か

ら制作者と見守り手の関係性を考察した。相互性を含む関係性に自身の内観を検討することで

さらに言及しようとした研究と言えよう。石原（2013）では，関係性の異なる見守り手との箱

庭を制作することになった実際の臨床事例を検討している。検討の結果，異なる見守り手との

箱庭は，同時期の箱庭よりも，時期は異なっていても同じ初回の箱庭の方が共通するアイテム

が多く似た構造を持つことを示した。これは，時間よりも関係性の方が箱庭に影響を及ぼす可

能性があるといった意味では非常に興味深い知見である。ただし，一つの出来事から考察され

ていることからも，一般化できる知見として成立するためにはさらなる研究を推し進めること

が必要であろう。楠本（2012）では，一事例の主観的体験を分析した結果，自己実現へ促進す
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る要因の一つとしてセラピストとの交流を挙げたが，交流の詳細なプロセスには触れていない。

千葉（2015a）では，制作者と見守り手の関係性に関する研究を概観した上で，「同じ見守り手

との間で時間をかけた関係性の深まりを体験していくことが，作り手の変容といかに関連する

のか」を課題として挙げている。しかし，これには関係性の「深まり」とはどのようなもので

あるかという問題を含むことになる。桑原（2003）はセラピストとクライエントの人間関係の

中には共感し，共鳴する「同一性」と，ズレや違和を含む「他者性」を有するとした。このこ

とを踏まえると，ポジティブなものだけでなく，ズレたり，違和なる存在として捉えられるな

どネガティブなものも含めて「深まって」いくことが考えられる。また，制作者―見守り手の

「関係性」と言う言葉は，制作者→見守り手，見守り手→制作者の相互作用的な力動によるプ

ロセスの結果として生まれるものとして捉えられるだろう。どのようなプロセスがあり，その

結果どのような関係性が出来るのかと言うところを明らかにすることが求められる。その点を

明らかにするためにはやはり 1 回限りの箱庭制作だけではなく，連続性を持った箱庭制作であ

ったり，臨床事例の分析であったりと数を重ねた箱庭制作を具に検討していくことが必要であ

ろう。また，近年の発達障害や河合（2006）において発達の非定型化による心理療法における

関係性の変化を指摘しているように，心理療法における関係性の変化が指摘されている（河合，

2010；高橋，2010 など）。本論では紙幅の都合上詳しくは触れられないが，それらの箱庭療法

に与える影響も検討していく必要があるだろう。 

 

②制作者の体験 

 前述の通り，Kalff が臨床実践で重視し，その後も治癒的要因の内の一つとして臨床実践で重

視されてきた制作者の体験であるが，岡田（1984）では「制作中の制作者の心の動きは大切で

あり，これこそが箱庭療法の中心であるから，制作過程の研究は今後の重要な課題である」と

述べられている通り研究課題としても早くから挙げられていたことがわかる。実際，岡田（1993）

は後に，グループ箱庭実施後に制作過程を話し合う中で，制作中の力動を分析することを試み

た。グループ箱庭という状況であり，通常の箱庭制作とは異なる部分も多いが，力動を複数の

制作者の視点から明らかにしようとした研究と言えるであろう。また，語りによらずに PAC 分

析を用いて，制作者が箱庭をどのように捉えているかを明らかにしようとした研究がある（石

原，1999；佐藤・有園，2009）。前章でも取り上げた通り，東山（1994）は治癒的要因として対

自的コミュニケーションを挙げ，「ぴったり感」を重視した。ぴったり感に関する研究はその後

も行われており，後藤（2003）は PAC 分析を用いて，久米（2015）は「ぴったり感」をそのも

のだけではなく，「ずれ」と「揺れ」と言う観点も含めて事例を検討した。このように，箱庭世

界が内面に沿うものであることは治癒的要因の大きな一つとして考えられてきた。 

一方で，自我違和性も制作者の箱庭療法の大きな要素として考えられてきた。河合俊雄（2002）

は，「箱庭を作っていると、最初は自分が考え、意図したように作っていくのであるけれども、

そのうちに自分の意図や意志を超えて、どうしても何かを置かざるをえなくなったり、あるい

は作ろうと思っていたことができなくなったりということが生じてくる。（中略）むしろ箱庭の

方が主体のようになって、自分はできていく作品の持つ必然性にいわば従っているようになっ

てくる。だから主体的であろうとすることは、できていく箱庭に主体を委ね、主体をいわば逆
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に捨てることなのである」（p.114）と述べており，制作の中で制作者の意図を超えて箱庭が出

来ていくプロセスを制作者の主体と箱庭の力動の流れとして論じている。また「箱庭はどこま

でも作ることに没頭して、いわば我を忘れ、我を失ってしまうことと、それを外から全体から

見渡して反省して意味を捉えるという両方の契機を持っているからである」（p.118）と，この

箱庭制作時に，制作者に生じる力動を細かく論じている。大山（2001）は，イメージを「個人」

の内部に還元しようと言う考えを突き詰めれば，結局は個人のこころの最奥部に何らかの究極

の「原因」を仮定せざるをえない。そうではなく，イメージがそれ自体で相当の自律性を持つ

ことを積極的に認めるならば，箱庭を制作することは個人の心的な内容を表現するというより

も，むしろ表現すること自体が心的内容を変容させていくことであり，表現することは内的な

何かの再現現象ではなく私にとって違和をはらむ「他者」であり，自律的な営みであるとして

いる。河合の述べた「必然性」にイメージの自律性というキーワードで言及した上で，箱庭制

作体験そのものが変容を促すとした。また，桑原（2005）は，箱庭を「つくる」と「つくられ

る」，意識と無意識のせめぎあいのなかでできあがってくるものとした。また，箱庭を「私」が

意図するところと，「私をこえたもの」に支配された「偶然」という相反するものの中から生ま

れる世界とした。川嵜（2004）では，箱庭に置かれるものを単なるアイテムではなく心理的な

「あるもの」「X」と表現し，「簡単には置くに置けない「あるもの」を治療者との関係性とい

う「箱」の中に置こうとすることにこそ治療的意味がある。すんなりとは置けないものを（中

略）置こうとするのであるから、そこにはせめぎ合いが生じてくる。つまり、箱庭の本質は動

的な〈運動〉なのである。」（p.221）とした。これらの指摘は，「せめぎあい」と箱庭の持つ力

動性に触れながら，河合の述べた「意識無意識の交錯」といった箱庭を制作する時に制作者の

中で，どのような力動がそこに働いているかを論じた。また，川嵜（2007）では，その力動を

さらに詳細に論じており，箱庭に置かれるものは制作者のコンプレックスに対応しており，そ

れぞれが自我親和的なものと自我違和的なものに分かれて関係を作っていき，自我違和的なも

のが境界を越え出て既成の秩序と接触することで全体の変化を促す力動が孕んでいるとした。

このように，各臨床家が言葉を尽くして制作者の体験について自我違和性を含めて制作者の心

的な力動を論じているが，制作者に，実際にはどのようなプロセスが生じているかを明らかに

しようとした調査研究は少ない。加藤（2007）では，箱庭制作後に時間を置いてもう一度見た

時の反応から「ネガティブな違和感」「おどろき」といった違和的な要素を取り出したが，これ

は，加藤も指摘しているように箱庭制作後に時間を置いたことによって制作者が報告したもの

であった。久米（2015）の研究では，事例の中でぴったり感を論じる中で「ぴったりでない」

場合を含めながら分析した。「ぴったりでない」ことは，久米の説明に従うと，制作者の内的イ

メージと箱庭表現がぴったりしていない状態を指す。そこには確かに自我違和的なものが含ま

れているだろうし，その一方で，ぴったりしている時でも，イメージが自律性を持つならばそ

のイメージの中に自我違和的なものが包含されている可能性も否めない。これらの力動をさら

に詳しく見ていくことが必要であろう。佐々木（2011）や地井（2015）では，調査者が箱庭に

置かれなかったアイテムを置く実験的手法によって違和的なものが箱庭にあらわれた時に制作

者に生じるプロセスを明らかにした。違和的なものに対処するという点において重要な知見で

あると言えるが，「調査者が置く」という手法を用いていることから箱庭療法にこの知見を適用
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る」，意識と無意識のせめぎあいのなかでできあがってくるものとした。また，箱庭を「私」が
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このように，各臨床家が言葉を尽くして制作者の体験について自我違和性を含めて制作者の心

的な力動を論じているが，制作者に，実際にはどのようなプロセスが生じているかを明らかに

しようとした調査研究は少ない。加藤（2007）では，箱庭制作後に時間を置いてもう一度見た

時の反応から「ネガティブな違和感」「おどろき」といった違和的な要素を取り出したが，これ

は，加藤も指摘しているように箱庭制作後に時間を置いたことによって制作者が報告したもの
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場合を含めながら分析した。「ぴったりでない」ことは，久米の説明に従うと，制作者の内的イ
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れているだろうし，その一方で，ぴったりしている時でも，イメージが自律性を持つならばそ

のイメージの中に自我違和的なものが包含されている可能性も否めない。これらの力動をさら

に詳しく見ていくことが必要であろう。佐々木（2011）や地井（2015）では，調査者が箱庭に

置かれなかったアイテムを置く実験的手法によって違和的なものが箱庭にあらわれた時に制作
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するには慎重を期さなければならないだろう。花形（2012），上田（2012）では一回の箱庭制作

に働くプロセスを M-GTA を用いて検討した。花形（2012）では「如何にして次回の箱庭制作

に繋がるか」が上田（2012）では「不安のワークスルー」がテーマとして掲げられているよう

に初回箱庭制作における「不安」「戸惑い」と言った，特に初回に表れやすいと考えられるもの

が前面に出ている。箱庭療法に繋がる力動を見ていくには連続性を持った箱庭制作を行う必要

があることが示唆されるだろう。他方，楠本（2012，2013）は連続性をもった事例を分析した

が，一事例の研究は一般化の問題が付き纏う。一事例をより詳しく見ていく研究で仮説を生成

し，数量的な研究で検証すると言う双方を組み合わせた研究法が求められていく可能性がある。 

石原（2002，2015）では，一つのミニチュアを選び，置くと言う方法を用いて制作者の主観

的体験を詳細に明らかにしようとした。片畑（2003，2006）は決まったアイテムの位置を決め

るという行為において触覚の影響や内的体験を明らかにした。こうした研究は，当たり前のよ

うに箱庭療法の 1 プロセスとされている一つのアイテムを選び，置くということにどのような

体験が生じているのかということを，これまで焦点の当たることのあまりなかった制作者の主

観に焦点を当てて明らかにしたという点で非常に意義深い研究と言えるであろう。しかし，詳

細に渡ってミクロな部分を分析できるという利点はあるものの，その制限が与えた影響は大き

いと言わざるを得ない。川嵜（2004）では，もし一つしかアイテムがなかったらという仮説を

立て，配置にこだわるのではないかと述べているが，1 つしか置けないと言う要因が与える影

響を検討することで，得られた知見がより実践的なものになると考えられる。 

他にも，平松（2001）の言語的やりとりにあらわれる体験過程に関する研究，千葉（2013）

の箱庭を言語化の体験に関する研究がある。これらは河合・中村（1984）で早急な解釈を避け
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 箱庭療法には欠かせないアイテムや砂，箱庭の空間についての研究もなされている。三木ら

（1991）では「パーツが突破口になる」「マテリアルに助けてもらう」とアイテムが展開の鍵と
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期から砂が治癒的要因として重要視されてきたことがわかる。その一方で，木村（1985）がさ
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らさら崩れ落ちる感じが崩壊感を招きやすいと指摘しているように否定的側面も指摘されてき

ていた。これらを踏まえて砂条件と板条件の制作者の主観的体験の違いを論じた大石（2009）

の研究がある。また，砂箱に関しても，仁里（2002）は＜枠＞と三次元的な＜容器＞としての

機能があると述べた。山本（2002）では，砂箱のもつ三次元性が治療的に働いていくとしたが，

川嵜（2004）においては，砂箱は単体では物理的な箱であり，それを治癒的に作動させていく

のは，クライエント―セラピストの関係性にあるとされた。砂箱について論じることは，箱庭

の持つ枠の作用について論じることに繋がる。大石（2010）は，砂箱の場・制作の場の二つの

場の関係から箱庭制作体験を考察した。石原（2007，2015）では，制作者の主観的な報告と臨

床事例より砂箱の体験され方に言及した。実際に箱庭制作の中でどのように砂箱が体験されて

おり，そしてそれは理論的な考察とどのように結びつくのかに関する研究が必要であろう。 

 

4．箱庭研究の展望―「力動」と「プロセス」から捉える箱庭療法― 
 ここまで箱庭の治癒的要因に関する研究を概観してきた。その中で，箱庭制作を「意識と無

意識のせめぎ合い（桑原，2005）」「動的な＜運動＞（川嵜，2004）」と捉えた通り，力動的な動

きがプロセスを形成して出来ていくものとして見てきた。力動とプロセスの観点から捉えると

箱庭制作はどのように記述されるだろうか。これまで概観してきた研究を基に考えてみたい。 

まず，箱庭制作に制作者を誘うところから力動は始まる。そこにはこれまでの制作者と見守

り手の関係性があり，部屋の中に見守り手が用意したアイテムと砂箱がある中で，制作者は箱

庭制作に誘われる。アイテムを選び，その位置を決めていく。その中で，アイテムによってイ

メージが賦活されていく。置かれるアイテムには自我親和的なものもあれば，自我違和的なも

のもあるだろう。自我違和的なものが置かれるたびに世界観の変化にドギマギしながら対応を

迫られるような体験もあるかもしれない。置いた途中の箱庭を見るたびに意識的・無意識的に

フィードバックを受けてさらに制作が進むであろう。そして，その制作過程を見守り手は見守

りながら，様々な印象を抱く。筆者は以前，箱庭制作を見守った時に置かれたアイテムによっ

てドキっとしたり，不穏な気持ちになったり，逆に安心したような気持ちになったりすること

があった。これは河合（1975）の指摘のように，非言語的な手段で展開が進むこととも関連す

る。そして，制作者が制作を終えたのちに見守り手は箱庭について尋ね，制作者は箱庭につい

て語るという言語的なコミュニケーションが始まる。そして，1 回のセッションが終わったの

ちに，2 回 3 回と箱庭制作が行われると，前回の内容が気になるか，意識的には気になってい

なかったとしても，1 回目の制作はどこがしかで生きて，1 回目とは異なるプロセスで箱庭制作

は進められていきどんどん展開していく。こうして箱庭療法は進んでいくと考えられる。 

 Jung（1931/1989）は，イメージのもたらす中心化過程において，自我は周縁に移ると述べた。

大山（2001）の指摘するように，表現すること自体が心理的変容をもたらすならば，やはりイ

メージが自律性を持つこと，すなわち自我に依存しすぎるものではなく，ある程度自我違和性

を持つことが必要であるように考えられる。このように箱庭のもつ自我違和性は重要な治癒的

要因の一つと考えられる。しかし，前章でも触れたように自我違和性にふれる調査研究はあま

りに少ない。実際にどのような自我違和性の力動があらわれ，それがどのように対処されてい

くのかというところは非常に重要なテーマと言えるであろう。その一方で，このテーマの研究
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には困難な点が何点か考えられる。まず，自我違和という極めて個人的要因が大きい性質上，

制作者の主観的体験の報告によることが考えられるが，自我違和と言ってもどの程度の自我違

和なのかといった点，そもそも自我違和的なものが制作者から報告されにくい点がある。制作

者は感覚的に箱庭制作を体験しているであろうし，自我と言うものを感じながら制作している

制作者がいるならば，それはそれで自我に縛られ，乏しい体験になってしまうことが考えられ

る。また，ぴったり感との比較でも述べたようにそもそも様々な性質の自我違和が考えられる。

伊藤（2005）はイメージと意識の関係から箱庭制作体験を論じた。キーワードとなっているイ

メージの自律性の観点から知見を整理する必要性があるだろう。また，言語化の問題も付き纏

う。言語化のもつアンビバレントな側面は既に触れたが，これは箱庭療法そのものに対しても

もちろん研究法に対しても同じことが言える。自我違和的なものが置かれたとしてもそれが言

語化されるとは限らないだろうし，仮に言語化されたとしても生の体験とはずれていってしま

う可能性を含蓄する。千葉（2015b，2015c）では，イメージとの関係から変化を示すために大

きさを選ぶことができる図を用いた関係性図を用いて検討したが，イメージ体験として「関係

性図を置く」という体験となり実際の制作体験とはずれが生じている面は否定できない。不破

（2015）では質問紙を用いて箱庭のもつ自我「異質性」と「親和性」を明らかにしようと試み

たが，箱庭制作体験に対して一つの質問紙を用いているため制作中のプロセスを捉えることが

出来ておらず，制作者の主観的な報告のみによっているなど課題は多い。生の箱庭制作体験に

立ち会っているのは見守り手がいる。清水（2004）の行った研究のように見守り手目線からの

制作体験をとりあげることも研究として考えられる。制作者が表現して，見守り手がそれを受

け取るという構造は実際の箱庭療法における構造と同じである。自我違和のテーマに限らず主

観的体験を取り上げる時に，それを見守り手がどのように受け取っているのかという方策を取

ることは研究手法としてもこの構造は重要な示唆を与える可能性があるだろう。 

 また，前章で取り上げたようにミクロな視点で箱庭療法の 1 プロセスを取り上げる研究も十

分とは言えない。河合（2002）では箱庭に「没頭して」「我を忘れる」ことと「外から反省して」

「意味を捉える」両方の契機があるとした。また，河合（2010）では，一回のセッションの中

でイメージが発生する瞬間に言及した。このように 1 回の箱庭制作の中での様々な展開・力動

が発生する時点があると考えられる。それらの時点において制作者にどのような体験が起きて

いるのかといった点についてはさらなる研究が必要であろう。 

 さらに，調査研究の多くが 1 回限りのものであることには大きな限界を感じざるを得ない。

制作者―見守り手の関係性の節で関係性の深まりについて言及したが，関係性の深まりを大き

く見せるのは回数を重ね，箱庭に対してのコミュニケーションを重ねた状態で制作を行った時

ではなかろうか。また，初回箱庭の特異性にも既に触れた。制作者と箱庭の間の力動を考えて

も意識的にも無意識的にも初回の箱庭と 2 回目の箱庭，3 回目の箱庭・・とはかなり違ったも

のがあるのではないだろうか。久米（2011）は 2 回の連続した箱庭制作において，2 回目の箱

庭制作のほうが不安が減り，自己発見へと繋がる事が多いことを示した。一般化可能性を保ち

つつ，連続性を検討していくことが箱庭療法への示唆が得られると考えられる。 

 ここまで，箱庭療法の治癒的要因に関する研究を概観してきた。その上で，理論的研究は行

われても調査研究では扱われていないところを中心に，力動とプロセスと言う観点から今後の

－ 339 －

不破：箱庭療法の治癒的要因の概観と展望



10 
 

研究の課題を示した。これらの課題が論じられていくことで，箱庭療法の治癒的要因そしてユ

ング派心理療法の治癒的要因に示唆が得られるであろう。 
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箱庭療法の治癒的要因の概観と展望 

―「力動」と「プロセス」の観点から― 

不破 早央里  

箱庭療法がなぜ治癒力を持つのか，どのようにして箱庭療法の中で制作者は治癒へと向かって

いくのかという箱庭療法の治癒的要因に関する問いに答えを出そうとする研究は数多くある。

本論では，それらの研究を概観して，知見を整理することで全体像を示し，現在調査研究が十

分になされていないところを中心に今後の研究の展望を示すことを目的とした。治癒的要因に

関する研究を概観したところ，①制作者―見守り手の関係性②制作者の体験③アイテム・砂・

空間などの 3 要因が考えられることがわかった。各項目ごとに調査研究も含めながら論じたと

ころ，箱庭療法は「力動」と「プロセス」から捉えられることが明らかになった。その中で自

我違和感やぴったり感を含む力動とそれに対処していくプロセスを明らかにしていくこと，他

にも箱庭制作の中での展開が起きる力動とプロセスを検討していくことが今後の課題としてあ

げられた。 

 

 

 Overview and Prospects of Therapeutic Factors in Sandplay 
Therapy: Focusing on Psychodynamics and Process 

FUWA Saori 

There has been a great deal of research regarding therapeutic factors in sandplay therapy. This paper 

presents an overview of the research, arranges the results, and presents prospects for future studies. 

Previous studies regarding therapeutic factors could be classified into three categories: (1) relationship 

between the maker and the therapist; (2) the makers’ subjective experiences; and (3) items, sand, and 

sandplay fields. As a result of examination of each category, two factors in sandplay therapy were 

extracted: psychodynamics and process. It is necessary to investigate psychodynamics, such as sense of 

fitness and ego-heterogeneity, and the process of dealing with these psychodynamics. In addition, it is 

important to elucidate the psychodynamics and process at the turning point in sandplay therapy. 

 

キーワード： 治癒的要因、箱庭療法、概観と展望 

Keywords: Therapeutic factors, Sandplay therapy, Overview and prospects 
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