
Module 3 第３回目

• Resonance 共鳴

• Attunement アチューンメント

• Misattunement ミス・アチューンメント

• Embodied Empathy 身体化された共感



Attunement
(review)

アチューンメント
（復習）



Definitions 
Attunement

アチューンメント
の定義

➢Bringing into harmony 

➢調和すること

➢A feeling of being at one with another being 

➢他の人たちと一つになっているような感じ

➢ A felt embodied experience that can be individualistic as 

well as communal, that includes a psychological, emotional, 

and somatic state of consciousness.

➢心理的、感情的、身体的な意識状態を含む、

個人的および集団的に感じられた身体化された体験



Spiritual 
Attunement
スピリチュアル
アチューンメント

Additionally, attunement can refer to an 

intimacy that involves shared moments of 

transcendence or what is known as spiritual 

intimacy where there is a feeling of merging 

with nature, the universe or a primordial 

unity (Byram, 1999). 

さらに、アチューンメントは、超越の瞬間を共有

する親密さ、あるいは、自然や宇宙との一体感や、

原初的な統合としての、深い精神的な親密さ

として知られる親密さをさすこともあります。



Csikszentmihalyi
チクセントミハイ

•Flow - “A state in which 
people are so involved in 
an activity that nothing 
else seems to matter.”

• フローとは：「人々が、ある一つ
の活動に、非常に没頭していて、
何も他のことは全く気にならない
という状態のこと」





Embodied 
Empathic 
Attunement

体現化された
共感的
アチューンメント

• Embodied simulation, …produces a “shared 
body state…that is the neural basis of the 
development of empathic attunement.

(Gallese, 2003)

・体現化されたシミュレーション（まね）
は、「共有された身体状態」を
作り出します。
それは、共感的アチューンメントが
発達する神経基盤です。



Affect 
Attunement

情動調律

The young infant begins to quickly recognize the 
mother’s positive or negative reactions through a 
kind of built in biological tuning system or what has 
been termed “affect synchrony between caregiver 
and infant” 
幼児は母親の、肯定的または否定的な反応を、本来備わった生物学的
チューニングシステムのようなものか「保護者と幼児との間にある
情動の同調」と言われるものを通してすぐに認識し始めます。

This inbred biological wiring engages through the 
prefrontal cortex which “monitors feedback about 
the current internal state in order to make 
assessments of coping resources, and updates 
appropriate responses in order to make adaptive 
adjustments.

この生まれつきの生物学上のつながりは、前頭前野と連動しています。
前頭前野は、対処の為のリソースを評価する為に、そして、適応調整を
する為に適した対処法を更新する為に、今の内側の状態についての
フィードバックを見守る機能をつかさどります。













Resonance

共鳴

音叉B 共振により、共鳴し始める音叉A 共鳴



Resonance 共鳴







Mirror Neurons ミラーニューロン

Sympathetic Rhythms 共鳴するリズム



Mirror Neuron System
ミラーニューロンシステム

• The mirror neuron system (MNS) sit adjacent to motor neurons. 
When a person hears a sound or sees an action, the mirror 
neurons in that person begin to fire off, creating a sympathetic 
response in the other person.

• ミラーニューロンシステム（MNS）は、運動ニューロンの近くに
あります。人が、何か音を聴いたり、行為を目にしたりした時、
その人のミラーニューロン は、相手に対して共感的な
反応を創出し、発信し始めます。

• As previously mentioned, in physics this would be called a 
sympathetic resonance (the ability of a vibration to reach out 
through vibrational waves to set off a similar vibration in another 
body). 

• 先にも述べたように、物理学では、これを共振（振動波を通して、
他者の身体に同等の振動を生じさせる振動能力）と呼んでいます。



Sympathetic 
Resonance and 
Mirror Neurons

共感的共鳴と
ミラーニューロン

•When a person hears a 
sound or sees an action, 
the mirror neurons in that 
person begin to fire off, 
creating a sympathetic 
response in the other 
person.

•人が、何か音を聞いたり、行
為を目にしたりした時、その
人のミラーニューロンは、
相手に対して共感的な反応を
創出し、発信し始めます。



MNS and 
Empathy

MNS(ミラー
ニューロン
システム)と共感

• The mirror neuron system allows us to 
understand what others feel in addition to what 
they do. 

• ミラーニューロンシステムは、他人が何をしているか
ということに加えて、彼らが何を感じているかを
理解できるようにしてくれます。

• Treverathen (1977) has called this “embodied 
cognition” because as humans we experience 
another person as an embodied being like 
ourselves. 

• トレヴァーセン（1977年）は、私たちは人間として、身体化
された私たち自身として他者を体験することから、これを
『身体化認知』と呼びました。

• Treverathen relates this to affect attunement or 
what he calls embodied empathy 
• トレヴァーセンは、これを、感情への同調(情動調律）

や身体化された共感と呼んでいます。



Resonance
共鳴

音叉B 共振により、
共鳴し始める

音叉A 共鳴











Embodied 
Simulation 
and Art

身体化された
シミュレーション
とアート

The mirror neuron system and embodied 
simulation are activated in the brain of an 
observer viewing a work of art.

ミラーニューロンシステムと体現化されたシミュレー
ションは、芸術作品を鑑賞している人の脳内で、
活性化されます。

This occurs in response not only to the objects, 
actions and emotional content depicted in the 
piece, but also to the gestures or movements 
involved in its creation. 

これは、そのアート作品の中に描かれている物体や行為、
そして感情的なことに対してのみ生じるものではなく、
その創作の過程に関わった暗黙のジェスチャーや
ムーブメントにも生じます。





MNS and
Trauma

MNS（ミラー
ニューロン
システム）と
トラウマ

• There are disturbing implications for the survivor in 
that the functioning of his or her MNS when it 
produces a “shared body state” with the perpetrator 
through the process of embodied simulation. In other 
words, the perpetrator’s malevolent actions and 
emotions are automatically embedded in the [mind] 
of the survivor, as if the survivor had also committed 
the traumatic acts. 

• トラウマ体験からの生存者たちにとっては、気がかりな影響が
あることにも気づかなくてはなりません。彼または彼女の
ミラーニューロンシステムは、身体化されたシミュレーションの
過程を通して、加害者と『共有された身体状態』というものを
生み出すことがあります。言い換えれば、加害者の悪意のある、
暴力的な行為と感情が、トラウマ生存者の精神（マインド）に
自動的に埋め込まれてしまっているため、生存者自身も、
あたかもトラウマの原因となる行為を犯したかのように思って
しまうのです。



Trauma and 
Misattunement

トラウマと
ミスアチューン
メント

• 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. 

• トラウマ体験の余波は、侵入的思考や感情と精神的な

イメージを調整できないといったことも含む、リズム的

ミスアチューンメントとして考えられることをもたらす

可能性もあります。


