
Embodied Empathy and 
Expressive Arts

身体と一体化された共感と表現アーツ



Compasión
思いやり

• The Latin root for the word compassion is 
pati, which means to suffer, and the prefix 
com- means with. Compassion, originating 
from compati, literally means to suffer with. 
The connection of suffering with another 
person brings  compassion beyond 
sympathy into the realm of empathy-
empatía.

• コンパッション（思いやり・慈悲）という言葉

のラテン語のルーツは、patiという言葉で

「苦しむ」という意味があります。

そして、接頭語のcomには、「一緒に」

という意味があります。もとは、compatiという

言葉から来ているcompassionという言葉は、

文字通り、「一緒に苦しむ」という意味です。

他の人と一緒に苦しむというつながりは、

同情を超えた共感の域へと、思いやりを

もたらすことです。



The word empathy was 
originally derived from the 

German word ‘einfuhlung’, and 
earlier from the Greek 

‘empatheia’, both referring to 
the physical and emotional 

connection when viewing or 
projecting oneself into a 

painting or sculpture.  

「共感」という言葉は、
もとは、ドイツ語の
“einfuhlung”という
言葉に由来するもの
で、それより前は、
ギリシャ語の
“empathia”という
言葉がもととなって
いました。
両方とも、描画や彫刻
を鑑賞した時や、
それらに自分自身を
投影した時に起きる、
身体と感情が
つながることを意味し
ています。







Carl Rogers –
Empathic 
Resonation
カール・ロジャース
共感的共鳴

• In psychology Rogers said empathy 

occurred when there is an attitude or a 

‘state of being’ where the therapist 

accurately understands the client’s inner 

world, called ‘empathic resonation’ 

• 心理学分野で、ロジャースが次のように語る、
セラピストが、クライアントの内面を正確に

理解する態度や「State of being (Beingの状態、

存在の状態）」 がある時に共感が起こることを、

＜共感的共鳴＞と呼んでいます。



Composer 
Pauline 
Oliveros
作曲家
ポーリン・オリヴェロス

When we are empathic, 
distance as we know it 
ceases to exist because 
we are both in the same 
resonant field.

私たちは、共感できている時は、
私たち両方が、同じ共振場に
いることになるので、そこでは
私たちがしっているような距離
は存在しなくなります。



Resonance
共鳴

音叉A 共鳴 音叉B 共振により、
共鳴し始める



The ancient Greek’s had a word 
aisthesis, which denotes the 

moment in which the flow of life 
force, imbued with 

communications moves from 
one person to another and sets 

up a field of resonance.

古代ギリシャ語
には、“aisthesis”
という言葉が
ありました。
それは、コミュニ
ケーションに
彩られた生命力
の流れが、
人から人へと
伝わり、共鳴の
場を設定する
瞬間を示して
います。





There is scientific evidence 
that the heart is continually 
perceiving, transmitting and 
receiving information from 
every person and every life 
form around us. Empathy is an 
expression of that sensitivity.

心臓は、私たちの周りに居るすべての人から

また、周りにあるすべての生命から、継続的

に情報を察知し、受け取り、伝達している

という科学的な根拠があります。

共感とは、その敏感さを表すものです。



The 
HeartMath

Institute (2003)

ハートマス研究所

（2003年）

• HeartMath has identified the electromagnetic field is so 
powerful that it can alter the DNA of a baby inside a 
mother’s womb.  

• ハートマスでは、電磁場が、母親の子宮の中にいる赤ちゃんの

DNAを変えてしまうほど強力であることを確認しました。

• Furthermore, HeartMath researchers have discovered 
emotional states are encoded in the heart and those 
emotions are then communicated through the heart to 
the external environment. 

• 更に、ハートマスの研究者達は、感情は、心臓内にコード化されてから、

心臓を介して、外部の環境に伝えられるということを発見しました。

• HeartMath researchers have found that heart signals of 
one person can affect another person’s brain waves 
resulting in a heart-brain synchronicity between two 
people. 

• ハートマスの研究者達は、1人の心臓からの信号は、他の人の脳波に影響

を与えることができ、2人の間に、心臓と脳の同期をもたらすことになります。



昔むかし、あるところで…



Heart Rhythms 心臓のリズム

• There are many studies that have tracked the syncing of heart rhythms 
between a mother and her infant (Ellamil et al., 2016; Feldman et al., 
2011; Havas et al. 2015; Zelenko et al., 2005) 

• 母親と乳児の間の心臓リズムの同期を追跡した研究は数多くあります。

• In his pioneering work at Boston University School of Medicine Dr. 
William Condon was able to show on film two individual muscle cells 
from two different hearts adjusting their rhythms as they get closer 
and closer until there is a pulsating synchronization (Condon and 
Sander, 1974). 

• ウィリアム・コンドン博士は、ボストン大学医学部での先駆的な研究で、2つの

異なる心臓から採取した2つの個別の筋肉細胞が、互いに近づくにしたがって、

そのリズムを調整していき、脈動が同期する様子を撮影することに成功しました。



リズムが同期される「最前線」で
感情がやり取りされます。



Synchronized Hearts

• Another study at Harvard University tracked 500,000 couples and 
found that their heartbeats synced when sleeping next to one 
another (New England Journal of Medicine, 2006). 

• ハーバード大学で行われた別の研究では、50万組のカップルの

追跡調査をした結果、2人が隣りで寝ている時、心拍が同期する

ことがわかりました。



Empathy

共感

“…we exist, immersed in living fields of 

communication, all of which are imbued with 

meaning, generated by intelligent life forms, and flow 

from and to us from the moment the cells of our 

bodies self-organize into the unique identities that 

we know as ourselves.”

『…私達は、日々の生活の中で、意味が染み込んでい

て、知的な生命体によってつくられる、すべてのコミュニ

ケーションに没頭して存在しています。それらのコミュニ

ケーションは、私達自身として知っている、ユニークな

アイデンティティーへと、私達の身体の細胞が、

自己組織化していく瞬間から、私達から、そして、私達

へと向かって、流れています。』





Experiential
体験ワーク

Remember a time when you were 
profoundly touched by someone’s 

empathy for you.

誰かが、あなたに対して共感してくれたことで、
深く感動した時を思い出してください。

Take 5 minutes to reflect and 
write about that experience.

振り返ってみて、思い出したことの
体験について書いてください。（5分）



Empathic 
Harmony

共感的調和

• When the arts are introduced and specifically 

improvisational arts, intimacy and trust can 

happen quite quickly.  Lewis, Amini and 

Lannon (2000), referred to this phenomenon 

as ‘limbic resonance’ or the capacity for 

sharing deep emotional states including what 

they call ‘empathic harmony’.

• アーツ、特に即興アーツが導入された時、親密さと信

頼は、かなり早く生じます。 Lewis、Amini、Lannon

（2000年）は、この現象を「大脳辺縁系の共鳴」と呼び、

彼らが「共感的調和」と呼ぶものを含む、深い感情

状態を共有する能力だとも参照しています。



Empathy and The Arts
共感とアーツ

• Empathy helps us to tune into how others are feeling and playing music, together or being involved in 
a movement and music group or a singing group naturally gets us in tune with each other.

• 共感は、他の人たちが音楽を演奏したり、感じたりしている時に、同調する助けとなります。誰かと一緒に、あるいは、

音楽を演奏したり、歌っているグループやムーブメントに参加する際、共感があれば、自然と、お互いに同調し合える

ようにしてくれます。

• When we begin to get in tune with each other through engagement in musical and/or movement 
activity we naturally start to feel good in our minds and bodies.  This is because of oxytocin secretion. 
Oxytocin is sometimes called the ‘love hormone’. Oxytocin is also a hormone linked to strengthening 
the immune system, relaxation, decreased stress and anxiety.

• 私達が音楽やムーブメントに参加することを通して、お互いに同調し始める時、私達は精神と身体に心地よさを感じ始め

ます。これは、オキシトシンの分泌によるものです。オキシトシンは、時に「愛のホルモン」と呼ばれ、免疫システムを強化

し、リラクゼーション効果を高め、ストレスや不安感を減少させます。

• Cortisol is another hormone involved when we are engaged in artistic activity. Cortisol gets released 
when we are stressed and has been shown to decreased during group music listening, group singing 
group movement.

• コルチゾールは、芸術的な活動をしている時に分泌されるホルモンです。コルチゾールは、ストレスを感じた時に分泌され、

集団で音楽を聴いたり、 集団で歌ったり、集団で運動をしている時に減少することがわかっています。









Resonance

共鳴

音叉A 共鳴
音叉B 共振により、
共鳴し始める



Empathic Attunement
共感的同調



Embodied 
Simulation

身体化された
シミュレーション

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

(Gallese et al., 2007). 

・ 身体化されたシミュレーションは、…

ひとつの「共有された身体状態」を

生み出します。… それは、共感的同調

の発達の神経基盤となります。



Entrainment

エントレインメント

• Resonance is based on the phenomenon of 
entrainment. The term entrainment is used 
to describe rhythmic pulsating fields 
synchronizing sympathetically or 
arrhythmically. Entrainment occurs in brain 
waves, circadian rhythms (synchronization 
with light and sleep cycles), lunar and solar 
cycles, and rhythms found in the nervous 
system. 

• 共鳴は、エントレインメントの現象に基づいています。

エントレインメントという言葉は、同時に、又は、不

規則に、同期しているリズミカルな脈動域を示すため

に使われます。エントレインメントは、脳波やサーカ

ディアン<概日＞リズム（光と睡眠サイクルと同期）、月と

太陽の周期、神経系統の中にあるリズムとして発生します。



Entrainment

エントレインメント

Entrainment of physiological rhythms such as 
heartbeat, and circadian rhythms have been 
reported to sync over time between partners, 
friends, and between clients and therapists 
(Field, 1985; Rossi, 2001). 

心臓の鼓動のような生理学的なリズムとサーカディアンリズム
のエントレインメントは、パートナー、友人、クライアントとセラ
ピストの関係において、時間と共に同期するという報告があり
ます。

Studies with kindergarten children showed that 
during dyadic play, heart rate patterns 
developed interlocking phase syncing with one 
another (Korn, 2013). 

幼稚園児を対象にした研究では、２人で遊んでいる時に、
心拍パターンが、互いに連動した同期の段階に発展すること
が示されました。



Entrainment 
and Embodied 
Empathy

エントレインメント
と体現化された
共感

• When musicians, painters, dancers, actors talk about 
being completely absorbed in the moment, they are 
referring to a rhythmic entrainment or synchronization 
with the sounds, rhythms, movements, colors, shapes, 
etc. When rhythmic synchronization is a shared 
experience, the embodied connections or attunement 
extends from an inner sensitivity to self to an outer 
sensitivity with another person’s reality. 

• ミュージシャン、画家、ダンサー、俳優達は、完全に
没頭している時のことを、音、リズム、ムーブメント、色、
形等とリズミカルなエントレインメントをしている、あるい
は同期をしていると話します。リズミカルな同期が共有
体験である時、内側にある敏感さから広がる、身体の
つながりやアチューンメントが、自分自身に向けて、
そして、他の人の現実と共にある、外側にある敏感さ
へと広がります。



Mirror Neurons   
ミラーニューロン

Sympathetic Rhythms  
共感的リズム



Sympathetic 
Resonance and 
Kinesthetic 
Empathy

共感的共鳴と
身体的共感

• 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、
行為を目にした時、その人の
ミラーニューロンは、
その他の人に対して
共感的な反応を創出し、
発信し始めます。











Embodied 
Simulation and 
Art

身体化された
シミュレーション

• 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身体化された
シミュレーションは、芸術作品を鑑賞している人の
脳内でも、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.

この反応は、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。

Neuropsychologists Freedberg and Gallese (2007)  
神経心理学者





Movement and 
Embodied Empathy

ムーブメントと
身体化された共感

• This kind of emotional mirroring has also been 
noted in research related to dance movement 
therapy where attunement to others is 
described as an experienced unity of mind and 
body creating an intersubjective field that 
creates both intra- and intersubjective 
emotional experiences (Avila, 2014, Jerak et al., 
2018, Rabinowitch et al., 2012) referred to as a 
‘psychic resonance’ (Foster, 2011). 

• この種の感情のミラーリングは、ダンスムーブメント

セラピーに関する研究でも指摘されており、他者への

アチューンメントは、 「サイキック・レゾナンス（精神的

共鳴）」と呼ばれる、内的・外的な両者の感情体験を

生み出す間主観的な場を創り出している、心と身体

の一体化の経験として説明されています。



Remember by 
Joy Harjo  

（和訳は次のページ）

Remember the sky that you were born under, know each of the 
star's stories. 

Remember the moon, know who she is.  

Remember the sun's birth at dawn, that is the strongest point of 
time. 

Remember sundown and the giving away to night.     

Remember your birth, how your mother struggled to give you 
form and breath. 

You are evidence of her life, and her mother's, and hers. 

Remember your father. He is your life, also.              

Remember the earth whose skin you are: red earth, black earth, 
yellow earth, white earth, brown earth, we are earth.                     

Remember the plants, trees, animal life who all have their tribes, 
their families, their histories, too. 

Talk to them, listen to them. They are alive poems.              

Remember the wind. Remember her voice. She knows the origin 
of this universe.                  

Remember you are all people and all people are you.                     

Remember you are this universe and this universe is you.                   

Remember all is in motion, is growing, is you.          

Remember language comes from this. 

Remember the dance language is, that life is. 

Remember.  



Remember by 
Joy Harjo  

リメンバー
（思い出してみて）
ジョイ・ハージョ ＊

＊アメリカの詩人、音楽家、

劇作家、作家、

あなたが生れた日の空のことを思い出してみて。一つひとつの星の物語を知って。
あなたが生れた日に出ていた月のことを思い出してみて。月が誰なのかを知って。

夜明けに生まれる太陽のことを思い出してみて。
それは、時間の中で、最も強い時だということを思い出して。

日が沈み、夜に変わってゆく時のことを思い出してみて。

あなたが生れた時のことを思い出してみて。あなたのお母さんが、
どれ程、苦しみながら、あなたに身体と呼吸を与えてくれたかを思い出してみて。
あなたは彼女の、そして彼女のお母さんの、そしてまた、そのお母さんの
人生の証。

あなたのお父さんを思い出してみて。彼もまた、あなたの人生の証。

地球のことを思い出して。その色はあなたの色だということを思い出して。
赤い地球、黒い地球、黄色い地球、白い地球、茶色い地球、私達は地球。

植物、木々、動物の命を思い出して。それらのすべてにもまた、種類があり、
家族があり、 歴史があることを思い出して。
彼らに話しかけてみて、彼らに耳を澄ませてみて。彼らは命のある詩。

風を思い出してみて。風の声を思い出してみて。
風は、この宇宙の起源を知っている。

あなたがすべての人々だということを、そしてまた、すべての人々があなただ
ということを思い出してみて。

あなたはこの宇宙だということを、そしてまた、この宇宙があなただということを
思い出してみて。

すべてのものが動いていて、成長していることを、そして、
すべてのものがあなただということを思い出してみて。

言葉はここから来ているということを思い出してみて。

踊りの言葉こそが人生だということを思い出してみて。思い出してみて。



Exercise
実習

After hearing/reading
the poem 

what do you feel?

詩を聞いた/読んだ後、

あなたは何を感じますか？

Create an image 
reflecting on your 

embodied feelings.

あなたの身体に一体化
された気持ちを表す

イメージを創ってください。

Share in small groups

小グループ内で

シェアしてください。


