
Attunement 
in Expressive 
Arts 
 
表現アーツセラピー 
における 
アチューンメント



Paul Klee 
 

パウル・クレー 

In a forest I have felt many times over that it was not I 
who looked at the forest.  Some days I felt that the trees 
were looking at me, were speaking to me…I was there 
listening…I think that the painter must be penetrated by 
the universe and not want to penetrate it. 
森の中で、私は何度も感じました。それは、森を観
ているのは私ではないということを。何日も、木々
が私を見て、私に話しかけていて、私はそこに居て
聴いているだけ、と感じていました。私は、画家が
宇宙によって見抜かれるべきであり、画家が宇宙を
見抜こうとはしたくないと思います。
  





Phillip Glass 
 
フィリップ・グラス

“I listen and the sound moves through 
me”   
 
(talking about how he  
composes) 

「耳を傾けると、音が私の中を通って動いていくのです。」

 
（彼がどのように作曲するかについて語っている）



 
Jazz Soprano 
Saxophonist 
Ira Sullivan 
 
ジャズソプラノ 
サキソフォニスト 
アイラ・サリヴァン 

I feel that I’m at my best when I can free myself completely 
from the effort of trying to put something out and feel more 
like I am the instrument being played – like opening the 
channel to God, or whatever it is.  I suddenly get the feeling 
that I’m standing next to myself, but I’m not thinking that this 
is me playing.”  
『私は、何かを創り出そうと努力することから完全に自分を自
由に開放されて、自分が演奏されている楽器になっているよう
に感じている時、自分が最高の状態にあるということを感じ
る。それはまるで神につながる径路を開くような感じである。
私は突然、自分が自分の隣に立っているように感じる。でも、
演奏しているのが自分だとは思っていない。』
• Benzon, William, (2001),Beethoven’s Anvil: Music in Mind and Culture, Basic Books. 



David Bohm 
 
 
デヴィッド・ボーム 
 
（アメリカの物理学者。 
理論物理学、哲学、 
神経心理学に精通） 

Health is the essence of non-obstructed 
indivisible flowing movement of the self’s internal 
harmony transcribed into the eternal world.  
When the internal and external are at odds with 
each other (dissonance) the result is disease. 

健康は、永遠の世界に転写された自己の内側の調和が、  
遮られることなく、分かたれることなく、流れるような動
きの本質である。 
内側と外側が互いに対立している時（不協和または  
不一致）、その結果は病となる。



Guy Murchie 
ガイ・マーチー 

The atom sings in tune with the 

stars and with its whole 

surroundings in space-time 

resonating significant harmonies 

with other atoms and with all sorts 

of energies known and unknown. 

(Music of the Spheres) 

原子は、他の複数の原子と、そしてま

た、既知及び未知のすべてのエネル

ギーと一緒に、素晴らしいハーモニー

で共鳴しながら、星たちと、また、時

空に存在するすべてのものたちと同調し

て歌います。（宇宙の音楽）



Guanyin -觀音 
観音  
(bodhisattva 
compassion) 
（菩薩の思いやり）
“The one who perceives the 
sounds of the world.” 
「世界の音を知覚する 

存在」



Csikszentmihalyi 
 

（ミハイ・チクセントミハイ 心理学者） 

Flow - “A state in which 
people are so involved in 
an activity that nothing 
else seems to matter.” 
　 
フロー　ー　「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」



 Attunement 
 

アチューンメント

➢Bringing into harmony  
➢A feeling of being at one with another 

being  
➢ A felt embodied experience that can be 

individualistic as well as communal, that 
includes a psychological, emotional, and 
somatic state of consciousness. 

➢調和すること
➢他の人たちと一つになっているような感じ
➢意識の心理的、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具体的な体験



Kohut 
 
ハインツ・コフート 
（精神科医・精神分析学者）

Two	people	in	relationship	

experiencing	a	deep	embodied	

psychological	and	emotional	

interpersonal	connection.		
関係のある2人が、深いレベルでの身体化された心理的かつ

感情的な対人関係上のつながりを体験する。



Attunement 
アチューンメント

A kinesthetic and emotional sensing of others – knowing their 
rhythm, affect and experience by metaphorically being in their 
skin, and going beyond empathy to create a two-person 
experience of unbroken feeling connectedness by providing a 
reciprocal affect and/or resonating response. (Erksine, 1998). 

運動と感情の感覚によって他の人たちを感知すること　ー　

隠喩的には、彼らの肌感覚を感じるようにすることで、  

相手のリズム、感情、体験を感じる。そして共感を超えて、 

2人の人間が、互いに影響し合い、そして/あるいは、共鳴反

応し合うことにより、分かたれることなく、つながっている

感覚を創り出すこと。（アースキン　1998年）



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

◆Philosophical and musical language often draw 
parallels to the phenomenon of attunement 
referring to an intimacy that involves shared 
moments of transcendence or what is known as 
spiritual intimacy where there is a feeling of 
merging with the universe or a primordial unity 
 (Byram, 1999).  

◆哲学と音楽で、超越を共有する瞬間を伴う親密

さ、または、スピリチュアルな親密さとして 

知られている宇宙との融合、あるいは、 

原初的な統一という感覚のことを語る場合、 

アチューンメントの現象と類似しています。 

（バイラム、１９９９）　



Ecopsycology 
 
生態心理学

• In ecopsychology, intimacy can also be thought of as a 
deep relationship with nature or an intimacy with the 
living world. (H. D. Thoreau, 2007); 

• Sogyal Rinpoche (1992), refers to an "unfolding vision of 
wholeness" (p. 352), a sense of a living and loving 
interconnection with humanity. 

• (Thich Nhat Hanh - inter-being)

• 生態心理学では、親密な関係は、自然との深いかかわり 
とも考えられます。あるいは、生きている世界との親密な関係
とも考えられます。（H. D. ソロー、2007年）

• ソギャル・リンポチェ（1992年）は、『全体性を展開 
するビジョン』の中で（P.352）、生きるという感覚、そし
て、人類との愛情のこもったつながりという感覚と述べてい
ます。

• （ティク・ナット・ハン　ー　ともにあること）



Resonance

共鳴 

音叉A　共鳴 

音叉B　共振により、共鳴し始める 



Affect 
Attunement

• Daniel Stern (2004) suggests a tuning in process between 
mother and infant is a form of selective and cross-modal 
imitation, or a sharing of inner feeling states.  

• ダニエル・スターン（2004年）は、母親と乳児の間に 

存在する同調のプロセスは、選択的な型であり、 

他の表現型で表したり、両者の内的感情を共有したり 

することと述べています。

＜ダニエル・スターンが述べている情動調律とは、親が乳児との  
感情共鳴の体験を自動的に他の表現型で表し、乳児とは別の  
パターンや行動の背後にある乳児の内的感情を反映するような  
行動の側面をまねることをいいます。＞

情動調律



Erskine 
アースキン

The communication of attunement validates the client's 
needs and feelings and lays the foundation for repairing 
the failures of previous relationships. (Erskine, 1997). 
アチューンメントのコミュニケーションは、クライアントの
ニーズと感情を正当と認め、これまでの人間関係の失敗を 
修復するための基礎を築きます。（アースキン、1997年） 

“Affect attunement” for example, provides an 
interpersonal contact essential to human relationship. It 
involves the resonance of one person‘s affect to the 
other’s affect.  
例えば「情動調律」は人間関係において必要不可欠な対人 
関係の接点を提供します。そこには、１人の情動の共鳴が、他
のもう１人の情動に伝わるということが起こります。 
　



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。



Affect 
Attunement

	情動調律











Resonance

共鳴 

音叉A　共鳴 

音叉B　共振により、共鳴し始める 
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