
Attunement
アチューンメント

Rhythm and 
Resonance 

(part I-
Entrainment)
リズムと共鳴

（パート１ー

エントレインメント）



Resonance
共鳴

音叉A 共鳴 音叉B 共振により、共鳴し始める





Synching Heart 
Rhythms

心臓リズムの同期

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。

（イラミル他2016.,フェルドマン他2011.,
ヘイヴァス他2015.,
ゼレンコ他.,2005)



Resonance 
with Nature

自然との共鳴









Embodied 
Rhythm

体現化された
リズム
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What is Rhythm?

リズムとは
何ですか？

A strong, regular, 
repeated pattern of 

movement or sound.

Can also be associated 
with physiology 

(heartbeat, nervous 
system, pulses in the 

body) 

強く、規則正しく、繰り返さ
れる動きや音のパターン

生物の機能（体内の心拍数、
神経系、脈動）とも連動し得る。



RHYTHM AND 
PULSE

リズムと脈動

“…rhythm and pulsation are the irreducible 
background against which the rest of life takes place. 
From brain waves to circadian rhythms, lunar to solar 
cycles, periodicity inform animate and inanimate 
nature. Breathing, sucking and crying the infant’s 
earliest repertoire- are all performed rhythmically. 
…A steady rhythm seems to establish and sustain a 
predictable ground or frame against or within which 
disturbances may arise, sustain themselves and even 
be ignored.” (Margaret Mead)

「リズムと脈動は、他の生命体が活動する上で欠くことができな
い背景です。脳波から概日リズム、月の周期から太陽の周期ま
で、周期性は生物や無生物の自然に影響を与えます。

乳児が幼い頃に繰り返す、呼吸やおしゃぶりをしたり、泣いた
り、という行動はすべてリズミカルに行われます。…

安定したリズムは、予測可能な枠組みや土台を確立して維持し、
その内部で発生し得る妨げとなるものを維持するか、さらには
無視することができるかのように思われます。」

（人類学者マーガレット・ミード）



Rhythm

リズム

• A keen observation show that the whole universe is a 
single mechanism working by the law of rhythm; the rise 
and fall of the waves, the ebb and flow of the tide, the 
waxing and waning of the moon, the sunrise and the 
sunset, the change of the seasons, the moving of the earth 
and of the planets – the whole cosmic system and the 
constitution of the entire universe are working under the 
law of rhythm. (Hazrat Inayat Khan)

• 注意深く観察すると、宇宙全体はリズムの法則に従って作用す
るひとつの仕組みであるということがわかります。つまり、波
の高低、潮の満ち引き、月の満ち欠け、日の出と日の入り、季
節の移り変わり、地球と惑星の動き ― 宇宙全般のシステム
と宇宙全体の構成には、リズムの法則が作用しているのです。

ハスラット・イナヤット・ハーン

北インドの古典音楽家（1882-1927年）



Rhythm &
the Universe

リズムと宇宙

• In physics, rhythm is considered to be the 
underlying pulse of the universe that forms 
connective unitive states found in all 
matter including the construction of 
thoughts, emotions, and somatic states of 
consciousness. 

• 物理学では、リズムは、考えや感情、身体的

意識状態を含むすべてのものの中に見られる

結合的統一状態を形成する、宇宙に埋もれて

いる脈動とも考えられます。



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）



宇宙の中にあるもの
すべてにリズムがある。
すべてのものは踊る。
マヤ・アンジェロー



Embodied 
Rhythm

体現化された
リズム



Rhythm and 
Treatment of 

Medical 
Disorders
リズムと

医学的障がいの
治療法

• Entrainment studies when applied specifically 
to rhythm and brain waves have 
demonstrated useful in the treatment of 
stroke, Parkinson’s disease, traumatic brain 
injury, aphasia, and cerebral palsy. (Thaut, 
2013, Thaut, McIntosh, & Hoemberg, 2015).

• リズムと脳波に特化したエントレインメントの研究では、
脳卒中やパーキンソン病、外傷性脳損傷、失語症、
脳性麻痺に有用であるということが示されています。

（M.H.タウト、2013年、タウト、マッキントッシュ、

及び、ホーエンバーグ、2015年）



Rhythm and 
Parkinson’s

リズムと
パーキンソン病



Rhythm

リズム

• The human being needs to establish a rhythm 

between excitement and relaxation to maintain 

physical, mental and spiritual health. (Tillman) 

• 人間には、身体の健康、メンタルヘルス、精神的な

癒しを維持するために、興奮とリラクゼーションと

の間にリズムを確立する必要があります。

（ティルマン）



Rhythm & 
Expressive 
Arts
リズムと表現アーツ

In Expressive Arts rhythm is most often 
thought of as musical sounds and silences, the 
steps of a dance, or the meter of spoken 
language and poetry.  

表現アーツでは、リズムは、音楽的な音と静寂、
ダンスのステップ、あるいは、話し言葉や詩の
韻律のことだと良く思われています。

However, rhythm can also be found in 
dramatic enactment, and visual art.

でも、リズムは劇の配役やビジュアル
アーツの中にも見つけられます。



• As vibrating beings, we are also in a vibrational 
resonance with the earth’s vibrational rhythm
called the Schumann’s resonance, which is an 
extremely low frequency portion of the earth’s 
electromagnetic field spectrum that is measured 
to be 5 to 20 Hz (Polk, 1983). 

• 振動が始まると、私たちも、シューマン共鳴と
呼ばれる、地球の振動リズムと共鳴します。シュー
マン共鳴は、地球の電磁界スペクトルの
中でも極度に低周波であり、5〜20ヘルツと測定
されています。（ポーク、1983年）

	

Ionosphere:  電離層
Shumann wave:

シューマン波



音
の
周
波
数 色の周波数

トーン



Many kinds of 
frequencies or 
pulses affecting our 
body, mind and 
emotions.

多くのものが持つ周波数や
脈動は、私たちの身体、
マインド、及び、感情に
影響を与えます。



Pulse, Flow 
and Health

脈動、フローと
健康

• Prana, Chi, or Qi is a fundamental concept in Eastern 
healing traditions, believed to be part of every living 
thing that exists, as a kind of “life force” or “energy.” It 
is frequently translated as energy flow or pulse that 
allows for the distribution of information throughout 
the body (Manaka, Itaya, & Bircy, 1995). 

• プラーナ、チー（ChiまたはQiとも書く。「気」のこと）は、
東洋のヒーリングの伝統では、存在するすべての生き物の
一部であり、「生命力」または「エネルギー」として、その
基本的な概念なのです。それは、身体中に情報を発信させる
ようにするエネルギーの流れ（フロー）、または脈動として、
しばしば解釈されています。



States of 
Consciousness/Brain 
Waves

意識の状態/脳波

Delta Frequencies (1-4hz) associated with deep 
sleep デルタ波は深い睡眠時にあらわれる

Theta Frequencies (4-8hz) associated with light sleep, creativity 
and insight シータ波は浅い睡眠時、創造性や直観力発揮時に
あらわれる

Alpha Frequencies (8-12hz) which can help to induce calm, 
peaceful, yet alert states アルファ波は緊張状態の中にありつつ
も、落ち着きや平安を誘発する助けとなる

Beta Frequencies (13-21 hz) related to thinking, and 
focusing states ベータ波は、思考中や集中している状態時
にあらわれる

High Beta Frequencies (20-32 hz) related to 
intensity, and anxiety 高ベータ波は、熱中している
時や不安な時にあらわれる



So…
What is the 
rhythm of…

右記のものがもつ
リズムとは

どういうものでしょうか？

➢ ANXIETY 不安

➢ TRAUMA トラウマ

➢ DEPRESSION 鬱

➢ CONFUSION 混乱

➢ JOY                        喜び



Listen and Notice           リズムがどういうものか、
What is the Rhythm? 聴いて、気づいてください。



Entrainment

エントレインメント

• Where resonant fields rhythmically synchronize 
together such as brain waves, circadian rhythms, lunar 
and solar cycles, breathing, circulation, and rhythms 
found in the nervous system.

(Hall, 1983; Thant, Kenyon, Schauer, & McIntosh, 
1999). 

・エントレインメントは、例えば、脳波や概日リズム、

月と太陽の周期、呼吸、循環、神経系の中にあるリズムなど、

共振場がリズミカルに一緒に同調しているあらゆる所に

起こります。

（ホール、1983年、タウト、ケニヨン、シャウアー及び

マッキントッシュ、1999年）



Entrainment

エントレインメント

In 1665, physicist Christiaan 
Huyugens noticed that two 
pendulum clocks running at 
different times would eventually 
synchronize together into the 
same swinging motion. 

• 1665年、オランダの物理学者
クリスティアーン・ホイヘンス
は、異なる時間を示している
振り子時計を２台並べて置いた
場合に、最終的には、同調し、
一緒の動き方で振り子を
振り始めるということに
気付きました。



Christiaan Huygens
Pendulum Clocks

クリスティアーン・ホイヘンス
振り子時計



Pendulums
振り子



Cymatics
The Study of 

Sound and 
Pulsation

サイマティックス
音と脈動の研究



Cymatics

サイマティックス

• Hans Jenny (1904-1972). Jenny studied wave phenomena 
or Cymatics. 
ハンス・ジェニーは、サイマティックスとして知られている
波動現象の研究をしました。

• He conducted experiments with various materials such as 
powders, pastes, and liquids placed on a steel plate while 
specific vibrations (pure sound waves) were directed 
toward the plate. 
彼は、鉄板上に、粉、糊状のものや液体といった様々な物を
置き、その鉄板に特別な振動（純粋な音波）を与え、何が
起きるかを観察するという実験を行いました。

• When the vibrations interact with the steel plate, the 
materials placed on the plate begin to move forming very 
specific complex geometric shapes.
振動が鉄板と相互作用をした時は、その上に置かれた物が、
非常に特別で、複雑な、幾何学的な形を形成しながら
動き始めます。







Cymatics

サイマティックス



Glycerin
グリセリン









Iron

鉄



Soapy Water
せっけん水







Cymatics
サイマティックス

• These experiments suggest that vibration or 
rhythmic flow has a direct affect on matter, 
causing a sympathetic resonance or 
attunement between matter and the vibration 
used and has an affect on psychological and 
emotional states of awareness.  

• これらの実験では、振動やリズムの流れは、使用
された物質と振動との間に、共感的共鳴や
アチューンメントを起こし、物質に直接的な
影響を与え、心理的及び感情的な意識の状態に
影響を与えるということを示しています。



Clinical 
Applications

臨床応用

• Need for “attunement” or connecting deeply 
with resonant understanding (entrainment, 
resonance, empathy, attunement) – i.e., if 
someone is presenting with[anxiety, depression, 
pain, confusion etc.] there is a need to 
understand and match that rhythm. 

• 「アチューンメント」の必要性、または、深いレベルでの
共鳴の理解（エントレインメント、共鳴、共感、アチュー
ンメント） ー 即ち
誰かが【不安、鬱、苦痛、混乱等】の状態を
示していたら、それを理解し、そのリズムに
合わせる必要性があります。



Research

研究

• At the Remo Institute (Bittman et al., 2001), research on improvisational 
drumming patterns has demonstrated significant increases in the activity 
of cellular immune components responsible for seeking out and 
destroying cancer cells and viruses, and an increase in stimulating alpha 
brainwave activity (deep relaxation).

• レモ・インスティテュートの研究は、即興のドラミングの
パターンが、がん細胞やウィルス（細菌）を見つけて破壊
しようとする役割を担う細胞性免疫成分の活動と脳内アルファー波への
刺激を大いに高める（深いリラクゼーションをもたらす）ことになった
ことを示しています。

Bittman, B., Berk, L. S., Felten, D. L., Westengard, J., Simonton, O. C., Papas, J. et al., (2001). 

Composite effects of group drumming music therapy on modulation of neuroendocrine-immune 
parameters in normal subjects. Alternative Therapies, 7, 38-47. 

ビットマン、バーク、フェルトン、ウェステンガード、シモントン、パパス他（2001年）
正常な被験者における神経内分泌免疫パラメーターの変調に対する、グループでの

ドラミング音楽療法の複合効果「オールタナティブセラピーズ（代替療法）7章 P.38-47」



Additional 
Research

追加研究

Sustained rhythm can produce marked shifts in 
sensory and bodily states of consciousness.  (Eliade, 
1964; M. Harner, 1980; Rouget, 1985; Tucker, 1972; 
Winkelman, 2000) 

持続性のあるリズムは、意識に関する感覚と身体の状態に
目立った変化を起こし得るということです。(エリアーデ、
1964年、M.ハーナー、1980年、ルジェ、1985年、ヴィン
ケルマン、2000年）

Steady drumbeats (4–8 hz) can induce EEG＊ waves 
of the same frequency.  (Entrainment to Theta or 
deep meditative states)

安定したドラムのビートは、しばしば同じ周波の脳波を
誘発することができます。（シータ波または深い瞑想状態
とのエントレインメント）＊EEG: Electroencephalogram



Synching 
Heartbeats

鼓動の同期

• 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。

(コンドンとサンダー、1974年）

• 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に、心拍が同期
することがわかりました。

(ニューイングランドジャーナルオブメディスン、2006年)



Entrained synchronization can also be found in 
nature linked to the coordination of flocks of 
birds, colonies of bees, schools of fish and other 
animals and insects related to swarm 
intelligence (Strogatz, 2003). 

自然界では、鳥や蜂や
魚の群れ、その他の
動物や昆虫の群れの
知能に関連して、
同調的な同期が見られます。
(ストロガッツ, 2003年)


