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　ミラーニューロンは、1990年代の初めにサルの脳の運動前野で見つかったニューロン活動で

ある。これらは、自分の物を掴む動作とともに、他者の同じ掴む動作を観察しているときにも活

動する。この性質によって、自己の内部表象を使って、他者の内部状態を推測する神経基盤にな

ると考えられた。脳内で自他の表現を共有するコミュニケーション、つまり動作の理解、共同注

意、模倣、共感など社会的認知機能（社会脳）と結び付けられた。一方で、脳は自他の共有のみ

ならず、自他を区別することもできる。自己の認識の最も基本的なものは、身体的自己である。

身体的自己認識のためのシステムは、ミラーニューロンが記録されるネットワークの中に存在

する。自己の身体をモニターする身体図式といわれるものである。現在、ミラーニューロンはサ

ルのみならず、ヒト、鳥、ラットなどでも見つかっている。ミラーニューロンの機能とその障害

による病態について解説する。

キーワード（5個以内）　ミラーニューロン、腹側運動前野、下頭頂葉、自己他者、身体性

1．　はじめに

　イタリアのRizzolattiらのグループによるミ

ラーニューロンに関する最初の論文は1992

年に出版されている1）が、ミラーニューnン

という名前は、M，　Jannnerodら2）による総説

の中で初めて記述されている。

　その発見は、神経生理学のみならず認知心

理学、発達心理学、ロボット工学、神経心理

学、言語学等、様々な分野で注目されること

となった。他者の動作理解・意図理解・共同注

意・模倣・共感・心の理論・言語などの社会的

認知機能を支える神経基盤になるのではない

かと推測されたのである。現在のところこれ

らすべてが、ミラーニューロンで説明される

わけではない。ただ、脳の一つの重要な基本

的動作概念ともいうべきものをミラーニュー

ロンが、提示したといえる。本稿では、その性

質、機能そしてそれが傷害されたときの病態

について概説する。

2．　ミラーニューロンと予測

　脳は、環境、運動・行動の結果、報酬などを

これまでの学習や経験に基づいて予測を行い、

より効率的に素早く情報を処理して適応的に

目的を実現するというのが、近年の脳科学の

一っのトピックとなっている3）。例えば、球技

などではボールの落下地点や速度を予測して、

さらには自らの運動の結果も予測しながら、

ボールを捕捉する。あるいは、相手の選手と

の駆け引きには、相手の視線や動作から相手
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の意図を予測し、フェイントをかける。また、

行動の結果に随伴する報酬は、行動のモチベ

ー ションにとって重要であるが、脳はその報

酬さえも予測し、実際の結果と比較する。

　ミラーニューロンは、他者の把持運動を見

たときに活動し、また同時にサル自ら同じ動

作をするときに発火する。その名の通り、自

己の運動と他者の運動が鏡に映されたように

脳内に表現されている。このようなメカニズ

ムをミラーメカニズムとRizzolattiらは呼んで

いる4）。ミラーニューロンの持つ性質は、他者

の脳の内部の状態の予測に都合が良い。ミラ

ーニューロンが説明する一番重要な概念は、

自他の共有表現である。

　最初に発見されたのは、マカクザル（ニホ

ンザルもこの仲間）の腹側運動前野F5という

領域で1）、この領域は把持運動の実行のため

の運動のパターンを持ち合わせており、感覚

情報を運動に変換する役割がある。したがっ

て、その領域で他者の動作を観察したときに

活動するということは、その動作に必要な運

動のパターンが立ち上がったということにな

る。これは、他者の脳の中の運動の情報を自

分の脳の中で再現（推論）したということに

ほかならない。計算論的には、運動制御にお

ける内部モデルの概念で説明される。内部モ

デルとは、素早いスムースな運動を実行する

ために必要な運動指令を計算したり、運動の

結果を予測したりするための脳内の信号変換

器ともいうべきものである5）。それには、望ま

しい軌道から運動指令を計算する逆モデルと、

運動の結果である感覚フィードバックを、運

動指令のコピー（遠心性コピーないしは随伴

発射と呼ばれる）をもとにして予測する順モ

デルがある。予測されたフィードバックは、

実際のフィードバックと比較されて、運動指

令の素早い修正を行う。ミラーニューロンは、

そのいずれとしても働く可能性がある6）。他

者の動作を見た時には、逆モデルによって感

覚情報を運動指令に変換し、他者の脳内の内

部状態を予測する。自ら運動するときには、

順モデルによって自らの感覚フィードバック

を予測し、観察している他者の動作と比較す

ることになる。

　ここでミラーニューロンの性質において基

本的に重要なことが二つある。一つは異なる

モダリティの情報（例えば視覚と運動）が一

つのニューロンに表現されていること。これ

は身体性という概念の重要な要素である。も

う一つは、自己と他者がよく似た情報の表現

を脳内に持っていることである。発達心理学

では、赤ん坊が、脳内にある自分の身体運動

の表象の上に視覚で見た自分とよく似た身体

を持つ母親の行為を重ね合わせるというlike

me仮説が、ミラーニューロンの発見以前か

らあった7）。また、他者の心を推論するという

心の理論8）も、他者の心の中は自分と似てい

ることが前提になっている。これらは、ミラ

ーニューロンの持つ性質と馴染むと思われた。

ただ、後で述べるようにサルの脳の中で見つ

かったニューロン活動の機能について、ヒト

が持ち合わせる認知機能に拡大して議論する

ことに様々な意見もある。

3．ミラーニューロンシステム

　先にも述べたように最初にミラーニューロ

ンの記録された腹側運動前野F5は、運動の発

現に関わる。その後、下頭頂葉（IPL）のPFG9）

やAIPlo）という領域でも見つかった（図1）（参

照4））。これらのF5とIPLとは解音1」学的な結

合が知られていて、把持運動の視覚的制御を

担う（参照11））。加えて、上側頭溝（STS）周

辺の領域には、生体の動きを観察している時

に視覚的に反応するニューロンが知られてい

る。この領域はPFGと解剖学的結合があり、

視覚情報をPFGに送っていると考えられる

（参照4））。以上のF5－PFG－STSのネットワー

クはミラーニューロンシステムと呼ばれる。

ヒトでは、F5はBroca野や下前頭回と運動前

野、PFGやAIPは縁上回や頭頂間溝内、　STS

周辺は上側頭溝の後方あるいは中側頭回に相
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当する4）。

　近年では、このオリジナルのミラーニュー

ロンシステム以外に、下頭頂葉のLIP12）、上頭

れている。また、もちろん言語も持たない。こ

こでは、できる限り動物実験データと行動を

結びつけて考察する。

頂葉13）、背側運動前野14）や一次運動野15）、外

側前頭前野16）や前頭葉の内側面17）からもミラ

ー ニューロンが記録されている（図1）。

　また、本来ミラーニューロンは運動に伴う

活動がみられるのだが、後述するようにVIP

の多種感覚ニューロン5）や帯状回皮質の痛み

に関わるニューロンなど感覚モダリティのみ

の活動も発見された。帯状回皮質については、

ヒトやラットの脳で発見された18）19）。

4．ミラーニューロンの機能

4．1ヒトの認知機能とミラーニューロン

　他個体の行動を観察してそれが持つ意味を

読み取るのは、生態学的に重要である。ミラ

ーニューロンの持つ性質は、他者の動作理解・

意図理解・共同注意・模倣・共感・心の理論・

言語などのヒトの持つ社会的認知機能にうま

く当てはまると考えられた。しかし、ミラー

ニューnンが発見されたマカクザルのもつ認

知機能からすると、いささか過大評価しすぎ

た側面もある。「猿真似」という言葉とは裏腹

に、一般的にマカクザルは模倣しないといわ

図1．ミラーニューロンが見つ
かっている領域とその領域間結

合

　上サルの脳の内側面
　下　外側面

赤はF5とPFG
黄色は視覚反応のみのSTS周辺

緑は、後にミラーニューロンある

いはミラーニューロン様の反応
が見られた領域

AIP　dPM　LIP　VIP　第一次運動
野（M1）　帯状回皮質運動野（24）

前補足運動野（preSMA）　外側前
頭前野（VLPFC）

赤のラインは上縦束の第3枝

青いラインは、上縦束の第1枝

文献33より改変

4．2動作／意図理解・メンタライジング

　言語音の理解に関して、発語のための運動

の表象を使うという考えをモーターセオリー

という。Rizzolattiらは、目で見たときの脳内

の活動であっても、それが運動表出の表現に

なっているときには潜在的動作表現と呼んだ

4）。腹側運動前野は、動作の表出に関わる領域

であり、ミラーニューロンの動作観察時の反

応は、動作の視覚的表現が直接動作の内部表

現と結びっいた潜在的動作表現ということに

なる。ミラーニューロンにおける潜在的動作

表現は、まさに行為の理解におけるモーター

セオリーとも言うべきもので、他者の行為を

自らの動作のための内部表現で理解する。

　また、視覚と運動だけでなく動作に伴う音

も同時に表現されているミラーニューロンが

ある。サルがピーナッツの殻をむく動作をし

たとき、またその動作を観察したときに反応

するニューロンが、殻をむく音を聞いたとき

にも反応したことが報告されている。モダリ

ティを超えた動作の表現であり、ミラーニュ

ー ロンが動作の認識に関わることを示してい
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る20）。

　さらに、動作には、その意図が含まれてい

る。同じ動作でも文脈が異なると、そこに含

まれる意図が異なる。カップを持つとき、そ

の中の飲み物を飲むのかあるいは洗うのか、

異なる目的・意図がある。サルでも他者の意

図を認識すると思われるニューロン活動が見

つかっている。実験では、サルが餌に手を伸

ばして掴み、その後、餌を口に入れたり、ある

いは隣にあるカップに入れたりする課題を行

った。頭頂葉のPFGでは、同じ餌を掴む動作

でも、次の動作によって反応が異なるニュー

ロンが見つかった。そして、それらのニュー

ロンは、別のサルが同じ課題で餌を掴むとこ

ろを観察しているときにも反応し、食べるた

めに掴むか、カップに入れるために掴むかに

よって異なる反応を示した9）。つまり、観察し

た動作の中にある意図を反映している。

　一ヒで述べたような行動の意図によって異な

るミラーニューロンの反応は、前頭前野の外

側面でも見られている21）。さらに、前頭葉の

内側面や外側面には、他者の行為の結果を観

察する時に反応するニューロンも見つかって

いる。例えば、サルは、対面した他のサルの行

為の成功・不成功を観察することで、自己の

次の行動を決定する課題をこなすことができ

る。帯状回皮質や前補足運動野などを含む前

頭葉内側面では、自他の行為、他者の行為だ

け、あるいは自己の行為だけに反応が見られ

るニューロン活動が見つかった22）。また、前

頭前野外側面でも、他者の行為や自己の行為

の結果を符号化するニューロンがある16）が、

これらの中に、他者の行為を開始する前にそ

の結果を予測する活動も見られている23）。こ

うした活動は、前頭前野が他者の行動の結果

をモニターし、更にはその予測にも関与して

いることを示し、最終的には他者の行為によ

る学習や自己の行動の決定に寄与するものと

思われる。これらは、他者の心的状態を見出

したり推論したりするメンタライジングに関

わると考えられる。行為の理解・意図の理解

には「どのような動作をしているのか（ペー

ジを捲る）how」「何をしているのか（本を読

んでいる）what」「なぜその行為を行っている

のか（試験勉強をしている）why」などいくつ

かの階層が必要だと言われている24）。ヒトで

は、whyは、デフォールトモードネットワー

クと呼ばれる前頭前野内側部や後部帯状回あ

るいは側頭葉前部などが関わっている25）。ミ

ラーニューロンシステムの関与は、「直接的か

つ直後の目標」の理解であり、つまりhowあ

るいはwhatであり、文脈を踏まえた長期の理

解や願望の理解とまではいかない26）。頭頂葉

と腹側運動前野を結ぶミラーニューロンシス

テムは、前頭葉外側部や内側面との解剖学的

結合がある（図1）。ミラーニューロンシステ

ムは他者の行動の理解に関して、前頭前野の

記憶や計画、推論、スイッチング、反応抑制な

どの認知機能や実行機能による影響を受けて

いると考えられる。前頭前野の内側部分の障

害では、他者の行動を見ると自動的にその行

為を模倣してしまう“模倣行動”が出現する

ことが知られており、ミラーニューロンシス

テムが、前頭前野の抑制的な制御を受けてい

ることを示す。

4．　3身体図式・模倣・自他の身体の区別

テレビで、スポーツやダンスなど見ていると

きに思わず見ている運動を真似していること

があるだろう。運動を観察しているときには、

大脳皮質の運動領野が活動しやすくなってい

る。運動を観察中のヒトの運動領野を磁気刺

激するとその運動を行うための筋肉に発生す

る運動誘発電位が、ただ磁気刺激のみした場

合と比べて大きくなる27）。これは、ヒトにも

ミラーニューロンが存在し、運動観察中に運

動前野が活動することにより、それにつなが

る運動野がアイドリングの状態になっている

ことを示している。

　模倣による運動学習は、大人だけでなく子

供の発達にとっても重要である。模倣によっ

て歌を学習する鳥（ヌマウタスズメ）では、さ
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えずりのミラーニューロンが見つかっている

28）。これらのニュー一ロンは、自ら歌っているそ

の歌の表出に必要な運動に関連した活動を示

す。同時に、歌っているときのフィードバッ

クに反応し、さらに自分の歌によく似た他の

鳥の歌を聞いているときにも反応する。

　こうしたニューロン活動は、運動（歌）に関

する信号と運動したときの感覚フィードバッ

クにより、現在進行中の運動をモニターし、

脳内にオンラインの身体の動的な状態を表現

する、いわゆる身体図式と呼ばれるものを表

現している。また、一方で、他の鳥の歌にも反

応することにより、自分と他者の運動（歌）を

比較することが可能となる。これによって歌

の学習が可能となる29）。

　同様の反応は、サルのミラーニューロンで

も見られている。我々の研究室では、モニタ

ー を見ながら物体を掴む手操作運動課題、あ

るいは、モニター上の自分や他者による物体

を掴む時の動画を注視するだけの課題を遂行

中のサルのAIPやPFGのニューロン活動を記

録した10）。その結果、手操作運動実行中に活

動するニューロンの中に、他者の手の動画に

反応するとともに、自らの手の運動の動画に

も反応するものが見つかった。つまり、ミラ

ー ニューロンの中には自らの手の動作を視覚

的にモニターする役割が持つものがある。

　大型霊長類以外の霊長類は、マカクザルを

含めて模倣をしないといわれている。マカク

ザルのミラーニューロンの機能として模倣を

考えることに批判もある。しかし、近年いく

つかの反論もあり、動作観察による動作の取

り込み、学習が可能ではないかという意見も

ある30）。ヒトは、模倣に関して、下頭頂葉や

ブローカ野を含む下前頭回あるいは腹側運動

前野が活動することがわかっている（参照4））。

　一方、他者の動作を取り込むということは、

自らの脳内に他者の身体の表象が必要となる。

他者が身体部分を触られているのを観察して

いるときに自らの同じ身体部分も触られてい

る感覚を覚える共感覚の事例が報告されてお

り31）、脳内で自他の身体マップが共有されて

いることが示唆される。頭頂葉のVIPという

領域では、身体の部分に体性感覚受容野をも

つだけでなく、そのすぐ周辺の空間（身体周

辺空間）に視覚受容野をもつニューロンがあ

り、自己の身体部位を表現していると考えら

れている32）。我々は、これらの多種感覚ニュ

ー ロンが、他者の身体と対面している時には

自己の身体部位だけでなく、他者の同じ身体

部位の周辺空間にも視覚受容野を持つことを

明らかにした33）。運動の要素を持たない感覚

ドメインのミラーニューロン様の活動として

世界で始めて観察されたもので、他者身体が

自己身体を参照する形で知覚されていること

を示唆している。

　一方、以上のようなミラーニューロンの性

質は、自己と他者の運動や身体が脳の中で共

有表現されており、自他が分離していないよ

うに見える。しかし脳は、自己の運動や身体

は自己のものとして認識しうる（参照34））。例

えば、自ら運動をしている時に、その運動が

自ら運動を行っていると意識することができ

る。これを運動主体感という。この運動主体

感には、運動のための意図や計画、運動指令

から予測された結果（随伴発射）と実際の感

覚フィードバックの比較が必要となる。この

とき、自分の運動ならば随伴発射と感覚フィ

ー ドバックは一致するが、他者の運動は致

しない。ここから、運動主体感が生まれる35）。

　ヒトを対象にした機能イメージングの実

験では、実際の運動と感覚フィードバックが

ずれるような条件、つまり運動主体感が低下

するような条件にすると、下頭頂葉の活動が

高まる事がわかっている35）。つまり下頭頂葉

は、他者性の検出をしているともいえる。実

際に、我々の研究でも、頭頂葉の把持運動ニ

ューロンが、自己動作や他者の動作の観察中

に観察するものと自分だけあるいは他者だけ

に反応するものが見つかっていて、自他の運

動が区別された活動だと考えられるll）。
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4．4共同注意・共感

　コミュニケーションの一つの重要な要素は、

脳内に自他の共有表現を持つことである。例

えば、母子間では、アイコンタクトして視線

が同じ対象物へ向かうと、注意を共有する共

同注意となり、非言語コミュニケーションの

始まりになる。また、サルでも共同注意や視

線追従の能力がある36）。注意に関する領域は、

眼球のサッケード運動を制御する領域と重な

っており、サルの頭頂葉のLIPや前頭葉の前

頭眼野（FEF）がそれにあたる。サッケード前

に、他のサルの顔向きや視線方向の静止画を

提示しておくと、その向きと同じ方向にサッ

ケードするときには、反対方向と比べてLIP

のサッケードニューロンの活動が、強く増強

することが明らかになっている12）。注意の共

有を反映した活動であろうと推測されている。

　また、他者の情動的な行動を観察すること

によって、他者とその情動を共有する共感も

他者との共有表現の一つである。特に痛みや

不快感の共感は、多くのヒトのイメージング

の実験が行われており、島皮質の前部や帯状

回皮質の中間部分あたりが関わっていること

が示されている。ヒトの帯状回皮質では、痛

み感受性ニューロンが、他者が痛み刺激を受

けている様子を観察しているときに反応する

ミラーニューロン様の活動が見られる18）。最

新の研究では、ラットの帯状回皮質で、自分

が痛み刺激を感じているときに反応するニュ

ー ロンの中に、他のラットが電気刺激による

痛みで飛び上がるのを観察しているときにも

反応するものがあることがわかった19）。これ

は、サルや鳥に続いてネズミでもミラーニュ

ー ロンが見つかった初めての例である。

　Stemは、動作に含まれる強さ、時間、空間、

意図／方向性など、生命性の要素となるものを

Forms　ofvitality37）と呼んで、他者動作に含まれ

る情動や芸術理解にとっても重要な要素とし

た。ヒトのイメージングの研究では、島皮質

が、Forms　of　vitalityの表出に関わっているこ

とが示されている38）。さらにこの研究では、

島皮質が自己と他者のForms　ofvitalityの共有

表現にも関わっていると報告している。

5．ミラーメカニズムの障害

5．1観念運動性失行

　ミラーメカニズムが障害されることにより、

どのような症状が出現するのであろうか。大

脳皮質の高次な運動制御に関わる領域が損傷

されると麻痺はないが、失行症と呼ばれる目

的ある運動の巧緻性の障害が出現する。

　神経心理学的研究では、左下頭頂葉の主に

縁状回損傷で観念運動性失行が出現すること

が知られている。観念運動性失行では、患者

が言語的あるいは視覚的に提示された動作を

パントマイムで表現することができない症状

が見られる。特に検者によって視覚的に提示

された動作を模倣できない。視覚提示された

動作を実行するためには、その感覚信号から

Motor　imageryと呼ばれる運動のイメージを作

り上げ、それを運動のプログラムに変換し、

実行中も調整する必要がある。Rizzolattiら4）

は、ミラーニューロンシステムを含む頭頂葉

と運動前野のネットワークが壊れるとMotor

imageryを作れない、あるいは運動のプログラ

ムに変換できないことになり、模倣の障害を

きたす観念運動性失行が出現すると考えてい

る。また、頭頂葉の障害による失行症では、行

為の主体の帰属性の判断が難しくなる40）。

5．2統合失調症

　統合失調症では、作為体験、思考奪取、被

影響体験などの「自我障害」が知られてい

る。近年、これらの症状を主体感の喪失とい

う観点で、自己の行為や思考の他者へ誤帰属

として考える試みがある39）41）。例えば作為体

験というのはさせられ体験とも呼ばれ、自己

の行為であるのに他者から影響を受けてさせ

られていると主観的に感じるもので、運動主

体感の障害として捉える。幻聴なども重要な

症状であるが、これも自己の思考に伴う内言
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語が、他者のものとして聞こえると考える。

実際、統合失調症の患者では、自他の運動の

区別をすると考えられる下頭頂葉が、過活動

していることが明らかになっている42）。これ

は、随伴発射と実際の感覚フィードバックの

比較行う比較器がうまく働いていないことを

示している。また、口の運動の観察でも、ミ

ラーニューロンシステムが働くことが知られ

ているが、統合失調症では、他者の顎運動の

観察によって得られる右頭頂葉のMEG波形

の異常も認められている43）。ミラーニューロ

ンシステムと異常として考えられる。更に、

統合失調症では手の運動の巧緻性の障害があ

ることも知られている44）。

5．3自閉症

　自閉症は、コミュニケーション障害をきた

す発達障害の一つである。多くの自閉症の子

どもたちは、共同注意、模倣、共感などに障害

があり、脳波や脳磁図などにも変化が見られ

る（参照4））。

　ミラーニューロンシステムと自閉症の関わ

りについては、MRIによる解剖学的検索の結

果、下前頭回の弁蓋部の灰白質の体積が減っ

ているという報告45）や、ミラーニューロンシ

ステムとともに島皮質、前頭前野、帯状回皮

質、中側頭皮質、下側頭皮質などの領域で、薄

くなっているという報告もある46＞。

　自閉症の…っのタイプであるアスペルガー

症候群の患者において、口の動きの模倣をし

ているときの脳磁図（MEG）を計測した実験

がある47）。この実験では、腹側運動前野に出

現するMEG波形の潜時が健常と比較して遅

くなっていることが明らかになった。

　fMR．1の研究でも、情動的な顔の表情を観察

しているときの下前頭回の活動が健常と比較

して自閉症患者では、低くなっていることが

指摘されている48）。ただ、メタ研究では未だ

特定の領域の関わりが明らかになっていない

49）。自閉症の患者それぞれでの変異が大きい

のではないかと考えられている。

6．まとめ

　1990年代の初頭に報告されたミラーニュー

ロンは、脳が他者を自己とよく似たものとし

て表象し、自他が脳内で共有される考えに関

する神経科学的証拠であると捉えられた。こ

のようなミラーニューnンは、社会脳という

観点から評価され、時に拡大解釈され、それ

に対して未だに様々な批判があるのも事実で

ある。また、脳は自他を共有するだけでなく、

自他の違いを表現しうる。ミラーニューロン

は、運動制御系でもともと発見された。運動

制御では、予測と実際の結果を比較するコン

パレーター（比較器）が必要で、そこでの違い

は予測誤差となる。この予測誤差の検出は、

運動の調節とともに自他の区別にもつながる。

この比較器が脳内のあちこちにあることが、

近年の研究で明らかになってきた。ミラーニ

ューロンは予測と実際の結果そのものも表現

し、比較器となりえる。運動制御システムは、

単に感覚情報から運動への変換だけでなく、

知覚系へも影響を与え、身体認知と結びつく。

これが、身体と知性の相互作用を考える身体

性の基本である。ミラーニューロンがその神経

基盤として働くことが明らかになったことが、

最も一番重要な成果だと思われる。人工知能

が発達してきているが、深層学習とビックデ

ー タ、インターネットのおかげであり、身体

も持たないという意味では、生体の持つ知性

とは本質的に異なる。生体は、限られた範囲

の中で情報を得て記憶する。しかし、そうし

た制約があっても、複雑で変化する環境の中

で学習し適応する能力は、身体を持つ知性こ

そが実現できるのである。
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