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運動・行為
Ⅰ．運動の脳内機構
われわれの意思は主に認知制御系を介して運動・行為系に伝わる。運動・行為系は図Ⅲ-1
に示されている多くの領野によって構成されている。ここでは運動の表出を中心に運動の
脳内機能を述べる。末梢の運動系については簡単に述べるにとどめる。運動は筋によって
実行される。筋は筋線維によって構成されており、各筋線維は脊髄前角のアルファ運動ニ
ューロンからの指令で収縮する。筋には筋紡錘があり、筋の収縮状態を神経系に伝えてい
る。上腕の筋を例にとると、二頭筋は屈曲、三頭筋は伸展というように拮抗筋の関係で運
動は実行される。

図Ⅲ-1. 運動神経系
以下、中枢神経系について述べるが、丹治（1999, 2009）は脳と運動に関する解説書で、
構造と機能についてまとめている。それも参考にしたので、さらに詳しく知りたい場合は
この解説書やその他の専門書を参照されたい。
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A. 一次運動野（BA4）
一次運動野は中心溝の前方にある中心前回に位置し、ブロードマンの 4 野（BA4）に相
当する（図Ⅲ-2 参照）
。一次運動野のニューロンの軸索は皮質脊髄路を通って脊髄の前角の
運動ニューロンにシナプス結合する。そして脊髄の運動ニューロンの軸索が筋肉へ指令を
送り制御する。一次運動野のニューロンは高次の運動野や小脳、大脳基底核からの影響を
受け適切な運動を行うが、それについては後で述べる。

図Ⅲ-2. ヒトの一次運動野（BA4）と高次運動野（BA6）の位置
一次運動野には体部位（筋）の再現があり、身体部位が規則正しく並んでいる。大脳縦
裂の中の内側面には足や脚の部分が、臀部、体幹部が頭頂部から外側へ広がる。そして下
方に上腕につづいて広い手指の領域がある。さらにその下方に広大な顔、口、舌の領域が
ある。領域が広いことは、その領域で営まれる機能が細かく精密な運動を必要としている
こと、すなわち重要な運動であることを示している。手指と口の領域が広いのは、ヒトに
とって道具の製作と使用、細かい動作、音声言語を話すことが重要だからだろう。口の領
域の直ぐ前方には言語の生成に関係すると考えられるブローカ野 Broca’s area（BA44）が
あるが、一次聴覚野（BA41, BA42）の外側に言語の受容にかかわる聴覚的語形領野 auditory
word form area やウェルニッケ野 Wernicke’s area があることとともに、適応的である。
一次運動野には機能的な単位として柱状（コラム）構造があると考えられているが、脊
髄の運動ニューロン（したがって筋）との関係は一対一対応の関係にはなっていない。一
つの運動ニューロンは一次運動野の複数の機能的単位からの入力を受ける。おそらく、こ
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の方が滑らかで精密な行動をするのに適しているのだろう。
サルの一次運動野のニューロンは方向選択性があり、特定の方向の運動を行う時に強い
発射をする。ただし、個々のニューロンの方向選択性は一般に広いので、ある方向の運動
を正確に行うには異なるメカニズムが必要である。それは集合ベクトル population vector
である（Georgopoulos et al., 1988）
。これは多数のニューロンの方向選択性をベクトルで
表し、それらのベクトルを合成したものである。集合ベクトルは運動の方向と合致してい
るので、多くのニューロンの集合的な活動が運動の方向を表現していると考えられる。
この集合ベクトルは運動の実行前に運動の方向を表現していることは興味深い。また、
集合ベクトルはブレイン・マシーン・インターフェース（BMI）でロボット・アームの制
御を行い、障害者の失われた運動機能の代替手段として利用されようとしている（Hochberg
et al., 2006; Hochberg et al., 2012）
。
BMI は脳波を使うなどさまざまな発展をみせており、
脳科学の重要な応用面となってきている（神経工学）。
B. 高次運動野（BA6）
丹治らのサルの高次運動野の研究は優れたものであり、丹治（1999, 2009）が自ら解説
している。参考にされたい。
1. 運動前野
運動前野は一次運動野の前方に広がっている。運動前野は背側と腹側に区分される。こ
の二つの領域は頭頂葉や視床との連絡が異なっている。サルでは背側運動前野は上頭頂小
葉（５野）とその後部の到達運動 reaching で活動する頭頂葉到達運動領域、腹側運動前野
は下頭頂小葉（７野）や頭頂間溝の後壁と連絡が密である。
背側、腹側運動前野はそれぞれ前部と後部にさらに区分される。丹治（2009）によると、
腹側部の前方は手や指の動作との結びつきが強く、後方は腕の運動に関連する。背側部の
後方は運動の準備や視覚刺激と運動の連合に関係する。前方は前頭前野の機能に似ている
が、詳細は不明とのことである。
背側運動前野のニューロンは、視覚刺激により指示された方向へ運動を行う前に予期的
に活動する。このような予期的な活動は、方向指示の刺激と運動の実行の間に遅延期間を
設けることにより、まだ筋活動が生起していない待機期間中に観察することができる。な
お、方向選択性や運動の大きさによる違いがみられる。
一方、腹側運動前野のニューロンはものをつまんだり、握ったりするときに活性化した
(Gallese et al., 1996)。そのあるものは同じ動作を観察した時にも活性化し、ミラー・ニュ
ーロンと呼ばれている。ミラー・ニューロン研究の展開については別に詳しく述べる。こ
の領域の後方の部分では、腕の運動に関与し、目標の空間位置情報を腕の位置変化情報に
変換する過程で重要な役割を演じているという（Kurata & Hoshi, 1999）
。
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2. 補足運動野と前補足運動野
補足運動野は一次運動野の前方の内側部、大脳縦裂の中の正中線部にある。前補足運動
野は補足運動野のさらに前にある。以下、サルの研究によるが、補足運動野の機能は運動
前野と比較すると明らかになる。運動前野は外部刺激に基づいて運動を行う時に活性化す
るのに対し、補足運動野は内的に決められた順序で運動を行う時に活性化する（Kurata &
Wise, 1988）
。補足運動野は言語にも関係するが、言葉の生成が外部刺激によらず自分の運
動プランにしたがって発話していることと整合的である。また、正中線領域は内的な過程
に関係し、外側部は外的な環境とのインタラクションに関係する傾向があるが、これは運
動機能に関しても当てはまるようである。ただし、このような単純な二分法は現在認めら
れていないようだ（Tanji, 1994; 1996）
。
補足運動野の機能のもう一つの特徴は系列運動の順序の制御に関係すること。例えば、
A, B, C の三つの動作を様々な順序（ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA）で行うよう訓練
する（Tanji & Shima, 1994）
。一次運動野のニューロンは一つの動作（例えば、C）で活動
するが、動作 C が一連の動作のどこにあっても同じように活動する。一方、補足運動野の
あるニューロンは動作 C で活動するが、動作 C に動作 B が先行し、動作 A が後続するとき
にのみ活動する。また、別のニューロンは動作 ABC と動作 CAB の AB の間で、あたかも
橋渡しをするかのように、活動し続ける。他に、特定の動作を行う前に活動するニューロ
ンもある。例えば、動作 CBA を行う前に活動するが、他の順序の動作の前には活動しない。
丹治（2009）によると、前補足運動野のニューロンは補足運動野のそれと同じような活
動をするが、動作に種類に関係なく何番目という動作系列内の位置に関係するニューロン、
系列内の動作に変更があった時にのみ活性化するニューロンが多くみられるという。前補
足運動野は動作選択の準備、動作様式の切り替え、複数の動作の順番の決定、ルーチン化
した習慣的動作から意図的な選択による動作への切り替えなどに関係する。Nachev et al.
(2008) は補足運動野と前補足運動野の機能の違いを内－外、系列動作、学習、認知的制御
の 4 点から検討している。多くの研究者が前補足運動野の方が補足運動野よりも高次の機
能に関係すると考えている。ただし、明確な機能的な区分ができるわけではない。そして
これらの機能は別々にあるよりも、課題の複雑さの違いの要因として捉えられるとした。
そして尾側（後方）から吻側（前方）に向かい次第に複雑な機能を担うと考えている。こ
れは第 6 章に出てくる前頭葉の機能構造 functional organization の説と類似する。
補足運動野と前補足運動野はともに淡蒼球内節と小脳核の歯状核からの入力を受ける
（前者の方が多い）
。淡蒼球内節の吻側部の「連合」領域は前補足運動野へ、尾側、腹側部
の「感覚運動」領域は補足運動野へ出力する。また、小脳の歯状核も腹側の「非運動」領
域が前補足運動野へ、背側の「運動」領域は補足運動野へ出力する（Akkal et al., 2007）
。
3. 帯状皮質運動野
帯状皮質運動野は、補足運動野や前補足運動野の下の帯状溝の中にある。サルのニュー
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ロン活動の記録による研究では、報酬の減少に基づいて実行している反応を別の反応に切
り替える時など、大脳辺縁系の一部としての帯状皮質を特徴づける発射がみられている
（Shima & Tanji, 1998）
。なお、帯状皮質運動野は前方部と後方部に分かれ、機能的に異
なり、このような活動は前方部で多くみられるという。
C. 大脳基底核
1. 大脳基底核の構造と機能
大脳基底核の構造について丹治（2009）がまとめている（図Ⅲ-3 参照）
。それによると、
線条体（尾状核、被殻）
、出力部（淡蒼球内節 GPi、黒質網様部 SNr）、両者の間にある介
在部（淡蒼球外節 GPe、視床下核 STN）
、それに調整部（黒質緻密部 SNc）である。大脳
皮質からの情報は入力部が受けるが、それは介在部を介して出力部へ伝えられる。出力部
からは脳幹へ行き、運動の制御に関係する。一方、出力部の一部は視床を介して大脳皮質

図Ⅲ-3. 大脳基底核の構造と経路。TH:視床、その他は本文。
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に戻り、運動の調節に関与する。出力部からは脳幹へ行き、運動の制御に関係する。一方、
出力部の一部は視床を介して大脳皮質に戻り、運動の調節に関与する（図Ⅲ-3）。
大脳基底核の出力は抑制性である。この出力部に対して入力部から直接的に脱抑制的な
影響を与える系と、介在部を介して間接的に抑制をさらに強める抑制強化の系がある。出
力対象に対して、それぞれアクセルとブレーキとの役割を果たしている。黒質緻密部のド
ーパミン細胞の調節系は直接系には D1 レセプターを介して促進的に、間接系には D2 レセ
プターを介して抑制的に働く傾向がある。
出力部のニューロンの自発活動は一般に高く、常に抑制しているのが基本である。脱抑
制でその抑制が外れ、運動が出現する。
大脳基底核は運動学習や報酬に重要な役割を演じている。運動学習に関してはこの章で、
報酬に関しては、情動・動機づけの章で述べる。
2. 大脳基底核の障害
大脳基底核の障害では運動の亢進と低下が起こる。パーキンソン病は黒質緻密部のニュ
ーロンの変性で、線条体のドーパミンが減少することによって生じる。運動の低下が主な
症状である。いっぽう、運動の亢進ではダンスを行うような行動がみられるハンチントン
舞踏病があり、線条体のニューロンの変性で生じる。
D. 小脳
小脳は運動の調節に関係すると考えられている。小脳はその構造の一様性と細胞の種類、
入出力の少なさから詳細な研究が進められてきた。

図Ⅲ-4. 小脳の構造。黒は抑制性の神経細胞
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1. 小脳の構造
小脳を構成する細胞はプルキンエ細胞、星状細胞、バスケット細胞、ゴルジ細胞、顆粒
細胞の 5 種類である。入力は顆粒細胞につく苔状線維とプルキンエ細胞につく登上線維の 2
種類、出力はプルキンエ細胞の軸索の 1 種類である。顆粒細胞は唯一の興奮性細胞で、そ
の軸索は水平線維として他の種類の細胞とシナプスする。苔状線維は脳幹と脊髄に起源が
あり、大脳から脊髄の様々な情報を運ぶ。登上線維は下オリーブ核に起源があり、体性感
覚受容器、網膜、大脳皮質などからの入力がある。プルキンエ細胞からの出力は小脳核に
向かい、そこから中枢神経系の様々な領域に小脳の情報を送る（図Ⅲ-4）
。
小脳は 4 つの領域に大別される。外側にある小脳半球、内側部にある小脳虫部、両者の
間の中間部、それに片葉である。プルキンエ細胞の出力を受ける小脳核は小脳の内部にあ
り、この 3 つの領域に対応して外側核、内側核、中位核がある。内側核の出力は下降性で
脊髄方向に向かうが、外側核、中位核の出力は赤核を介して下降するものと、視床を介し
て一次運動野や運動前野へと上行するものがある。
2. 小脳の機能
小脳の機能は大雑把に片葉が眼球運動制御、虫部が体幹運動制御、中間部が末梢運動制
御、外側の半球部が運動の開始、プラン、タイミングに関係すると考えられている。小脳
はその構造の単純さから運動制御の工学的、計算論的なアプローチとの連携が図られ、研
究が発展した。
そのよい例が小脳による前庭動眼反射の調節である。この反射は頭部が動いた時に網膜
像を一定に保つ補正的な眼球の動きをいう。頭部の動きは半規管により検出され、前庭神
経核に送られる。その出力を受けた興奮性、抑制性の前庭動眼中継ニューロン群が外眼筋
の運動ニューロンにシナプスし、反射弓が構成される。この反射を小脳はどのように調節
するのだろうか。半規管からの出力は前庭神経核だけでなく、小脳片葉の顆粒細胞にも苔
状線維を介して送られる。顆粒細胞からは水平線維によりプルキンエ細胞に情報を伝える。
一方、プルキンエ細胞には下オリーブ核から登上線維により視覚情報が伝えられる。そし
て、プルキンエ細胞は前庭神経核に調節的な出力をだす。これが回路面であるが、そこで
はプルキンエ細胞において、登上線維からの視覚入力が顆粒細胞・水平線維からの入力の
伝達効率を変える、という学習の機構で調節が行われると考えられる（Ito, 1998）。運動学
習と小脳の関係については、別に述べる。
3. 小脳症状
小脳の損傷により以下の症状が出る。運動の大きさを調節できない（推尺異常）。複数の
筋の協調がとれない。系列的な動作が個別的になり、滑らかに行えない。運動の速度調節
がうまくできない。運動が目標で停止せず、何度も修正する。ものをつかもうとするとき
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に震えが起こり、上手につかめない。眼球運動、歩行、発話に特徴的な異常が生じる。指
－鼻テストでこれらの症状のあるものがみられる。
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Ⅱ．運動の意図・準備、運動のプラン、運動学習、運動のイメージ
A. 運動の意図・準備
1. Libet et al. (1983) の実験
実験で参加者は単にボタンを押すことが求められる。図Ⅲ-5（上）にあるように、実験参
加者は回転する時計の針を見ている（a）。ボタンを押す意図が意識的 conscious intention
になった時の針の位置を覚え（b）
、ボタンを押す（c）。ランダムな時間の後に針は止まり、
意識的な意図の起こった針の位置を報告する（d）。実験では（運動）準備電位 readiness
potential が記録されており、図Ⅲ-5（中）の時間経過を示す。準備電位は前頭葉内側部の
運動領野（補足運動野、前補足運動野）に発生源があると考えられた。

図Ⅲ-5. Desmurget & Sirigu (2009)による Libet らの実験の図示（上）
、その時記録された
準備電位（中）
。
（下）は同じ課題を頭頂葉損傷患者に行わせた時の準備電位の変化（Sirigu
et al., 2004）
。この図は Desmurget & Sirigu (2009) Trends in Cognitive Sciences,
13:411-419 より引用した
興味深いことに、運動の開始からみて、意識的な意図（wanting to move, urge to move,
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W-Judgment）は 240ms 前だったが、準備電位はさらに 1500ms も前だった。この結果は
運動がわれわれの意識した意図ではなく、それに先行する意識していないプロセスにより
生起する可能性を示した。そこから自由意志の問題などへと話が膨らむのであるが、その
方向がどれほど生産的か疑わしい。われわれは過去の経験、現状の認識などさまざまな制
約のもとで意識的、無意識的に「自由に」意思決定をしている。現在、意思決定の脳研究
が盛んであるが、哲学的な方向よりは生産的だろう。Haggard (2008) も随意的行動を意思
決定の点からとらえている。
2. 脳内電気刺激、脳損傷の研究
この Libet らの研究に関連して、Desmurget, Sirigu, Fried らの患者を利用した脳内電気
刺激、脳損傷の研究がある（Fried et al., 1991; Sirigu et al., 2004; Desmurget et al., 2009;
Desmurget & Sirigu, 2009; 2012; Desmurget, 2013）。Fried et al. (1991) は補足運動野を
電気刺激したところ、切迫した詳細な運動（例えば、右ひじを上げる）の開始 urge to move,
compulsive desire to act が感じられ、刺激強度を上げると実際にその運動が誘発された。
ただし、行為主体 agency の感覚は希薄だった。なお現在、補足運動野は一次運動野への抑
制を抑制する（脱抑制）ことで運動を解発させると考えられている。
Desmurget et al. (2009) は頭頂葉の角回、縁上回と運動前野の電気刺激の比較をしてい
る。頭頂葉を刺激したところ、右半球の刺激では対側の手、腕、足を動かそうとする意思
や動かしたいとする欲求が誘発され、左半球の刺激では唇の運動や話そうとする意志、欲
求が誘発された。刺激を強めるとそれらの身体部位が動いているように感じられたが、実
際には筋活動はなかった。この場合の運動は詳細なものではなく、補足運動野と異なり、
「右
ひじを動かす」であって、運動は特定されていない。すなわち、運動の plan はまだない。
運動前野への刺激は対照的に、意思は誘発されず、実際の運動がみられた。なお、Desmurget
et al. (2013) は直接的な脳内電気刺激の有効性について論じているので、参照されたい。
Sirigu et al. (2004) は Libet らと同じ手続きを頭頂葉損傷の患者に適用した。その結果
が図Ⅲ-5（下）で準備電位が見られず、また、意識した意図と運動の開始の間は 55ms だっ
た。患者は運動開始が切迫するまでその意図を知らないかのように見える。通常は頭頂葉
の活動が意図の意識と関係するが、患者では補足運動野による運動の解発で意図を意識す
るようだ。運動の意識、気づき awareness は運動それ自体から来るのではなく、行為に先
行する運動についての予測（所謂 forward model）から派生すると考えられる。したがって、
意図、意思が誘発されない運動前野の電気刺激は運動の視覚フィードバックを除去すると
運動に気づかない。運動前野は予測と運動で生じた感覚フィードバックがあまりにも大き
く異なる時に活動し、明確な運動の気づきに関連し、運動の修正に貢献する。
以上の研究から、Desmurget & Sirigu (2009, 2012) は次のように考えている。運動の意
思は 2 つある。一つは頭頂葉（角回、縁上回）が関係する want to move で行為主体の感覚
を伴うものの、運動の詳細は持っていない。もう一つは前頭葉内側部（前補足運動野、補
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足運動野）が関係する urge to move で、詳細な運動の plan は持つ。準備電位は前頭葉内
側部の運動領野が発生源と考えられるが、この領域で意識的意図（conscious intention,
wanting to move）が生じるとは考えにくい。準備電位にはそれに先行する原因があり、そ
れは頭頂葉から前頭葉内側部への出力。それが意識的な意図に関係する。
3. その他
最近 Fried et al. (2011) はヒトの補足運動野のニューロンの発射が運動の意思に関係す
ることを報告している。Schneider et al. (2013) はまた、運動の準備状態を一次運動野への
磁気刺激 TMS で検討した研究がある（Klein-Flugge et al., 2013）
。準備状態は刺激により
誘発される筋電図 MEP の変動の減少で推定された。すなわち、運動前には変動性が減少す
る。上肢を使用した運動課題のいろいろな準備期に TMS を与えたが、運動開始 200-300ms
前に対側の MEP で変動性が減少した。
B. 運動のプランの実現：発話などを例に
われわれは一般に一連の系列的動作を行うが、系列内の運動の順序やどの筋をどのよう
に動かすかについて、前もってプランを構成していることが多い。発話は一連の系列より
なる熟練動作である。
「おはようございます」という時、舌の位置や移動、口唇の開閉、声
帯の振動、これらの運動の順序やタイミングについて、構成したプランにしたがって発話
している。ここでは Hickok (2012) による従来の心理言語学と運動制御理論を統合する試
みを紹介する。なお、日常生活の発話では語、文が問題になるが、このモデルではその下
の音節レベルまでであることをお断りしておく（図Ⅲ-6 を参照されたい）
。また、運動制御
理論の専門家がこのモデルに賛成するか定かではない。
ある音節を発音するプランを持った場合、レベルが異なる２つの感覚ターゲットとそれ
に到達するための２つの運動プログラムが働く。この図にはないが、当然、運動指令 motor
command が声道に、その遠心性コピーefference copy（あるいは、随伴発射 corollary
discharge）が内部モデルに送られる。内部モデルの２つのレベルの一つは音節を構成する
音素のレベル、もう一つの高次のものは音節のレベルである。それぞれのレベルで別個の
運動プログラムが実行されるが、前者のターゲットは声道に絡む体性感覚的なものであり、
後者のターゲットは聴覚的なものである。運動プログラムからターゲットへは前向性の予
測 forward prediction を、ターゲットから運動プログラムへは逆向性の修正 inverse
correction を行う。それぞれの過程に対応する脳領域は図に示してある。運動プログラムか
ら感覚ターゲットへは抑制的な結合を仮定しており、発音の誤りの修正、結合発話
connected speech などでの有効性を論じている。
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図Ⅲ-6. Hickok (2012) の発話の制御モデル。機能と脳領域
M1:一次運動野、cerebellum:小脳、SMG:縁上回、S1:一次体性感覚野、
Stp:シルヴィウス溝の側頭頭頂境界領域、STG:上側頭回、STS:上側頭溝、v:腹側、a:前部
上肢の運動のプランに関して、２頭のサルの背側運動前野の神経細胞の活動やその集合
ベクトルで検討した研究が最近発表された（Pearce & Moran, 2012）
。この研究では運動の
出発点と最終的な目標の間に障害物があり、迂回することが必要となっている。この研究
によると、背側運動前野のニューロンには目標の方向、最初の運動の方向、この両者を
encode するものがあった。２頭のサルのニューロン活動のパターンの違いから、かれらが
異なるストラテジーで課題を遂行していることを示した。運動前野と運動のプランの密接
な関係が推測される。類似した結果を Ashe et al. (1993) もえている。
C. 運動学習
自動車の運転を習い、始めて路上に出た時はハンドル、ブレーキ、アクセル、ギア・チ
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ェンジに集中しており、外の景色を楽しむ余裕などない。しかし、何年もの間自動車に乗
り続けると、景色や音楽を楽しむ余裕も出てくる。運動学習の結果である。このような行
動面の変化に脳はどう関係するのだろうか。
系列的な運動の学習（系列運動学習）についてはⅠ．B. 2 補足運動野、前補足運動野の
ところでサルの実験を紹介した。Tanji (2001) は補足運動野が異なる要素的な動作を結び
つけ系列にする働きを、前補足運動野は各要素の開始や終了に関係すると考えた。
系列運動学習の進行により、脳の活性が低下する領域と増加する領域がある（Toni et al.,
1998）
。前頭前野、運動前野、小脳虫部などで減少し、増加は補足運動野、頭頂葉、小脳半
球で、大脳基底核も低下が少ない。一方、Shadmehr & Holcomb (1997) は撹乱 perturbation
に対する適応の学習（運動適応学習）を検討している。かれらは訓練後約 6 時間で記憶が
安定する運動記憶固定時（固定とは訓練後 6 時間ほどで生じる訓練なしの成績の改善をい
う）の脳の活性を調べた。その結果、運動前野、頭頂葉、小脳で活性が増加していた。高
次運動野で活性増加の領域が異なるが、学習の種類によるのかもしれない。また、学習の
進行で活性が増加する領域は運動記憶の固定や保持に関係するのだろう。
Hikosaka et al. (2002) は系列運動学習の脳内機構について仮説を提出している。かれら
は系列運動学習には 2 つの側面、空間系列と運動系列、があると考える。高次運動野はい
ずれの側面にも重要な役割を果たすが、前者は前頭－頭頂連合野、大脳基底核と小脳の連
合機能領野が関係し、先に学習が進行する。後者は運動野、大脳基底核と小脳の運動機能
領野が関係し、学習には時間がかかる。大脳基底核の報酬の誤差と小脳の感覚運動誤差が
重要な役割を演ずる。
一方、Doyon & Benali (2005) は系列学習、適応学習の両者を対象にして理論的な提案を
行っている。かれらは運動学習には 5 段階があるという。急速 fast、緩除 slow、固定
consolidation、自動化 automatization、保持 retention である。Hikosaka et al. (2002) も
急速と緩除を分けている。両者とも運動関連皮質、大脳基底核（線条体）
、小脳が重要な役
割を果たすと考えている。Doyon らは運動系列の学習と、環境の変化（撹乱）への対応の
運動適応の学習を論じている。いずれの学習も初期には皮質－大脳基底核、皮質－小脳の
系が活性化するが、固定や自動化の段階では運動系列学習は皮質－大脳基底核、運動適応
学習は皮質－小脳の系が主要な役割を演じるとする。運動の記憶はそれぞれの系に保持さ
れると考える。なお、大脳基底核、小脳に関しては連合的な領域と感覚運動的な領域に分
けられるが、学習の進行により前者から後者の領域の関与が強まる。この点は Hikosaka et
al., (2002) と同じである。
D. 運動のイメージ
われわれは運動をイメージすることができる。それは内的な過程なので、補足運動野の
関与が予想される。Cunnington et al. (2005)、Dechent et al. (2005) は補足運動野が実際
の運動でもその運動のイメージでも活性化することを報告している（図Ⅲ-7 参照）。一次運
13

第 3 章 運動・行為 (ver. 6, last)
小嶋祥三
動野の活性に関してはないか、あっても弱い（Porro et al., 1996）。Szameitat et al. (2007)
はイメージ生成で一次運動野に体部位再現がみられ、全身の運動のイメージでは大脳縦裂
の中や、背側の部分が活性化するが、指の運動のイメージでは腹側の指の領域の活性が強
まった。
運動前野でも運動イメージの生成で活性がみられる（例えば、Hanakawa et al., 2003）
。
有線領外身体領域（EBA）は運動の実行、イメージ生成でも活性化する（Astafiev et al.,
2004; Ishizu et al., 2009）
。また、下前頭回の Broca 野のミラー・ニューロン・システムが
運動のイメージ生成で活性したとの報告がある（Grafton et al., 1996）
。なお、運動イメー
ジ生成に対して報酬が促進的な効果を持つことが報告された（Mendelsohn et al., 2014）。
空間の 2 点間を往復する動作の実行とイメージ生成で運動野と頭頂葉の損傷の比較を行
ったところ、いずれの領域の損傷でも対側の手で動作の実行が遅くなる障害が出た。イメ
ージに関しては、頭頂葉で障害が見られた（Sirigu et al., 1996）
。

図Ⅲ-7. 運動の実行（黒）とイメージ生成（赤）による補足運動野（SMA）と一次運動野の
活性。Cunnington et al. (2005) Human Movement Science, 24:644-656 より
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Ⅲ．ミラー・ニューロン・システム
A. ミラー・ニューロン・システム（MNS）
1. ミラー・ニューロンの発見
ミラー・ニューロンはサルの腹側運動前野(ventral PMC, F5 野）で発見された。このニ
ューロンの特徴は同じニューロンが運動の実行と運動の観察の両方で活動する点にある
（Gallese et al., 1996）。例えば、サルが自ら上肢を伸ばして餌をつまむ（実行）時にニュ
ーロンは活動するが、ヒトが餌をつまむのをそのサルが観て（観察）も同じニューロンが
活動する（図Ⅲ-8 参照）。

図Ⅲ-8. 左：ミラー・ニューロンの特徴。実行、観察で活動（A）
。なお、ペンチでエサを
つまむ動作の観察では活動しない（B）。右：サル（A）とヒト（B）の脳の対応。ミラー・
ニューロンが発見されたサルの腹側運動前野の F5 野は、ヒトでは BA44, 45（左半球では
広義の Broca 野）に対応する。図は Rizzolatti & Arbib (1998) Trends in Neuroscience,
21:188-194 より引用したが、一部改変した。
ミラー・ニューロンは、出力中心に考えられてきた運動系内に入力の側面があることを
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第 3 章 運動・行為 (ver. 6, last)
小嶋祥三
示した点、それが自他の行動の理解の基盤になっている可能性を示した点で重要である。
サルの研究から出発したミラー・ニューロンであるが、直ぐにヒトにも見出された（なお、
サル、チンパンジー、ヒトのミラー・ニューロン関連領域の線維連絡の違いを Hecht et al.
(2013) が検討している）
。例えば、Iacoboni et al. (1999) は指の運動の観察と模倣による
実行で、
F5 野と相同関係にある Broca 野が活性することを示した。
Nishitani & Hari (2000、
2002) は脳磁図で手や口の運動の観察、実行、模倣で Broca 野などが活性化することを報
告している。そして Buccino et al. (2001)、Johnson-Frey et al. (2003) など多くの研究が
続いた。そして、より一般的な名称ミラー・ニューロン・システム（MNS）と呼ばれるよ
うになった。なお、MNS の理論は運動制御理論と親和性が高く、その面からの研究もある
（Gazzola & Keysers, 2009 など）
。
2. ミラー・ニューロン・システムとその脳領域
その後、多くの研究がなされたが、MNS が存在する脳領域、それが活性化する条件、そ
して機能的な意味が明確になりつつある。MNS は前頭葉と頭頂葉にある（Rizzolatti &
Sinigaglia, 2010）。サルの研究では頭頂葉の頭頂間溝の前部（AIP）とその外側に広がる
PFG 野で見出されており、上側頭溝（STS）
、下側頭葉（IT）から高次の視覚情報を受ける
（Nelissen et al., 2011）
。前頭葉では F5 野であるが、前補足運動野（preSMA）や前頭前
野（PFC）と連絡がある。前頭葉と頭頂葉の MNS は相互に連絡がある。これは第 1 章で
提案したモデルの感覚・知覚系と運動・行為系の直接的な連絡に対応するかもしれない。
ヒトにおいても同様の領域、回路があると考えられている（Rizzolatti & Fabbri-Destro,
2010）
。前頭葉では、Broca 野がある下前頭回の後部、腹側の運動前野、頭頂葉では頭頂間
溝とその下に広がる縁上回の前部である。発見当初と比べると、頭頂葉を含めるなど、領
域が広がった（章末の図Ⅲ-15 を参照されたい）
。なお、頭頂葉は行動の対象が含まれると
きに活性化する傾向がある（Buccino et al., 2001）
。これは次に述べる活性の条件に関係す
る。また、Molnar-Szakacs et al. (2005) は下前頭回の弁蓋部の背側部が模倣と観察に、腹
側部は模倣に関係すると述べているが、この結果を支持する研究は特にない。
ここで adaptation/repetitive suppression による MNS の研究を紹介する。ヒトも fMRI
研究では行為の実行と観察で活性がみられるが、それはこの両者に反応するミラー・ニュ
ーロンによるものなのか、それとも実行、観察それぞれ別のニューロンがあり、ミラー性
は見掛け上のものなのか。この問題は観察－実行の cross-modal の adaptation で検討され
たが、肯定的な結果（Chong et al.,2008; Kilner et al., 2009; Press et al., 2012）と否定的
な結果（Dinstein et al., 2007; Lingnau et al., 2009）がある。今後の研究が期待される。
この技法を MNS と手段－目的の関係の検討に適用した試みもある（Hamilton & Grafton,
2008）
。
MNS の働きを間接的に調べている研究もあるので、ここで紹介しておく。Fadiga et al.
(2005) は運動皮質への磁気刺激 TMS の筋活動への影響を運動誘発電位 MEP で調べたが、
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三次元物体を掴む行為を観察した時に振幅が大きくなるのをみた。同様の結果を Sartori et
al. (2012), Sale & Mattingley (2013) も得ている。Enticott et al. (2010) はそのような結
果は対象操作を含む他動詞的 transitive な行為でみられると報告した。さらに、この技法
は MNS と目的－手段の関係の検討に用いられた（Hesse et al., 2012）
。この点も次の MNS
の活性の条件に関係する。なお、Cattaneo et al. (2009) は TMS と MEP を利用した運動
の観察実験で、運動パタンと目標の両者が表象されることを示した。類似の結論は Cavallo
et al. (2013) も得ている。運動皮質はわれわれは他者の行為を観察する時、行為の目標に前
もって目を向ける。この predictive eye movement に運動皮質、さらには MNS が関係する
ことを Elsner et al. (2013) は運動皮質の磁気刺激で明らかにした。
逆に、末梢を刺激してその誘発反応を行為の観察中に脳磁図、脳波で捉える研究もある。
その結果、運動皮質の活性の亢進（Jarvelainen et al., 2004）
、体性感覚領域での活性の低
下（gaiting; Voisin et al., 2011）がみられ、MNS の影響が運動系や体性感覚系に及んでい
ることを示した。なお、Hardwick et al. (2012) は TMS に対する反応を背側骨間筋で検討
したが、単なる指の運動の観察で反応は亢進したが、模倣の意図を持って観察した場合は
更新が見られなかった。この結果は模倣を抑える抑制の存在を示すものと考えられた。抑
制の問題は、また触れることになる。
話題が脇にそれるが、最近、Avanzini et al. (2013) はものに関わる行為の観察時に事象
関連電（ERP）を記録し、まず後頭側頭皮質が活性化し、それは側頭葉の先端部へ、そし
て再び視覚バッファが活性化 reactivation することを観察した。妨害的な TMS を後頭皮質
に適用したが、初期の活性、再活性の両時期のいずれにおいてもものの使用に障害が出た。
著者らは top-down の影響の重要性を強調している。課題は異なるが、Bortoletto et al.
(2013) も認知的なコンテクストが行為の観察時の視覚系と運動系のインタラクションに影
響を与えることから、やはり top-down の役割の重要性を指摘している。これらは感覚系で
もみられた現象である。
ヒトのニューロン活動の記録によると、NMS に含まれない前部帯状回、補足運動野など
前頭葉の内側部、海馬、嗅内皮質、海馬傍回など内側側頭葉にミラー・ニューロンと同じ
特性を持つ神経細胞があるという（Mukamel et al., 2010）
。興味深い。
なお、MNS の損傷研究は従来失行症、特に観念運動失行の研究として行われてきた。磁
気刺激による Broca 野の撹乱で模倣が障害されたという報告がある（Heiser et al., 2003）
。
Avenanti et al. (2013) も Broca 野のある下前頭回の撹乱的な磁気刺激で、行為の観察によ
る一次運動野の活性が低下することを報告した。なお、上側頭溝への TMS は行為の観察に
よる活性を増大させたが、それは補償的な機能によると考えられた。対面場面ではモデル
の右手は空間的には模倣者の左手になる。したがって、左手で模倣させる空間課題 spatial
task と右手で模倣させる解剖学的課題 anatomical task がある。チンパンジーの動作模倣
の獲得は難しく結果として spatial task となった（Kojima, 2003）
。磁気刺激による頭頂弁
蓋部の撹乱は anatomical task を障害したが、spatial task には影響がなかった（Mengotti
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et al., 2013a）
。また、MNS を構成する Broca 野を含む損傷による失語症患者は、失行症の
症状はないものの、観察された人間の行為を正しくエンコードする能力が障害されていた
という（Fazio et al., 2009）
。多くの研究が必要だろう。
B. MNS 活性の条件
MNS の研究では一致しない結果がしばしば見られた（Heyes, 2001; Brass & Heyes,
2005）
。それは MNS がある特定の条件で活性化することを予想させた。そのような研究を
辿ることは MNS の機能を明確にすることにつながる。Decety et al. (1997) は有意味、無
意味な動作の観察をさせたが、有意味な動作の観察で下前頭回が活性化するのをみた。無
意味な動作は、観察する意図とは無関係に、Broca 野などを活性化させない（Grezes et al.,
1999）
。
無意味で、
新奇、
大量の動作の実行、模倣は MNS を活性化させない
（Kojima, 2007）
。
比較的多くの動作の模倣と実行で下前頭回の活性に差がない（Makuuchi, 2005）
。Iacoboni
らと類似の課題で、
観察は MNS の活性が弱く、また、模倣と実行では差が見られない（Jonas
et al., 2007）
。
動作に目標があると、目標がない条件と比較して、下前頭回後部は活性化する（Koski et
al., 2002）
。この研究は MNS と目的（結果）－手段（kinematics）の問題と関係する。こ
れまでのところ、MNS は目的に関係するという結果（Hamilton & Grafton, 2008 など）
と主に手段に関係するという結果（Bach et al., 2010; Hesse et al., 2012）がある。さらに
研究が必要だろう。Iacoboni et al. (2005) はお茶を飲む前と後の卓上の状況（context）
、
カップをもつ動作（action）、状況と動作を組み合わせたお茶を飲む意図、片づける意図
（intention）を示す動画を提示したが、下前頭回はいずれの条件でも活性を示した。
これらの結果は以下のことを暫定的に示していると思われる。MNS は少数の訓練された
動作の観察と実行で活性化する。MNS は有意味な動作、日常的に行っている動作の実行と
観察で活性化する。MNS は目標や対象がある動作で活性化する。これらの条件を満たさな
い動作に MNS は反応しない、あるいは反応が弱い。
C. 2 種類の行為の理解
MNS の機能的な意味については次のように考えられている（Rizzolatti & Sinigaglia,
2010）
。MNS は対象操作を含む通常（つまり、既知で有意味）の目標指向的な動作で活性
化する。重要な点は MNS により他者の動作の意図が素早く、自動的に理解されることであ
る。感覚・知覚系と運動・行為系の直接的な連絡が重要と思われる。このような MNS の自
動性は最近の TMS と反模倣 counter imitation を利用した実験でも検討されて、肯定的な
結果を得ている（Barchiesi & Cattaneo, 2013）
。
逆に言うと、MNS は新奇な動作や通常みられない奇妙な動作（例えば、わざわざ膝で部
屋の灯りのスイッチを押す）、無意味な動作（コップを耳に当てる）では活性化されない
（Brass et al., 2007、図Ⅲ-9; de Lange et al., 2008）。これらの動作では推測解釈システム
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（inferential interpretive system, IIS）が働くと考えられる。IIS は行為者の心を推測解釈
する mentalizing の機能が関与し、内側前頭前野（ｍPFC）
、上側頭溝（STS）、下頭頂小
葉（IPL）、側頭頭頂接合部（TPJ）が活性化すると考えられている。なお、内側前頭前野
には背側が制御、吻側が推論との関係が強いという（Hartwright et al., 2014）
。この問題
は次の心の理論 theory of mind、共感 empathy と NMS の関係に結びつく。

図Ⅲ-9. 上は膝でスイッチを入
れる動作だが、右に行くほど妥
当と判断される。下は 4 か所の
脳の活性で、3 か所は動作の妥
当性と対応する活性がみられ
ている（STS:上側頭溝、p:後部、
aFMC:前部前頭前野内側部）。
これらの領域は mentalizing に
関係する。一方、MNS の IFG
（下前頭回）にはそのような活
性は見られない。Brass et al.
(2007) Current Biology, 17:
2117-2121 を改変

なお、最近 Cross et al. (2012) はロボット様の行動の観察が MNS （かれらは行為観察
ネットワーク AON と呼んでいる）を普通の行動より強い活性を起こすことを観察し、MNS
に関する上記の考えを批判している。この種の不一致は脳画像研究ではしばしば起こるの
で、今後も検討が必要である。
D. MNS の拡張
1. 心の理論と共感
すでに述べたように、MNS は当然他者の心の理解と関係する。Gallese & Goldman
(1998) は心の読解のシミュレーション説 simulation theory of mind-reading を唱えて
MNS の社会的認知へ拡張させた。その結果、心の理論と MNS の関係が問題となる。心の
理論では前頭葉の内側面を含む正中線領域や側頭頭頂接合部、側頭極などが活性化するが
（Fletcher et al., 1995; Gallagher et al., 2000; Saxe & Kanwisher, 2003; Rilling et al.,
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2004; Ciaramidaro et al., 2007）
、MNS では問題にならない。一方、MNS で活性化する
Broca 野は心の理論では問題にならない。上で述べたように、MNS と mentalizing が関係
する心の理論は別の系と考えてよいだろう。上記のように、もし MNS が素早く、自動的な
意図理解に関係するならば、MNS の反応は早いことが考えられる。しかし、Vistoli et al.
(2011) の脳磁図の研究では、心の理論課題で MNS も活性化したが、応答が特に早いとい
うことはなかった。また、MNS の活性に関して異なる解釈がある。van del Meer et al.
(2011) は心の理論課題で MNS のある下前頭回の活性をみたが、その機能を一人称視点に
おける抑制と捉えている。これらの点はさらに検討が必要だろう（van Leeuwen et al.,
2009; Kraskov et al., 2009）
。
一方、共感では MNS の関与を示す研究がある（Carr et al., 2003; Iacoboni et al., 2004,
図Ⅲ-10; Gu et al., 2010; Schnell et al., 2011; Braadbaart et al., 2013）
。心の理論が関係す
る前頭葉の内側面に関しても活性がみられる（Iacoboni et al., 2004; Mathur et al., 2010）
。
Vollm et al. (2006) は心の理論と共感を同時に検討している。そして、両者は他者の心の状
態を推測するシステムの活動に依存するが、共感は加えて情動関連のシステムが参加する
とした。MNS は関係しない。これは共感では情動的な刺激が使用されるからかもしれない。

図Ⅲ-10. 社会的な交渉を観察している時の脳の活性。青は resting との比較、黄-赤は一人
で 交 渉な しの ビデ オ クリ ッ プと の比 較。 DMPFC:背 内 側前 頭前 野、 IFG:下 前 頭 回、
Precuneus:楔前部、aSTS:前部上側頭溝。○は default mode の領域。Iacoboni et al. (2004)
Neurimage, 21:1167-1173 より
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Shamay-Tsoory, S.G. et al. (2009) は損傷研究により、共感には情動的と認知的共感の 2
種類があり、それぞれ MNS のある下前頭回と心の理論のシステムがある内側前頭葉が関係
するとした。MNS は必ずしも情動とは関係がないので、上記のように他者の自動的な心、
意図の理解の系と考える方がよいだろう。認知的共感は推測解釈システム、心の理論、
mentalizing の系と考えられる。両者は解剖学的に分離しているが、両者が接点をもつ領域
があり、それは側頭頭頂接合部や頭頂間溝、縁上回の一部を含む右の下頭頂小葉である（章
末の図Ⅲ-15）
。この領域の今後の研究が期待される。
二種類の行為の理解とここで述べた MNS と心の理論の役割分担は共通の認識になりつ
つある。Uddin et al. (2007), Wheatley et al. (2007), Schippers et al. (2010), Spunt et al.
(2010), Becchio et al. (2012), Ramsey & Hamilton (2012), Spunt & Lieberman (2012) な
どの論文を参照されたい。また、MNS は embodied cognition の一例と考えられるので、
より大きな枠組みの中に位置づけられるかもしれない（Grafton, 2009; Fernandino &
Iacoboni, 2010）
。
2. 言語
MNS が Broca 野でみられることから、MNS と言語の関係が論じられた（Rizzolatti &
Arbib, 1998）。この点については小嶋（1999）で解説したが、言語の身振り起源説と親和
的な関係にある。詳細はそちらに譲るとして、ここでは、MNS にきわめて類似している「音
声知覚の運動説」に関係した脳画像研究について紹介する。この説では、音声の知覚は運
動系を介して行われると考えている。
MNS を構成する Broca 野が動詞生成課題のような音声の生成（実行）に関係することは
よく知られている。では、音声の知覚（観察）で Broca 野はどのように反応するのだろう
か。Zatorre et al. (1992) は子音‐母音‐子音（CVC）の音節の対（例えば、fat-tid, bag-dig）
を提示し、受動的に聴取する条件と、最後の子音が同じだったら反応する音韻処理の条件
を設けた。運動反応については条件間で差がないようにコントロールしてある。この 2 つ
の条件における脳の活性化を比較したところ、音韻処理で Broca 野が活性化した。すなわ
ち、音声の生成と知覚で同じ Broca 野が活性化し、MNS と同じ性質を示した。なお、右半
球の対応する領域が音節の抑揚の知覚で活性化する。右半球と音楽の関係を考えると興味
深い。類似した観察を Wilson et al. (2004) が行っている。
脳の損傷による言語障害（失語症）と行為障害（失行症）の関係は、言語と MNS の関係、
言語の起源（身振り起源説）などから興味深いテーマである。最近、Mengotti et al. (2013b)
は脳損傷による模倣と言語の障害の関係を検討した。その結果、意味のある動作の模倣の
障害と命名 naming と反復 repetition の障害の間に相関がみられた。今後、さらに研究が
進むことを期待している。
なお、MNS と語や文の処理の関係は embodied cognition の観点から検討されている。
Tettamanti et al. (2005)、Aziz-Zadeh et al. (2006) は口、手、足の MNS が、それらに関
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係した文章の処理で活性化することを見出した（図Ⅲ-11）
。この問題について Fernandino
& Iacoboni (2010) の総説があるので、参照されたい。embodied cognition については第 4
章記憶のⅤ意味記憶のところでも述べる。

図Ⅲ-11. 口、手、足に関係する文を読んだ時（左）とそれらの部位の行動を観察した時（右）
の左運動前野の活性。Aziz-Zadeh et al. (2006) Current Biology, 16:1-6 の図 4 を改変。
3. 自閉症
自閉症の症状を MNS の問題としてとらえようとする研究がある（Williams et al., 2001）
。
Nishitani et al. (2004) は脳磁図で健常者と Asperger 症候群の患者の模倣時の活動を比較
した。その結果、両者で活性化の脳領域に差はないが、下前頭皮質の活性化の潜時が
Asperger 症候群では遅れており、また、この領域と 1 次運動野の活性の振幅が小さいこと
を見出した。Dapretto et al. (2006) は情動的な表情の模倣と観察を定型発達児と高機能の
自閉症児で比較した。その結果、下前頭回の弁蓋部で自閉症児の活性が小さいことを見出
した。Rizzolatti & Fabbri-Destro (2010) は Avikainen et al. (2003)（図Ⅲ-12）
、Cattaneo
et al. (2007)、Boria et al. (2009) の行動実験なども総合して、MNS と自閉症の密接な関連
をまとめている。しかし、Southgate & Hamilton (2008) のような批判的な見解もある。
確かに MNS と自閉症の症状は関連するだろう。ただ、「MNS に問題があるから自閉症
になった」と考えるのは早計だろう。現状ではあくまでも、
「両者は関係する」にすぎない。
MNS 研究から自閉症の症状の改善法の手掛かりが得られることが期待されるし、そうでな
ければならない。
なお、MNS について Ferrari et al. (2013) が epigenetic 仮説を提唱している。MNS の
発達やそれに関連する事象を考える際に参考になるかもしれない。
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図Ⅲ-12. 左：模倣の課題。モデルの動作を模倣するが、鏡映像的な模倣（Mirro-image, モ
デルが右手なら左手使用）とモデルが右手なら右手を使用する Crossed の条件がある。他
にものの握り方 Grip、ものを入れる対象 Cup が操作されている。右：模倣の結果で、Crossed
の条件では健常者、自閉症者（Aspergar と高機能自閉症）ともにエラーが増大するが、鏡
映像条件で両実験参加者の差が開き、自閉症者の成績が悪い。Avikainen et al. (2003)
Current Biology, 13:339-341 の図を改変。
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Ⅳ． 自他の行動に関係する 4 つの領域
Jeannerod (2004) は自他の行動に関係する 4 つの脳領域をあげている。有線領外身体領
域（extrastriate body area: EBA）
、角回（angular gyrus: AG）、上側頭溝（superior temporal
sulcus: STS）
、それと下前頭回後部の Broca 野である。これらの領域のうち、Rizzolatti &
Fabbri-Destro (2010) の拡張された MNS に含まれるのは Broca 野のみである。MNS につ
いてはすでに述べたので、残る 3 領域についてとりあげる。
A. 有線領外身体領域（EBA）
有線領外身体領域（EBA）が運動やそのイメージ生成で活性化することはすでに述べた。
自他の差に関連して David et al. (2007) はジョイスティックの視覚フィードバックを操作
する実験を行った。そして、自己の運動とフィードバックが一致しない時に EBA が強く反
応することを見出し、内的な身体/行為の表象と外的な視覚刺激の不一致の検出に関係し、
それは自他の行為の分離に役立つと考えた。Yomogida et al. (2010) も類似した結果
（agency error）を EBA に見出している。しかし、Kontaris et al. (2009) は一致、不一致
で差がないと報告している。今後も検討が必要だろう。
最近、Oosterhof et al. (2012) は EBA と MNS (dorsal PMC) の比較を視点の観点から行
っている。それによると、MNS は一人称 first-person の視点での反応があるが、三人称
third-person の視点の反応は見られなかった。一方、EBA は視点に関係ない反応を示した。
他者の行為の理解には EBA などの後方領域が重要な役割を演じていると考えた。
この点も、
今後も検討が必要だろう。EBA に関しては第 2 章も参照されたい。

図Ⅲ-13. 統合失調症のスコアと右角回の活性との関係。Farrer et al. (2004) Psychiatry
Research. Neuroimaging, 131:31-44 より引用。
B. 後部頭頂葉皮質
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運動の視覚的フィードバックを操作して行為主体 agency の研究が行われている。角回を
含む後部頭頂皮質は、行為主体を自己とみなした時に比べて他者とみなした時に強く活性
化した（Farrer & Frith, 2002）
。右半球の方がこの傾向が強いようだ（Farrer et al., 2003）
。
なお、自己とみなした時は島皮質が活性化する。この点に関して、最近 Chambon et al.
(2013) は左角回と背外側前頭前野の機能結合が行為主体や随意性 volition に関係すると述
べている。左右差も含めてさらに検討する必要があるだろう。
統合失調症では行為主体に問題が生じ、自己が行った動作を他者に帰属させる傾向があ
るが、症状の程度と後部頭頂皮質の活性化の間には正の相関があった（Farrer et al., 2004,
図Ⅲ-13）
。この障害の問題は運動制御理論の枠組みで論じられている（Frith et al., 2000;
Blakemore et al., 2002）
。
C. 上側頭溝（STS）
第 2 章の顔の処理ところで出てきたが、上側頭溝 STS が口、眼、手、身体の運動の観察
で活性化することを Allison et al. (2000) がまとめている（図Ⅲ-14）。STS にそって分布し
ているが、眼の動きは STS の後方が多いようである。これらの運動は社会的な手がかりと
考えられており、他者の行動に焦点がある。STS はまた生物学的運動 biological motion に
応答する領域である（例えば、Howard et al., 1996; Grezes et al., 2001）。この領域は聴覚
的な生物学的運動（足音）にも応答する（Bidet-Caulet et al., 2005）
。

図Ⅲ-14. 上側頭溝 STS の他者の運動の観察による活性。Allison et al. (2000) Trends in
Cognitive Sciences, 4:267-278 より。図を改変
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D. その他:右側頭頭頂接合部
側頭頭頂接合部は角回、縁上回、上側頭回、上側頭溝後部を含む領域で、これまでに述
べてきた多くの領域が含まれる。この領域の機能を Decety & Lamm (2007) がまとめてい
る。この領域は注意の切り替え reorienting、行為主体、共感 empathy、心の理論 theory of
mind が関係する。注意が前方、心の理論が後方といった差はあるものの、これらの機能は
広い範囲で重なっている。MNS が共感や心の理論を含むように拡張されているので、この
領域の機能と重なりが多く、重要な領域である。上側頭溝後部は社会的な側面と刺激の動
きによる有生性 animacy が関係する。両者は分離されずに検討されてきたが、Gao et al.
(2012) はこの領域（主に右半球）が社会的な側面である意図理解に関係することを示した。
頭頂側頭接合部は、前頭葉の内側部とともに、心の内的な過程に関係すると考えられる
が、脳の外側面に出ている。正中線領域とは異なった機能を担っていると考えられるが、
今後の検討課題である。MNS に倣って考えるならば、この領域は他者理解の自動的な面に
関係するのだろうか。最近、Mars et al. (2012) は機能的な結合の分析から、背側部、腹側
の前部、後部に分けられるとした。背側部は外側の前部前頭前野、腹側前部は腹側前頭前
野や島皮質、腹側後部は後部帯状回、側頭極、内側前頭前野の前部と関係が深いとした。
Decety らの分析と整合的なようだが、今後の検討が必要である。

図Ⅲ-15. 自他の運動に関係する領域
MNS:ミラー・ニューロン・システム、rTPJ:右側頭頭頂接合部、rAG:右角回
STS:上側頭溝、EBA:有線領外身体領域
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これらの領域を図Ⅲ-15 にまとめてみた。機能の分離やオーバーラップの研究が進めば、
さらに明確な図が描けるものと思われる。
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