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Abstract

Mirror neuron system has become hot topic in psychology of interpersonal

behavior and cognitive neuroscience since it was found in 1996. It is surprising the

fact that mechanism of facilitating interaction with others is preprogrammed in

organic system as underpinning of neuron level. One of the main aims of this paper

is to reconsider clinical implication, etiology of psychopathological symptoms and

mechanism of psychotherapy in terms of newly discovered evidence of the mirror

neuron system. First mutual person perception starts from mother-infant

interaction with assistance of Innate Releasing Mechanism (IRM). Person

perception per se is considered to be interaction of Interpersonal Stimuli (Kasuga,

1987). This is exactly true of interaction processes in psychotherapy. The fMRI

experiment by Engell & Haxby (2007) and physiological responses by polygraph

experiment (Kasuga, 1978) were compared in terms of eye-gaze and averted gaze

condition. It was confirmed that eye-gaze and emotional expression play important

role in human interaction in terms of brain activity. This gives clinical implication to

the therapeutic interaction in psychotherapy. Up-to-date psychotherapy orientation

is moving toward Neuropsychotherapy according to cognitive neuroscience. 

Key words: mirror neuron system, interpersonal stimuli, person perception, eye

gaze/avert, polygraph, neuropsychotherapy, fMRI
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1．序論　ヒトがヒトを知覚すること

ヒトがヒトを知覚するということはどういうことだろうか。比較行動学的にいえば、ヒトと

いう種が、他の同種の個体を知覚することである。通常、地球上で同種の固体は生存に向けて

群れをなし、天敵から身を守り共同で種の保存をはかる。同種の群れの中にいることは本来安

全なのである。勿論、他の動物でも繁殖期に同種の雄同士が雌をめぐって争うことがあるが、

それは同種の他の固体への恐怖とは別の次元で起こる。それがヒトの場合、ヒトがヒトそのも

のを恐れるということが起こる。ヒト刺激が、恐怖反応を惹き起こすのである。ヒトがヒトそ

のものを永続的に恐れるという事は種の保存から言えば誠に不自然なことである。これはとり

もなおさず、ヒトという種が他の種に比べて現象の意味、刺激の意味を複雑に解釈するように

大脳皮質を特異に発達させたこと、ヒトが食物連鎖の頂点に立ち、他者としてのヒトがヒトの

天敵の特性をもつようになったことを意味する。ここに対人恐怖症の病理の進化論的機序があ

る。英語圏では、他者の存在は社会的文脈に関わるという意味から、対人恐怖に社会恐怖

（social phobia）という語を当てているが、この言葉からは個人の行動レベルでの臨床像が見え

てこない。臨床現場の患者さんの直接の訴えは、「ヒトが怖い」、「ヒトの目が気になる」、「ヒ

トが大勢集まっているところに近づけない」、「ヒトが信用できない」といった形で表現され、

対人恐怖という言葉の方がより正確な臨床像を記述している。そこで、ここではヒトという種

が、同種である他の個体としてのヒトを恐れるということの臨床的な意味、「ヒトがヒトを知

覚すること」とはどういうことかについて原点に戻ってその臨床的意義について考えてみた

い。

比較行動学的には、親がある期間子の養育するように生得的に育児パタンが予めプログラム

化されている種では、親と子の相互作用が出産直後から始まる。それは親が子に食物（餌）を

どう与えるかに関わる。鳥類では、巣に待つ雛に親が餌を運び、口移しに餌を与える。ヒトの

新生児は出産時、胎盤呼吸から自己の肺呼吸に変わる瞬間に産声をあげる。それは新生児が母

親を恐怖して泣くのではない。新生児にとって母親（養育者）は生存のために不可欠である。

出生の瞬間から母子の相互作用が始まる。ここにヒトがヒトを知覚する原点がある。新生児に

は、出生前から母子関係の絆を形成するための学習に依存しない原始反射の仕組みが生得的に

準備されている。母親の乳房から母乳を吸引する吸引反射、母親の身体や物を掴む把握反射、

両手で抱きつく行動の基礎となるモロー反射などがある。これらはいずれも子から母親への皮

膚刺激情報であり、他のモダリティでは、視覚刺激情報としての乳児の微笑反応、聴覚情報と

しては乳児の泣き声（cry pattern）がある。これらの子の発する刺激は、本来、母親の育児行

動を解発する解発刺激の意味をもつ。しかし、母親の生体システムに育児行動を解発するため

の準備状況（レディネス）が不十分であれば育児行動は解発されない。障害をもって生まれた

子を母親が育児や子どもの将来に不安を感じて育児が必要であるという現実を受容できないこ
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ともある。一方、障害もなく無事に出産した母親が、新生児の発する刺激を幸せ一杯に受け止

め愛情深く抱きしめる。この両者の母子相互作用には質的な差がある。しかし、後者の場合で

も、児童虐待や育児放棄（ニグレクト）が起こる。どのような条件下でも母性が天使のように

無条件に溢れ出すと考えるのは神話である。乳幼児の発する刺激、それは乳幼児の発するヒト

刺激であり、それに反応する母親の刺激は、母親のヒト刺激である。すべての種はその種の個

体に特有の刺激（species-specific stimuli）があり、生物としてのヒトが発する刺激はヒト刺激

である。「対人状況におけるヒト刺激」を、筆者は「対人刺激（Interpersonal Stimuli： IS）

（春日、1987）と定義している。すなわち、母子関係は対人刺激（IS）の相互作用である。発

達の初期に最適で必要十分な質と量の対人刺激が欠如すると、心身に決定的な発達遅滞が起こ

り（春日、1987）、ヒト刺激が完全に欠如すれば、ヒトはヒトとなることができない。また、

子が親（養育者）から「有害対人刺激」（Noxious Interpersonal Stimuli：NIS）を受けると、

子の生体システムは機能不全を起こし、また、他者から愛情をもとめ、他者に愛情を与える基

礎となる愛着系システムの形成不全により、その後の対人的適応能力に影響を及ぼす （春日、

1988）。ここで、母親の対人刺激の質が幼児に影響を与えた実際の臨床例を引用してみよう。

神経科の病院に育児中の母親が訪れた。訴えを聞くと、「子どもが私の顔を見ると泣き出し、

テレビを見せると泣き止む。これは明らかに変で子どもは病気に違いないと相談にきました」

という。母親の顔を見るとそこには極度の不安の情動表出があり、これを天候に喩えれば、黒

雲がたちこめ天変地異が起こる恐怖が眼前に迫ってくるかのようである。

不安刺激は、その刺激の受け手の情動を不安にする。母親の不安対人刺激は、子の生体シス

テムに不安反応を惹き起こす。この場合の不安対人刺激は、有害対人刺激（NIS）である。子

どもが不安になって泣き出したのは、病気になったからではなく行動分析学的に了解可能な正

反応である。子どもが泣き出したのは自然で無理もない。それではなぜ母親が極度の不安に襲

われたのか。それは、母親が悪い母親だからではない。母親を不安にした刺激は、外的環境か

らの有害刺激である。彼女の夫は失職し、無職でぶらぶらしていて仕事をせず、明日の食べ物

にも困る状況である。この状況で育児をしていれば、不安にならない方がおかしい。しかし、

この母親をそれほど不安に陥れた原因は、彼女の夫の無力もさもさることながら経済不況がも

たらした社会病理が関与している。治療的介入によりこの家族全体を支援し、夫が職を得て、

育児をする母親としての不安が解消したとき、彼女は安堵の表情を取り戻し、子どもが母親の

顔を見て泣き出すことはなくなったのである。彼女の発する有害対人刺激の質が子どもを安心

させる対人刺激の質へと変化したのである。

更にもう一例、母親が子どもに有害対人刺激を与えた症例を引用してみよう。

物心付いた頃から、母親から言語的、身体的虐待を受ける。言語的には、「お前なんか生ま

なきゃ良かった」と言われて育つ。病院受診時の主訴は、過度の自傷行為、過量服薬を制御で

きないことに悩んでいることである。明らかに、彼女の生体システムは機能不全に陥っている。
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彼女の自傷行為は、カッターで腕を深く切り刺すというもので、その後遺症で左腕の正常な機

能が麻痺しているほどである。さて、それでは母親からの虐待刺激としての有害対人刺激が生

体システムにインプットされた時、彼女の生体システム内部で何が起こり、何がどのようなプ

ロセスを経て生体の機能不全がもたらされるのだろうか。問題の原点は、ヒトがヒトを知覚す

るとき、即ち、対人刺激の相互作用の過程で、自己の存在感覚に関して、そこで何が起こって

いるのだろうか。これが知りたい。その時の相互作用の質が問われることはすでに確認したの

だが、それだけでは相互作用のプロセスは依然として見えてこない。彼女の体験や貯蔵された

記憶の質に焦点を当てればどうか。そこでは伝統的な対処では、外傷体験とかPTSDというラ

ベルが貼られてそれが個人の生育史に書き込まれることになる。学習理論モデルでは、症状は

不適切な刺激と反応の条件結合であり、不適切な学習をしたことになる。しかしこれらは、い

ずれも診断と治療的介入を意識した、固体内（intrapersonal）的側面に関わる結果としての状

態の記述であり、個人と環境との相互作用を無視して、結果として生体システムに表出された

個人の状態像の記述である。重要なのは相互作用とプロセスの質であり、それに関与する状態

変数、それを支える神経心理生理学的基盤である。ここでの関心の中核は、有害対人刺激の相

互作用のプロセスの機序であり、で生体システムの機能を不全にさせる神経心理生理学的メカ

ニズムの構造である。

母親が人格的に未熟なアルコール依存症で、子どもを虐待し、育児をきちんとしなかったた

めに、その結果、子どもが必然的に不適応になった。こういう子どもたちをADというわけの

分からぬラベルを貼る。これでいいのか。治療プロセス、支援プロセスを伴わぬ形式に過ぎな

い診断名やラベルづけは、分類ゲームであっても支援のための科学とはなりえない。我々が求

めるのは、具体的治療方略とプロセスでありこれを支える理論である。

ここで、相互作用のプロセスを質的に考察するために、もう一度、発達過程の初期の母子相

互作用と絆の形成の仕組みについて整理してみよう。発達臨床的、比較行動学的には、ヒトと

いう種には生得的に絆を形成しやすくする仕組みが生得的に準備されている。例えば、新生児

期の原始反射の生得的仕組みは、母子の最初期の愛着形成を助ける。子の発する対人刺激（例

えば泣き声）は、母親の育児行動を解発する解発刺激（releaser）となる。ヒトの場合の最初

期の絆の形成は、他の動物の刻印付けのように単純ではないが、ヒトにも育児行動を解発する

生得的解発機構（IRM）があることは間違いない。この原始反射の仕組みの特徴は、最初期に

機能的役割を果たすモロー反射などの原始反射は、神経系の発達過程で約2ヶ月頃に消失する

方向にプログラム化されている。この消失の遅れが発達診断の指標になっている。原始反射は、

発達の最初期に生得的に準備されている期限つきの条件反射である。Hebbの行動の構造と行

動発達の図式では、原始反射の消失後は、学習によって神経機構を発達させ、行動が構造化さ

れていくことになる。ところが、発達過程でこの図式からでは理解できない新生児の行動が

あった。それは、母親（養育者の大人）が、舌を突き出すと、これを見ていた新生児が、しば
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らくするとそれを模倣したかのようにゆっくりと舌をだすのである。しかもこの行動が出産後

1時間経つか経たない時に観察されるのである。この行動は、ある意味で謎に包まれたままで、

原始的な反射の一種としての「共鳴動作」（coaction）であると説明されていた（内田、1999）。

原始反射と言い切っていないで「原始的な反射」という言い方も微妙である。もしこれが、反

射であるとすれば「遅延反応を伴う反射」が存在することになり、かなり無理がある。Hebb

の行動の構造の図式に従えば、刺激が来た後に反応の遅れがおこる遅延反応というのは、刺激

と反応の間を媒介する過程、媒介過程であり、これが思考に発展する前段階と考えられていた。

生後一時間足らずの新生児に、思考過程が発生するとは考えられず、模倣もありえない。この

新生児の舌出し行動は謎であった。ところが、この行動を説明する新しいニューロン（neuron）

がリツォラッティら（Rizzolatti et al., 1996）によって発見されたのである。この新しいニュー

ロンは、ミラーニューロン（mirror neurons）と呼ばれ、この発見のもつ意義は、自他関係が

関与するさまざまな領域に衝撃となって徐々に広がりつつある。対人関係の精神病理学や治療

的介入、心理療法に関しても新しい書き換えや、追加修正が必要になることが予想される。次

に、この視点から対人関係の精神病理、生体システムの機能不全について、ミラーニューロン

を踏まえて考察を試みる。

2．対人的相互作用とMirror Neuron System

先ず、ヒトとヒトの相互作用は、対人刺激（春日、1987）の相互作用であるという規定を

ベースラインとして議論をすすめる。このミラーニーロン（mirror neurons）は、最初はサル

の行動から発見され、それがヒトにもより洗練された形で機能している事が分った。ミラー

（mirror）は鏡であり、ニューロン（neuron）は神経単位というのが日本語であるから、筆者

は仮に「鏡映神経単位」という訳語を当ててみた。しかし、すでにカナ表記のミラーニューロ

ンが普通に広く使用されるようになっているので、日本語訳にしたのは筆者が最初で最後であ

ろう。このミラーニューロン（鏡映神経単位）の意味は、ヒトが他者の行動を見る時、その行

動の意味を理解して、見たヒトの生体内のニューロン（神経単位）が活性化する。このとき、

それが反射的に起こるのではないので時間的なズレがある。あるヒトがある意図をもって行動

するときに発火、活性化するニューロン（神経単位）は、他者の同じ行動を見るだけでも同様

に活性化する。同じニューロンの活動を、自他が鏡に映すように共有しているという言い方も

できる。母親が唇から舌を突き出すという行動をする。するとその行動を新生児が知覚して、

新生児が同じ行動をするときの生体内の神経単位（ニューロン）が活性化し、同じ行動が解発

される。新生児が舌を突き出す。このような相互作用を解発するニューロンがあることが発見

され、これをミラーニューロンと呼んだのである。これは生得的解発機構の中に相互作用を解

発する仕組みがニューロンのレベルで組み込まれているという言い方も可能である。このミ
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ラーニューロンの機能する領域は一箇所ではなく、腹側運動前野（F5）、頭頂葉（PFG野）、

上側頭溝（STS）等が認められており、システム（系）として機能していると考えられるので、

これらの領域を総称してミラーニューロンシステム、鏡映神経単位系（Mirror Neuron

System：以下MN系と略記）と呼んでいる（Iacoboni et al, 1999; Gallese, 2007; 村田, 2009）。

このMN系の機能が原始反射と平行して最初期から、生得的に準備されているという発見の臨

床的意義は大きい。リゾラッティ＆シニガリア（2009）によると、古典的な行動理解の図式で

は、知覚系と運動系が統合的に捉えられず運動系が軽視されてきたという。すなわち、刺激が

生体にインプットされると知覚が成立し、それが認識されて最終的に運動系がくるという位置

づけであった。しかし、運動系は、今まで考えられていたよりも、はるかに複雑な機能特性を

備えていることが分ってきたのである。リゾラッティの言葉によれば脳の特定領域では、「目

的指向の運動行為（つかむ、持つ、いじるなど）にも反応して活性化するニューロンが発見さ

れた」（文献, p008）となり、これがミラーニューロンである。このニューロンが他人の手や口

の動作を見るときに反応するというのは興味深いが、これは何を意味するのだろうか。サルの

場合だと、食物のバナナを手で握って口へ持っていくという行動は容易に想像できる。原始反

射の中でも手で握るという把握反射（grasp reflex）、口で吸うという吸引反射（sucking reflex）

は基本的で、ここでも口と手が登場する。把握反射、握るという行動は、親にしがみついて養

育者から離れないようにするのに役立つ。口は、乳を吸ったり食べたりする食事行動に関係す

る。口は物を食べる時の入り口というだけではない。顔の中の表情刺激、情動の表出に関して

重要な位置を占める。生後2ヶ月頃に、乳児の最初の微笑反応が、自発反応として表出すると、

母親がそれに対しておもわず微笑を返す。微笑を共有するのである。これが母子の表情による

相互作用、最初の微笑という対人刺激の相互作用である。従って、MN系は、口を含む、他者

の表情、情動表出に対しても反応する。筆者が最も関心を持つのは、このMN系が、情動の伝

達とコミュニケーションに関与すること、このMN系を制御すること可能かどうかということ、

また、相互作用に関与するとすれば、それは対人刺激の相互作用に、MN系が関与するという

点である。また、このMN系が機能不全なることの機序とコミュニケーションの病理との関連、

更に生体システムの機能不全の表現形（症状）、精神病理との関連である。MN系が精神病理

の発生に機能的にnegativeに関与することがあるのだろうか。「ミラーニューロン系は、私た

ちが個人のみならず社会の一員として振る舞う能力の根底にある、経験の共有というものに不

可欠に見える」（Rizzolatti & Sinigaglia, 翻訳、2009, p.010）という指摘は、社会生活における

対人的相互作用の根底には、ミラーニューロン系が不可分に関与していることを意味する。対

人的相互作用は、取りも直さず対人刺激の相互作用である。すなわち、対人刺激の相互作用の

根底には、MN系の覚醒があり、ヒトがヒトを知覚することの根底にMN系が深く関与すると

いうことである。定義的には、Schlkin（2004）の情報処理システムの視点からの記述が筆者

は気に入っている。筆者なりにまとめると、つまりこうである。即ち、「他者の行動の意図を
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想像すること」と「実際に自分自身が行動を行うこと」この両者は脳内の下部で多くの同じ情

報処理システム（information-processing systems）を共有しているというものである。運動シ

ステムは、運動パタンの表現、行動組織における情報処理システムを備えている。運動ニュー

ロンを先取りする形で作動する前運動ニューロン（premotor neurons）の集合を、ミラー

ニューロンと呼ぶ。意図的行動行うこと、観察することの両者でニューロンがミラーメカニズ

ムのように活性化するからである。

このことは、1996年のミラーニューロンの発見以後、我々はこの知見を取り入れて、精神病

理、行動病理、有害対人刺激による生体システムの機能不全の機序について、理論的再構成の

課題を突きつけられたことになる。精神神経科の病院臨床では、患者の症状を中心とする主訴

を聞き取り、家族関係や生育暦を尋ねる。そこには、必ず対人関係の病理が絡んでいる。ある

患者は、「私は人間を信用していません」という。彼の生育暦で何が起こったのだろうか。人

間は出生の瞬間から人間（他者）を信用しないように生まれついているとは思えない。彼は物

心ついた頃から虐待されて現在に至ったという。彼が、虐待された時、虐待した他者を知覚し

たときの彼の外傷体験とミラーニューロンはどのように関わるのか。人間不信感は、精神病理

の表現形の根底に根深くある。人間不信を醸成させるメカニズムは、その人の人間観や信念体

系だけでなく、ヒトがヒトを知覚したときのニューロンレベルのメカニズムが問われているの

である。ヒトが、自分がここに存在し、その存在に意味があると確信することができるのは何

によってなのだろうか。ここに他者の存在が絡むことは間違いない。自分は誰からも必要とさ

れていないと感じる。他者との絆が切れたとき、自己存在感を何によって維持するか。自傷行

為はここから始まると筆者は臨床体験を基に考えている。ここにミラーニューロンはどのよう

に関わるか。Rizzolatti & Sinigaglia, 2006, 翻訳　2009, p.011）は、ミラー特性について、次の

ように述べている。

「私たちは、他者が体験している痛みや、悲しみ、嫌悪感を知覚すると、自分がそうした情

動を経験する時に関与するのと同じ大脳皮質領域が活性化する」

ヒトの生体システムに病理を発生させるという実験は、生体実験となるのでこれはできない。

動物実験によるエビデンスに基づき仮説検証を行えば説得力はあるが、現在の筆者はその手段

をもたない。そこで筆者は、ここでは実際に体験している臨床実践の現場の臨床例とMN系発

見以前の行動の構造理論に、ミラーニューロンシステム（MN系）を重ねて、そこに新しく見

えてくるものは何か、推論により仮説生成的に考察を試みることにする。

初期の行動主義では、行動をどのように捉えていたのだろうか。

心理学書の古典とも言うべきHull（1943）の行動の原理（Principle of Behavior）（能見・岡

本訳、1960）を紐解いてみよう。Hullはこの中で、次のように述べている。
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「神経系が有機体の行動的順応を媒介している詳細の生理学的原理は、まだ完全に知られて

いるとはいい難い。それであるから、大体においては、条件反射やその他行動実験に基づい

て、比較的大まかに総体的に作り上げたもので、われわれとしては最善のものとしなければ

ならない」（翻訳、p347）。

筆者は、Hullの記述に、その時代に生きた科学者としての誠実さを感じる。

そして、Hullは、行動適応のためには、「神経組織中に生得的な受容器－効果器結合を置く

こと」と「学習」の二つが生物学的進化の見地から重要であるとしている。しかし、ミラー

ニューロンに接近する一歩手前で止まっているキラリと光る記述もある。次の記述を見よう。

「敵や交合力のある異性をすぐ近くに提示すると、有機体の受容器はそれに対応をした仕方

のインパルスで反応する。しかし食物をつかんだり、消化したり、敵から逃れたり、生殖作

用を始めたりするためには、有機体はあることをしなければならない：すなわち行動しなけ

ればならない」（下線、太文字筆者）。（第4章　筋運動とその協応の生物学的問題、翻訳

（1960）、p48）原著（Hull, C.R.（1943）PRINIPLES OF BEHAVIOR : An Introduction to

Behavior theory）

上の下線部分は、まさにミラーニューロンに関係している。Hullは、ミラーニューロンを飛び

越して、行動に繋げる図式を提出した。だが実は、行動の前に、相手の行動をミラーに映すよ

うに、相手の意図を理解するための相互作用を想定したニューロンが、生得的に仕組まれてい

るというのが、ミラーニューロンである。Hull（1943）が、行動の原理を著してから53年後の

1996年に、脳科学の発達と共に、ミラーニューロンが発見されたのである。

Hull（1943）では、「目の前にいる異性」、「食物をつかむ」、それを口に入れて「消化する」、

「敵を見て逃げる」という行動が、固体の中で起こる動因（欲求）を充足する形での行動が取

られなければならないという。即ち刺激に対する反応としての行動の解発として捉えられてい

る。ミラーメカニズムでは、目の前にいる異性がどのような行動をし、どのような意図を持っ

ているか、自分が食物を掴むときにそれが他者どのように知覚され、理解されるか、消化をし

た時にそれがどのような情動表出となり、それを他者がどのように理解するか、敵のどのよう

な行動を知覚し、それが敵からの逃避行動を解発するのか、そしてそれを他者がどのように知

覚し理解するか、これらが望ましい適応行動としての解釈ではなく、ニューロンレベルで仕組

まれていて、反応するインパルスに影響を与えるという事実が明らかになったのである。初期

の行動主義に、MN系的推論を期待することは論外であるにしても、筆者は、Hull（1943）の

記述のなかで、行動の焦点を、性行動、摂食行動―消化、天敵からの逃避行動に当てている点

に注目したいと思う。
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そもそも、比較行動学的に考えれば、動物のすべての行動は、種の保存と生命の維持に向け

て仕組まれていることは間違いない。ミラーニューロンが、食物を摂取する入口である「口」

や「手で掴む」（最初はサルの行動であったが、ヒトにも共通なMN系があることが分った）。

というという行動に対してミラーニューロンが活性化するという点に注目したい。即ち、実験

ではサルが食物をとる目的で行動したときにミラーニューロンが反応したのである（Rizzolatti

& Sinigaglia, 翻訳2009, p0369）。ミラーニューロンの約85％は、食べ物をくわえる、噛む、吸

うといった行為を見た時に反応し、これらは「摂食ニューロン」と呼ばれている（同、翻訳

p104）。新生児の原始反射に、これと併存する形で類似のカテゴリーである吸啜反射、把握反

射の生得的仕組みがあるのは決して偶然ではない。即ち、動物は親から餌を摂取し、外敵から

身をまもる集団行動を取る必要がある。このための相互作用や他者の行動を理解する仕組みが

MN系の機能で、それが原始反射という新生児の個人の生体に仕組まれた生得的仕組みに加え

て、全く別の形の他者との相互作用に関する仕組みが、同時に生得的に神経系に準備されてい

ることになる。他者の口の動きを見るとき、同時に顔面を知覚し、そこに表出される情動を知

覚することになる。Rizzolatti & Sinigaglia、翻訳（2009）は、更に次のように述べている。

「手真似や『自動詞的』な動作、実際の口―顔面部のコミュニケーションの行為を見ている

間、ヒトのミラーニューロン系も活性化する。ミラーニューロン系は、元来の役割はつかむ、

持つ、手を伸ばして取るなどの『他動詞的』な手の行為を認識することだが、漸進的な進化

によって、個体間のコミュニケーションの原初形態が出現するのに不可欠な神経基盤になっ

た可能性はないだろうか」（同、翻訳2009, p176）。

また、Keysers & Fadiga（2009）は、論文The mirror neuron system :New frontierの中で他者

の観察者の中に行動を再現活性化するミラーシステムの能力は、コミュニケーションと直結す

ると指摘している。精神医学は対人関係の病理学であるといったのはH.S. Sullivanであるが、

コミュニケーションの病理が、生体の機能不全としての精神病理の症状を発症させることを考

える時、MN系発見の臨床的意義は衝撃的ともいえる。そして、MN系の機能は、精神病理に

おける症状形成の機序や、治療的介入のあり方に、新しい示唆を与える可能性がある。

フランスの精神病理学者のワロン（H, Wallon）は、「他の人と対峙したときの感じからくる

反応」を論じて、これを「対峙の感覚」（Sensibilité de prestance）と呼んでいる（Wallon,

1949, p127）。他の者に注意されていると感じただけで、人は度を失う。乳児でも他人のまなざ

しや他人の存在を感じ取る。筆者は、ワロンの「対峙の感覚」を発展させて、対人刺激と生体

反応（春日、1987）の関連を理論化した。この対峙の感覚や対人刺激による他者との相互作用

には、明らかにミラーニューロンが関与している。臨床現場には、MN系の関与を感知させる

相互作用の場面に満ちている。例えば、不安の強い母親の不安を乳児が感じ取り、乳を吐いた
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りする授乳障害を惹き起こす事、この母子間でなぜ不安が伝達するのかはこのメカニズムにつ

いては、事実を指摘したSullivanも説明できなかった。臨床現場、例えば心理療法におけるセ

ラピスト（カウンセラー）とクライエントとの面接場面での相互作用の場合、クライエントが

極度に不安の場合、それに対峙するときクライエントの不安が新人のセラピスト（カウンセ

ラー）に不可避的に伝達するということが起こる。これは、ほとんど制御不能で、不安の相互

作用で不安はますます増幅するという現象が起こる。これは、治療的相互作用とは程遠い。な

ぜ不安の伝達が起こるのだろうか。この相互作用にもミラーニューロンのメカニズム、MN系

の活性化が深く関与していることが考えられる。序論で述べた、母親の不安に満ちた顔を見て

泣きだした小児の症例も、ミラーニューロンのメカニズムで理解できる。MN系はコミュニ

ケーションに関与し、相手の意図や心情を理解する事に関わる。心理療法は、治療的コミュニ

ケーション過程であるが、そこでは、セラピスト（カウンセラー）に要請される基本的な治療

的態度として、伝統的に「共感性」の重要性が指摘されてき。しかし、この共感性も、今まで

考えられていたような相手の立場に立って考えるという認知的な操作を伴う態度ではなく、そ

の根底にはMN系が関与しているとするのが最先端の考え方である。MN系は、ただちにプラ

スに作用するとは限らない。従って、たとえば、治療関係を構築する場合、MN系を制御した

りすることが必要になる。これについては、心理療法とMN系で項を改めて論じることにす

る。

さて、もう少し臨床の現場で確認できるMN系が関与している臨床事例を挙げてみよう。

乳児は、空腹を感じると母乳の場合であれば、母親の乳房から乳を吸う。これは乳児の固体

内の内臓感覚による欲求の充足である。ところが、乳児は、他の乳児が母親から乳を吸ってい

るのを見ると乳を欲しがるようになる。これは、内臓感覚系から外部知覚系への移行と考えら

れてきたが、このメカニズムは、他者の行動をみると同じ行動を取るときと同じミラーニュー

ロンが活性化して、欲求が生じるミラーメカニズムにぴたりと当てはまる例である。集団状況

で起こる幼児の泣き声の感染、大人でも、相手が喉を詰まらせてしわがれ声で話しているのを

聞くと、咳払いをして喉をすっきりさせたくなるということは我々の日常生活の中で身近に体

験する。幼子がにっこりとこちらを見て微笑むと、それ見て全く意図しないのに微笑みを誘わ

れる。また相手が悲しみで涙を流すのをみると、つまされてもらい泣きをする。日常生活の中

では、ミラーメカニズムが、親密な関係を形成する形で関与していることがあることが分る。

ところで、相互作用の過程で相手からくる刺激が有害である場合はどうか。ここで刺激の質が

問われることになる。ヒトがヒトを知覚したとき、相手から来る対人刺激の質が有害な場合で

ある。

MN系に関して、Rizzolatti & Sinigaglia（2006）（翻訳, 2009, p046-047）で、J.J.ギブソンの

「アフォーダンス」の概念は、ニューロンの反応の機能的意義を明らかにしてくれると指摘し

ている点に筆者は特に注目したい。アフォーダンスの概念は、対象物の刺激の質を問題にして
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いる。筆者の刺激の質と生体反応の理論（春日、1987）は、対人刺激のアフォーダンスを問題

にしているのである。このことは、対人刺激の情報処理過程にMN系が関与することに他なら

ない。対人刺激の質が有害である時（NIS）にMN系の機能は地と図が反転するように、ネガ

ティブな方向に機能的反転が起こるかもしれない。このときの対人刺激の相互作用において、

MN系は、生体の機能不全の表現形としての症状を発生させる方向に作動するかもしれない。

これについて、臨床場面での症状とMN系との関係について、以下に仮説的に考察を試みる。

A．洗浄強迫（不潔恐怖症）とミラーニューロン系

症状に関する学習理論のモデルでは、症状は間違った学習の結果であると考えた。この学習

は対人的相互作用の中で起こる。親の行動をみてそれを模倣する、或いはモデリングなどであ

る。この場合、親の行動がモデルとなるような好ましいものであれば問題はない。問題は、親

の行動が望ましくない場合である。旧来の学習モデルでは、相互作用そのものが両者の生体内

のニューロンレベルで関与するとは想像もしなかった。ミラーニューロン発見前のことであ

る。

［症例1］

20代の女性で、他の人間は皆不潔で汚いと感じる。幼少期から、父親がお札は人がさわった

ので汚いといって、手元に入るお札はすべて水洗いして、ガラス板に貼り付けて乾燥させてい

るのを見て育つ。それで彼女は、すべての他人は汚いと思うようになり、人とすれ違っても身

体が汚れると感じ、衣類も自分の身体も外から帰ると洗うようになった。

彼女は、自分で父親のようにお札を洗うようにはならなかったが、お札の汚さの原因となる

ヒトの汚さについて過敏になり、強迫的に洗浄するという行動パタンを身につけるようになっ

た。強迫症状は、自己制御不能の機能不全であり、難治性である。自分でしていることが不合

理であると理解し、それを止めようとしてもそれができない。Restak（1979）は、強迫行動は

爬虫類に見られる行動で、ヒトが強迫行動に縛られる時、古い爬虫類の脳にあたる旧脳に支配

されているのだという。行動は、新皮質の思考からすれば、明らかに不合理なのである。

彼女が、「父親が、手を使って汚いお札洗っているのを見る」。このとき、彼女自身が父親と

同じ行動をしているかのようにミラーニューロンが反応しているとすれば、ミラーメカニズム

は、不合理な行動を般化させ、不合理な信念体系の構造化に役立っていることになる。しかも、

彼女は自分の行動が不合理であることを理解しているが、自己制御できないのである。お札は、

モノ刺激であり、それを洗う父親はヒト刺激である。ヒトがモノを持ったり、握ったりしなが

ら何かの行動をするとき、対峙する人間が受ける刺激の総体は、ヒト刺激とモノ刺激の複合で

ある。すなわち、ミラーニューロンの活性化には、モノ刺激とヒト刺激の複合刺激が作用して

いることになる。ここでは、さらに刺激の質、すなわち、アフォーダンスが関与する。この症

例に関して言えば、モノ刺激のアフォーダンス（質）は、濡れてべとべとするお札であり、そ
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れが乾いて使用可能となった紙幣である。父親は、ヒト刺激を発していて、即ち娘と対峙して

いるときは父親の対人刺激の質（アフォーダンス）が彼女に影響を与えている。このとき父親

は嫌悪刺激の紙幣を洗っている時には、嫌悪の情動表出が当然あったはずで、それが父親の表

情刺激となる。情動刺激を伴う動作刺激の複合である。ここで、臨床的に興味深いのは、モノ

刺激とヒト刺激の融合が起こることである。筆者はかって。これを、「異刺激融合現象」と名

づけた（春日、1987, p140-141）。

患者は、父親の行動から、お札は汚いモノと学習して札を洗うようにはならず、札に触った

ヒトが汚い、不潔であるという行動パタンを学習した。すなわち、モノ刺激としての紙幣とそ

れを使用するヒト刺激が融合したのである。結果として、ヒトはすべて汚い、不潔なものとい

う概念学習をしたことになる。全く方向が逆の症例もある。すなわち、ヒト刺激の不潔さがモ

ノ刺激の不潔さに下降している症例である。不潔さは上司の態度や正当性といった概念的レベ

ルの不潔さが皮膚刺激レベルの不潔さに向かって変換されている。

別の症例では、30代の男性が信頼していた上司に裏切られ叱責され、一言も反論や言い訳を

せずにそれに耐えた。しかし、その後、その上司に関するすべての書類を汚いと感じ、更には、

内容的には、上司と直接関係のない、裏切られた当時の新聞広告のチラシや、裏切られた当時

に溜まっていた部屋の隅の埃が特に不潔に感じられて我慢の限界を超え、現実生活の適応能力

を全く喪失してしまった症例である。書類というモノ刺激と上司の対人刺激であるヒト刺激が

融合している。書類を掴んで彼を叱責罵倒している上司の行動をみる。上司の口や書類を掴む

手や怒りの表情を見る。ここには、ミラーメカニズムが作動していると思える。ミラーニュー

ロンは、行動病理が絡む異刺激融合現象と症状形成に何らかの形で関与しているのではないか

と筆者は推論する。

B．自傷行為とミラーニューロン系

［症例2］

20代の女性。もの心ついた頃から母親に身体的、言語的虐待を受けて育つ。言語的暴力は、

「彼女は生まれてくるべきではなかった」という彼女の出生を否定する母親の言動である。身

体的暴力は、躾を厳しくすると正座させられて物指しで身体を打たれた。彼女は、物指しを

握っている母親の手を見る。母親が自分を打つのではないかと恐れる。母親の口を見る、そこ

から語られる有害な言語刺激を予期して恐れる。母親の表情から、自分が愛されていないと感

じる。他人から必要されていないとう感じがいつもあり、自己の存在感が減衰していくのが分

る。自分が何とかしなければと思うとき自傷行為が始まっていた。自分の身体から噴出す赤い

血を見る時自分が生きていると感じる。特に、脈拍のリズムに同期して血が噴出すのを見ると

特にそう感じたという。
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ヒトがヒトを知覚する。子どもの彼女が母を見る。この時両者の間で相互作用が起こる。こ

の相互作用は、対人刺激の相互作用である。このときこの相互作用の質が問題なのである。彼

女は恒常的に母親からの有害対人刺激に曝されている。自己存在感や自己価値は、愛情豊かな

質の対人刺激を受けることで形成される。これが欠如していると生体システムの機能不全が起

こり、生への動機づけが減衰する。この症例は、このことを如実に示している。自己存在感を

支える神経メカニズムには、二つのパタンが関与している。その一つである自己受容感覚

（proprioceptive）は、筋肉感覚性であり、他の一つ、外部知覚性（exteroceptive）は、皮膚感

覚（skin-sensory）である。この二つのパタンの興奮を、一つの神経インパルスの中に融合さ

せる（柘植, 1972）時に自己感覚が生じるのではないか。

だとすれば、大脳皮質系を中核とする自己意識の表現である自己存在感が薄れた時に、皮膚

や筋肉を傷つける自傷行為は、自殺企図ではなく、少なくとも一時的に自己存在感を回復させ

る神経学的に意味のある行為と言えるのではないか。これは、筆者の仮説的推論である。かっ

て、自傷行為を止められない女性が私に次のように語ったことがある。「病院で貰うどんな薬

でも自傷行為に勝るものはない」と。自傷行為そのものが彼女を元気づけるのだという。しか

し、その効果は持続しないので、それを繰り返すことになる。それは文字通り諸刃の刃でもあ

る。自己存在感は、他者との相互作用の中で確認されるのが本来の姿である。他者との関係が

切れて、自分の居場所がなくなって行く状況で、自己の存在意義をどのように確認すればよい

のか。他者の自傷行為を見る時、ミラーニューロンが作動し、自身の自傷行為への脆弱性

（vulnerability）を高めるかもしれない。また、虐待を受けた子どもが、親になった時に子ども

に虐待をすることが多いといわれるのは、単なるnegativeな学習というだけでなくミラー

ニューロン系が関与している可能性がある。

以上、生体システムの機能不全の表現形としての症状、洗浄強迫（不潔恐怖症）と自傷行為

とMN系の関係について考察を試みた。次の項では、心理療法における治療関係という特殊な

相互作用に焦点をあてる。

3．心理療法における相互作用と神経メカニズム：ミラーニューロン系

心理療法は、来談者（クライエント：CL）とセラピスト：TH、あるいは（カウンセラー）

の対人刺激の相互作用である。筆者は、心理療法は態度の問題ではなく、生体システム特に神

経系、なかんずく脳に与える対人刺激の質の問題と考えてきたので、心理療法の相互作用にお

けるミラーニューロン系の導入に全く違和感がない。ここでは、特殊な二人のヒトが対峙して、

相互作用が始まる。即ち、ここでも「ヒトがヒトを知覚する」ことから始まる。ミラーニュー

ロン系では、相手の行動の意図を理解する事に関係する。心理療法のCLとTHの間の信頼関係

はどのように形成されるのだろうか。信頼関係の形成に第一印象が大きく関与するという報告
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がある。臨床的エピソードを紹介しよう。自分の容貌について悩む男子学生が精神科の病院を

受診した。対応したのは女医であったが、その女医を見た瞬間、彼は、彼女の面前で「ああ、

この人じゃ駄目だ」と言ったのである。その結果、彼は女医の逆鱗にふれて即刻、退室を命ぜ

られる結果となった。問題は、彼は医師の何を知覚してそのように感じたのかである。ここに、

TH（女医）の対人刺激とCL（患者）の対人刺激の相互作用の質の問題がある。第一印象とい

うのは、情報科学的には、その個人の中に蓄えられている情報に、新しくインプトされた情報

が、瞬間的に照合されて、入力情報の意味を感じ取る事だとされる。だとすれば、彼の中に病

院の受診体験のネガティブな情報が貯蔵されていて、それに照合して、女医の対人刺激から、

ネガティブな結論を瞬間的に引き出してそれを言語化したのである。事実、彼は幾つもの病院

の受診を繰り返し、そこで治療者に失望する体験を繰り返していたのである。やっぱりこの人

も今まで自分が出会った、自分を理解してくれなかった人たちが持っていたものと共通の特性

があると感じ取っている。一体、何を手がかりにして彼はそう判断したのだろうか。診察の始

まる前に見ただけで、この人じゃ駄目だと言われた医師が、腹を立てたのも気持ちは理解でき

るが、そこで激怒してしまってのでは治療的コミュニケーションは成立しない。治療関係にお

けるラポールをどのように形成されるのかという問題はまさにこれである。対象が医師でなく

カウンセラーであっても状況はまったく同じである。第一印象による好悪の判断には、情動の

ミラーニューロン系が関与していると思える。リゾラッティ＆シニガリア（2009）も、「情動

のミラーニューロン系は、他者の情動を一瞬で理解することを可能にする」（翻訳、p.207）と

言っている。ところで、心理療法も、まずヒトがヒトを知覚することから始まる。ワロンのい

う対峙の感覚が生じる。これは対人刺激の相互作用である。ここで、まさにその相互作用の質

が問われるのである。見た瞬間にこの人では駄目だと声に出して言った彼の社会的スキルの無

さもさることながら、激怒して退室を命じた女医の反応も負けず劣らずといえる。女医はまさ

しく患者の彼が予期したような反応をしたことになるからである。ミラーニューロンの活性化

は、相手の意図を理解・予測に関わる。問題は彼が何を手がかりにしたかである。対人刺激は、

その人全体の刺激であるが、それは身体部分の刺激から成っている。ペンを握っている手、最

初に彼を見た女医の表情、表情は顔に表出される情動であり、彼がその顔を知覚した時の顔の

部分である、口、特に目が重要な情報源となる。「目は心の窓」とは日本の古い諺であるが心

理神経生理学的意味でも名言である。神経科学の発達による脳の画像研究の進歩により、脳の

活性化している部位を視覚化できるようになった。心理療法やカウンセリングで伝統的に言わ

れてきた、共感性によって相手の意図を理解することは、単なる態度の問題ではなく、それを

支える脳科学的基礎があることが明らかになりつつある。

1986年出版の医学的神経科学（Medical Neurosciences）には、顔面筋についての記載はあ

るが、顔の知覚についての記載は全くない。それが、認知神経科学－心の生物学（Cognitive

Neuroscience－The Biology of Mind, 2009年度版（Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2009）では、顔
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の知覚の神経メカニズム（Neural Mechanisums for Face Perception）とミラーニューロン

（Mirror Neurons）が登場する。筆者が、対人刺激の中の顔刺激、特に表情刺激に対する生体

反応のポリグラフのデターを取ったのは1983年であるが、筆者は心理療法の相互作用に関心

があり、対人刺激の質との関わりで、ヒトの顔の知覚の問題を理論化しようとしていたので

あった。いずれは脳の内部の活性化の部位が、視覚化される時代が来ると予想していたが、そ

の到来の速さは、予想をはるかに上回るものであった。情報科学、脳科学の発達とコンピュー

タ科学の発達と合間って、刺激と生体反応時の脳内部の視覚化を可能にしたのは、PET

（Positron Emission Tomography：陽電子放射断層撮影法）、fMRI（functionalMagnetic

Resonance Imaging：機能的磁気共鳴画法）、TMS（Transcranial Magnetic Simulation：経頭蓋

磁気刺激法）などの最先端の技術に他ならない。しかし、刺激が脳にインプットされた時、当

然、脳のいずれかの部位が活性化する筈で、ただどの部位が活性化したかという部位を示すこ

とだけではあまりにも脳がない。筆者が関心を持つは刺激の質の差によって生体が示す反応で

あり、その根底にある神経メカニズムである。モノ刺激とヒト刺激（対人刺激）の差、ヒト刺

激のモノ刺激化、ヒト刺激とモノ刺激の融合現象（春日、1987）の背後にある神経メカニズム

である。ヒト刺激のモノ刺激化は、統合失調症の対人知覚で起こると筆者は仮説的に考えてい

る。これは40年以上にわたる筆者の臨床体験に基づいて生成した仮設である。統合失調症の

心理療法（精神療法）の治療的相互作用の過程で起こることは、CL（患者）とTH（治療者）

の相互作用の質の問題であり、両者の対人刺激の質、なかんずく顔刺激（facial stimuli）の質

である。この時どのような神経メカニズムが関与するのだろうか。

筆者が行ったポリグラフの実験（春日、1987）は、正常な女子大学生で、対人行動を測定する

FIRO－B尺度で、対人行動への参加度が低いと評定された被検者と、「さくら」（confederate）

との対面状況の相互作用における被検者の刺激の質に対するポリグラフによる生体反応のデー

ターの解析を行っている。実験条件は、被検者に与える刺激の質は、表情刺激（disgust, 嫌悪）

と相手の目を凝視（gaze）の組み合わせ、すなわち、「嫌悪の表情でじっと相手の目を見つめ

る」刺激、そして、しばらくしてから「相手から目をそらし（gaze avert）neutralに戻る」と

いうものであった。この時、無表情（neutral）な対面状況のベースラインから、対人刺激の状

況が、［表情刺激（disgust）＋gaze］

（これを対人刺激理論では、［（IS）v］face-disgustと表記する。v＝visual）

に変わるとポリグラフのすべてのチャンネル［呼吸、脈波、心電図、眼瞼、筋電図、脳波、皮

膚電気反射）で激しい変動を示した（図1：詳しくは文献：春日、1987；春日、2000を参照）。

特に、GSRは対人刺激を受けた直後、激しく変動、上下に振り切れる（saturation）が、avert

直後からベースラインに戻るのに対し、脳波、顔面筋電図、呼吸は、avert後も変動が持続し、

徐々に漸減するパタンを示した。PTGは比較的変動が少なく、心電図、眼球の瞬きは、変動の

大きさからの回復は早いが、眼球の瞬きは頻度が持続する。筋電図、呼吸は対人刺激を受けて
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Fig. 1   Physiological responses: Subject A. K.（L-Gr.）
図1 対人刺激（disgust）とgaze aversionに対するポリグラフによる生体反応

精神病理と情報処理モデルによる対人知覚―対人刺激伝説（1987）春日　喬
お茶の水女子大学　人文科学紀要　第40巻 p130



から徐々に変動が大きくなった。特に、対人刺激を受けた直後、脳波が上下に振り切れるほど

に反応したのは、注目に値する。刺激の質（情動を伴う顔刺激）に対する生体システムの反応

は、すべてのチャンネルが同期して劇的な反応を示す。これがポリグラフの利点である。この

とき脳のどの部位が活性化しているかを捉えることはできない。fMRIでも生の対人的刺激の

相互作用を捉えることはできない。ある個人が、画面に示された2次元の刺激図を見るという

条件に限定されるからである。

心理療法の面接場面、CLとTHとの相互作用の状況では、まさにこのポリグラフの反応と類

似の状況が進行しているのである。この実験状況に加えて、対人刺激の言語刺激：［（IS）A］

verbalと表記、IS＝Interpersonal Stimuli, A=audioが重なることになる。

心理療法の異なるモデルでは、どのモデルでもCLとTHの対人刺激の相互作用が起こるが、

その質的な差が重要である。なかんずく、情動を伴う顔刺激の質である。

対人状況で相手に対して示す嫌悪の表情刺激は、相手にどのように知覚され、どのような神

経メカニズムが関与するのだろうか。THが意図せずに瞬間、嫌悪の表情を示した状況を考え

てみると良い。この時に、それを知覚するCLの脳内で何が起きるのか。これについてもミ

ラーニューロン系が関与していることが明らかになってきた。これに関することをリゾラッ

ティ＆シニガリア（2009）は、次のように述べている（翻訳、p202）

嫌悪感を覚えることと、他者の嫌悪感を知覚することには、右島の前部領域と右半球の帯状

回皮質から成る共通の神経基盤があるようだ。不快な匂いを吸い込んだ時と、他者の顔に浮

かんだ不快な表情を目にしたときに活性化する大脳の部分が重複する事実から、他者の情動

の状態の理解は感覚情報をじかに情動の言語でコードするメカニズムに依存するという仮説

が裏づけられる。

そして、これは嫌悪感に限らず、すべての一次情動にあてはまるようだという。上記の引用

中に指摘されている「右島」は、右側の「島（insula）」のことで、この島は、脳の外側窩の下

面をなす脳皮質の三角部に位置する部位で、この島がミラーニューロン系の中心と考えられて

いる。情動を表出する顔や身体の状態についての対人刺激情報は、視覚野から、この島へ直接

伝達される。対人刺激情報は、そこでミラーメカニズムだけを活性化させ、対人刺激情報の質

的内容に対応する情動モードを直ちにコード化する。

（参照：リゾラッティ＆シニガリア、ibid, p205）。

また、fMRIによる研究では、前島（anterior insula）が不快（disgust）の表情の知覚に反応

し、ミラーニューロンが関与しているという（Gazzania, Ivry, &Mangun, 2009, p618-619）。TH

（治療者）が、意識せずにCL（患者）を見た瞬間に不快感を顔に一瞬でも示せば、それはCL

の島（insula）を発火させミラーメカニズムによって、一瞬にして表情刺激（対人刺激）の質
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である不快（disugust）感知されることになる。女医を知覚した瞬間に拒否的反応を示した患

者が、自分の顔に嫌悪感をもつことを主訴としていたことは、臨床的な意義がある。すなわち、

顔に関するミラーニューロンを過剰に活性化する準備性（vigilance）を持っていたと考えられ

るからである。

ところで、筆者がさらに関心をもつのは、この島の機能に、身体の内部の状態を表わす皮質

領域の機能と、内臓運動の統合機能が、ミラーニューロン系と平行して存在するとされる点で

ある。このことから直ぐに連想されるのは、自己意識の発達が、内臓感覚系から外部知覚系へ

と移行して行くこという事実である。この移行の過程でヒトがヒトを知覚することが起こる。

発達過程での自己意識の混乱で、生体システムの機能不全としての摂食障害が生じる。筆者は、

摂食障害は、外部知覚系から内臓感覚系への退行であると仮説的に考えている。ヒトがヒトを

知覚して嫌悪感をもつとき、日本語で「むかつく」とう表現を一般に使用しているのは、偶然

とは思えない。外部知覚系でヒトを知覚することと内臓感覚系で知覚する「むかつく」という

内臓感覚が、ミラーメカニズムで連鎖しているかのようである。摂食障害の対人知覚において

も、ミラーニューロン系が関与している可能性は十分にある。臨床事例では、家族の食事場面

での、親子の葛藤（たとえば、食事中に父親が子どもを叱ったり、説教したりする）が個人の

生体システムの機能不全に絡んでいる事が多い。約85％のミラーニューロンは、食べ物をく

わえる、噛む、吸うといった「摂食ニューロン」であるという事実はこれを裏付けている。

繰り返しの確認になるが、心理療法の相互作用は、ヒトがヒトを知覚することから始まる。

この原点を再確認した上で、顔の知覚（顔刺激）の刺激の質と対人刺激の情報処理に特異なパ

タンを示す統合失調症の対人知覚パタンについて焦点を当ててみよう。これは、統合失調症の

CL（患者）が、心理療法の場に現れる病院臨床の現場の状況を考えてみるとよい。なぜ統合

失調症を取り上げるかというと、現象学派の共感性（empathy）を中心にした治療仮説が統合

失調症の治療に失敗したという史的事実があるからである。「共感性」を示すはずの対人刺激

の質が、統合失調症では、「共感性」とは知覚されず、逆に妄想（たとえば、恋愛妄想）を強

める刺激の質と知覚されることが臨床現場で確認されている。このことはまさに刺激の質と生

体反応の問題、心理療法の相互作用の質の問題として神経心理学的検討さるべき課題であると

考えるからである。最先端の領域では、共感性はミラー－ニューロンが関与していると考える

ようになった。それでは、統合失調症では、どのように情動を伴う顔刺激の情報処理が行われ

るのだろうか。筆者は、統合失調症には、対人刺激の情報処理に機能不全が起こり、ヒト刺激

のモノ刺激化の現象が病理の根底にあると仮説的に考えている。これは筆者の永年の臨床体験

の過程で仮説生成的に得た確信である。ヒト刺激のモノ刺激化に関連してサルを用いて行った

顔の知覚の神経メカニズムに関する興味深い動物実験がある（Baylis et al., 1985）。これは、

Gazzaniga, Ivry, ＆Mangun翻訳（2009）のCognitive Neuroscience-The Biology of the Mind

（p239-246）に引用されている。実験の内容は以下のようなものである。
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サルに4枚のサルの顔の写真と1枚のヒトの顔の写真を見せ、反応（発火）の度合いを比較

している。最も反応値が大（約70 Spikes/s）であったのは、2匹のサルが抱き合って怯えた表

情で口を閉じてこちらを見ている写真であった。他の一枚のサルの顔（目と口が黒くぼけてい

て定かでない写真）と他の一枚はヒトの正面の顔で口を閉じている写真は、ほぼ同じ反応値

（約30 Spikes/s）を示した。ところが、他の2枚のサルの顔写真には反応値が極端に小さかっ

た。その一枚は、サルが口を大きく開けて恐怖の情動を表出している写真（約1Spikes/s）、他

の一枚は、目が大きく見開かれ瞳孔が小さく白く光って、口を閉じてこちらをジッと凝視

（gaze）しているサルの顔写真（約3 Spikes/s）である。興味深いのは、刺激を見たサルの反応

が、刺激写真の目と口を中心に情動の質に焦点を当てて反応している点である。サルは、写真

のヒトとサルの差には全く反応していない。凝視する大きな目と小さく光る瞳孔、恐怖の情動

表出に対し発火が抑制されている点が特に興味深い。サルの凝視（gaze）顔刺激は、ヒトの場

合の統合失調症の患者が対面面接状況で示す目と瞳孔に酷似しているというのが、筆者の臨床

体験からの印象である。勿論、披験体はサルであり、ヒトとサルを同一視するなという指摘も

あるかもしれないが、サルの方ではヒト刺激とサル刺激を弁別していない。比較行動学的には

一番ヒトに近い哺乳類の行動と考えれば問題ない。この動物実験から、筆者が指摘したいのは

心理療法のCLとTHの相互作用の過程で起こるヒトがヒトを知覚する時、表情刺激の質、特に

口と目、eye-contact が重要な意味を持つというという示唆である。この実験では、サルもモノ

（図形）刺激には全くという程反応していない。種に特有なサル刺激（ヒト刺激を含む）に特

異的に反応しているのが明らかである。ヒトがヒトの顔を知覚する時、脳内の紡錘状顔領域

（fusiform face area:FFA）が関与していると考えられている。一方、ヒトを被験者したヒト刺

激（顔刺激）とモノ刺激に対する反応の差を fMRIで確認した実験がある（McCarthy et al.,

1997）。この時に使用されたモノ（object）刺激は、「蟹」、「携帯電話」、「とうもろこし」、の3

種類だが、顔刺激の方に特異に大きく反応することが確認されている。ただし、「蟹」は生き

物であるし、「とうもろこし」は植物であるので、ロールシャッハの刺激分類によれば、純粋

なモノ（object）は、携帯電話だけであるが、その差は示されていない。また、顔刺激も、顔

の部分、目、鼻、口、耳などをごちゃごちゃに混ぜ合わせたもの（scrambled faces）は、モノ

刺激になり、無傷の顔（ intact faces）との刺激の等価性は失われる。特に目の位置、口の位置

が重要と思える。統合失調症の患者は、ヒト刺激（対人刺激の中の顔）を知覚する時、顔の中

の眼だけに注意が向けられて、ある瞬間、防衛的に他者の顔をscrambled face 的に知覚してい

るのではないだろうか。もしそうだとすれば、少なくともその瞬間は、他者の顔はモノ刺激に

変質することになる。ヒト刺激をモノ刺激的に知覚することで、人間不信のヒトから来る対人

刺激を回避しているのかもしれない。それでは、認知的にヒト刺激とモノ刺激の融合現象が起

こったとき、たとえば、父の形見の時計、母の形見の着物は、認知的に父と母と等価である。

これらを知覚したとき、父や母を見たときに活性化するのと同じニューロンが活性化するのだ
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ろうか。「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という諺も坊主というヒト刺激と袈裟というモノ刺激

が融合している。このとき実験的に「袈裟」にあたるモノ刺激を見せたときに、坊主というヒ

ト刺激で発火した同じ脳の部位が覚醒することが fMRIで確認されるのだろうか。もしも同じ

部位が覚醒するとすれば、実際に存在するアフォーダンスとしての刺激の質の差はニューロン

の覚醒レベルでは、弁別されずに、等質になったことになる。これは、実験的に確認する必要

がある。ここで、会社で上司に裏切られた青年が不潔恐怖症になり、その上司に嫌悪を感ずる

あまり、上司に関する文書（モノ）や、裏切られた当時の部屋に溜まっていた埃（モノ）が特

別に汚いと感じるようになった症例を思い出してほしい。ここでの議論は、この患者の受ける

外的刺激の質と、生体反応の基礎にある神経科学的メカニズムの問題に関連している。この時、

ヒト刺激のモノ刺激化にミラーニューロン系が関与する可能性が高い。ミラーニューロンの覚

醒と行動に付随する情動の質によって、生体システムの機能不全の表現形としての症状は、異

なるパタンを取る。例えば、嫌悪感の場合は、不潔恐怖症の表現形をとり、自分の生命が危機

に瀕するような恐怖感の場合には、自己保存の目的に沿って、他者からのヒト刺激をモノ刺激

化する仕組みが作動し、攻撃性が他者に向かえばモノを壊すようにヒトを殺すことを可能にす

る。ヒトを憎む憎悪感またしかりである。あるいは、自分の情動を相手に伝えることを拒否し

て、統合失調症特有の無表情になる。これも統合失調症の防衛反応と考えれば納得がいく。適

応のために、生体が有害刺激を避ける方法は、刺激の質を変化させるか、刺激を避けるかの二

通りある。これを統合失調症と有害対人刺激に関して言えば、ヒト刺激をモノ刺激化してしま

うこと、これは対人刺激のアフォーダンスを変化させることである。他の一つは、有害対人刺

激の直撃をはずすことである。これにはeye-contactを避けることが最適の対処となる。即ち、

eye-gazeを外す（avert）ことである。相手の意図を理解する時、相手の目を見る事（eye-gaze）

は、重要な働きをする。いわゆる対人関係病理発生的とされる二重拘束（double bind）は、目

からの情報（eye-gaze）と本人の考えている本音（言語刺激）とのズレであることが多い。自

閉症の研究では、心の理論でいう相手の気持ちの理解が出来ないために、相手から注意を逸ら

すのだという（Baron-Cohen et al., 1985）。理解できないときに不安を感じるので不安の情報源

から注意を逸らすのであろう。統合失調症や境界例の患者が、訴える視線恐怖は、相手との

eye-gaze がもたらす恐怖感である。新生児は、母親（養育者）とのeye-contact（gaze）によっ

て愛着関係を形成していく。この時に、ミラーニューロン系が愛着形成を助ける方向で作動し

ている。Eye-contact（gaze）から来る対人刺激の質は、共感性を示す情動刺激である。これが

相互に確認される。統合失調症の場合、共感性の特性を持つ情動刺激の情報処理が不能になっ

ている。一般的には、対人刺激の情報処理の機能不全になっている。なぜ、そうなったか。こ

れは、大量データによって仮説検証的に証明することはできないが（治療的介入は、サンプル

数を減らす方向で努力しているので、仮説検証のためにもっと統合失調症のサンプルが大量に

欲しいというのは矛盾するという意味で）、少数の症例から、仮説生成的に帰納的に推論する
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ことは可能である。

例えば、統合失調症のある症例では、商家に嫁いだ母は、姑が厳しく朝から晩まで店の仕事

に追われて、子どもが生まれ直後から時間的に、子どもをやさしく抱いたりすることが出来ず、

テレビの前に子どもをおいてテレビを一日中見せておいた。彼は、成人してから、自分の親は、

テレビだったと述懐している。物心ついたころ、テレビだけがついている部屋にたった一人で、

寂しさのあまり、素手で窓ガラスを割った記憶がある。彼の場合、他人が何を考えているのか

全く理解できず（心の理論）、他者一般、人間に対して根深い不信感がある。彼は、他人の視

線を怖れ人とすれ違うのが怖い。駅のホームのベンチに座っていても、隣に座っている人が、

自分に何か質問をしたのに、自分が無視して答えていないのではないかと不安になる（春日、

2007, 事例1参照）。別の症例（春日、2007, 事例2参照）では、物心ついた頃から、現在に至る

までいつも誰かに虐められてれきたという青年。人に対する不信感は取り除くことは無理だと

いう。対人的不信感で一つの職場での仕事が長続きしないで辞めてしまう。人とすれ違うのが

怖く、視線恐怖だという。道ですれ違った見知らぬ女性が、一瞬自分を馬鹿にしたと思い、

かっとしてその女性と喧嘩になったことがある。彼女のどこで彼はそのように判断したのだろ

うか。彼女の目つきから判断したのだという。それとすれ違い様に彼女示した不快な表情など

の対人刺激の質（disgust）が関与したと思われる。彼の方は、彼女とすれ違う前から、近づい

てくる人が嫌だという嫌悪感の対人刺激を出していた。その両者の相互作用の結果である。こ

こには、ミラーメカニズムが関与していると思える。最後に、現場の病院臨床の現場での対人

恐怖を主訴とする統合失調症の女性の症例で、出生についての情報は不明だが、共感的に傾聴

をもって接した（C.R.Rogersのモデル）つもりのセラピストが、「先生の目が怖い」と言われ

たというのである。彼女は、共感的対人刺激に対して、恋愛妄想を強めるというパタンにはな

らなかったが、目からの対人刺激の情報処理が全く不能になっていたことが分る。「共感的な

眼差し」であるはずの目からの対人刺激（eye gaze）が、逆に恐怖感を惹き起こしている。統

合失調症の心理療法（精神療法）では、他者の顔の中の目が、重要な意味を持つ。現存在分析

の治療家は、統合失調症とのラポール形成には、1時間以上の沈黙の対峙に耐えて待つ必要が

あるという。すると統合失調症の患者は溢れるように語りだすという。しかし、普通の外来の

心理療法の時間は最長で1時間であるから、それを全部沈黙に費やすということは現実には無

理である。しかし、筆者は、現存在分析からの指摘は、意味があると思っている。統合失調症

の患者が、永い年月と時間をかけて築いてきた人間不信の厚い氷の扉を溶かす作業－信頼感の

回復が、10分や20分でなされる筈がないとも言えるからである。

この3つの症例を吟味すれば、心理療法的介入はTHの単なる態度の問題ではなく、THが

CLに与える刺激の質の問題であることは自明となる。統合失調症の人間不信感については、

目についてコード化された「人間不信ニューロン」のようなものが形成されていて、それが過

剰覚醒するかのような印象がある。統合失調症の他者の目に対するこだわりについて、さらに、
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眼球運動という視点からの知見がある。統合失調症では、目の前でゆっくり左右に振れるター

ゲット（target）を目でゆっくりと追跡する眼球運動（smooth-pursuit eye tracking）に異常が

見られるという知見である。（Horzman, Proctor & Hughes, 1973）。Horzmanらの研究が注目を

集めたのは、統合失調症を発症していない親族にも眼球運動に同様な異常が認められるという

事実を発見した点にある。つまり、統合失調症の眼球運動の異常には、それを支える生物学的

根拠（biological underpinnings）があるとしたのである。Horzmanはその後、シカゴ大学から、

ハーバード大学に移り、1983年に筆者が在外研究でハーバード大学の客員研究員時代に親しく

話し合う機会があり、大いに刺激を受けたものである。彼の研究は純粋に実験室的研究の成果

であり、彼自身はこれが治療場面での相互作用にどのように響くかについては関心がなかった。

当時は、日本でも、医科歯科大学の精神科の研究グループが「統合失調症（当時は分裂病）と

目」を統一テーマに研究を進めており、Horzman も来日するなどの研究的接触があった。ま

だ、ミラーニューロン系が発見される前のことである。さて、この統合失調症の眼球運動の異

常というのが、対人知覚、対人刺激の相互作用に影響を与えるのだろうか、与えるとすれば、

どのようなメカニズムで影響を与えるのだろうか。これは、ミラーニューロン系を組み入れて、

考察していくことが必要になり今後の課題である。眼球運動では、その他にターゲットを追っ

て眼球を急速に動かすサッケード眼球運動（saccadic eye movement）が知られているが、最

近、微小サッケード（microsaccades）という眼球運動の微小メカニズムについての報告があ

り注目される（Martinez-Conde & Macknik, 2007）。これによると、ヒトがヒトの顔をじっと見

つめるとき、目は、相手の目、鼻、口、その他の部位を不随意に、微小で急速な眼球の動きを

示しているという。しかも、これが、見つめるヒトのサブリミナルな思考や欲求を投影するか

もしれないという。このような微小サッケードのような眼球運動が、心理療法の対人知覚の相

互作用の中でも起こっていると考えられる。また、外傷体験的記憶を消去する眼球運動を利用

する治療法であるEMDR（Eye Movement Desensitization and Reprocessing）に対しては、

Holzmanの知見によるターゲットを追視する眼球運動に異常のある統合失調症は、正常のパタ

ンと異なる特異な反応を示すことが予想される。ところで、心理療法のTHとCLの相互作用の

過程では、相手を知覚するとき（ヒトがヒトを見るとき）、相手の顔の情動（facial emotion）

と相手を見つめる（eye gaze）ことが関与し、この両者の間に相互作用が起こる。この相互作

用には扁桃体（amygdala）が関与する。ところで、この扁桃体（amygdala）損傷している患

者は、恐怖の表情刺激に対して、視線は鼻だけに向けられてそこに留まり、目からの恐怖刺激

を避けるという報告もある（Adolphs et al., 2005）。このことは、微小サッケードを可能にする

メカニズムには当然、扁桃核が関与することを意味する。心理療法の相互作用の過程では、表

情で相手に対する共感の表出、傾聴、沈黙、うなずき、視線などの非言語的コミュニケーショ

ンが重要となる。これに関しては、表情（facial expression）と視線の方向（gaze-direction）

についての神経学的研究が臨床的示唆を与える（Engell & Haxby, 2007, p3237）。この研究によ
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ると、表情表出と視線（gaze）は、皮質領域の上側頭溝（superior temporal sulcus:STS）が重

要な機能を担っているという。視線の方向で臨床的に意味深いのは、視線を逸らした（avert-

gaze）に示す脳の反応である。Neutral 表情に比較して脳の特定部位の反応が、大きいことが

fMRIによって確認されている（図2）。実は、この研究は、筆者がポリグラフで確認したavert-

gazeの生体反応（春日、1987）を、fMRIによって、脳の覚醒部位を確認したものである。主

たる違いは、筆者の場合は、生の（alive）のヒトが対峙していること、生（live）の対人刺激

（direct interpersonal stimuli）の相互作用であるのに対して、Engell et al（2005）では、fMRI

による脳の活性化の部位の確定であるので、被験者に表情写真を提示している点が異なる。対

人刺激理論では、表情写真は間接的対人刺激（indirect interpersonal stimuli）と規定しており、

刺激価が異なる。いずれにしても筆者のポリグラフによるgaze-avert実験から20年を経て、

avert-gaze に対する脳の覚醒部位を確定する実験結果に接して、当時は fMRIという手段を持た

なかった筆者ならではの感慨がある。Engell et al（2005）の実験結果である図2を見ると、表

情がある顔刺激は、表情のない統制刺激に比べて、反応が大でそれは黄色の部分で示されてい
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Fig. 2   Brain activity overlaid on a standardized brain. Yellow indicates voxels that showed 
a greater response to facial expressions than to control stimuli (neutral faces with direct-gaze).
Blue indicates voxels that showed a greater response to faces with averted-gaze than to control
stimuli.  Green indicates voxels that showed a greater response to facial expressions than to
control and a greater response to averted-gaze than to control.

図2 Facial expression and gaze-direction in human superior temporal sulcus
Andrew D. Engell, James V. Haxby

Neuropscologia 45 (2007) p3327 より引用



る。これは、表情刺激（disgust）の対人刺激を受けた時の被験者が示したポリグラフの生体反

応の7つのチャンネル（Respi, PTG, EKG, EB, EMG, EEG, GSR：図1）の劇的な変動に対応し

ている。青で示される覚醒部位は、視線をそらしたavert gaze を示し、大幅に覚醒部位の変動

が減少しているのが分る。これも無表情の統制刺激よりも反応が大であることを示している。

一方、ポリグラフの反応（図1）は、avert-gazeの瞬間に急激に減少するのは、情動反応の皮膚

電気反射（GSR）だけで、一瞬ほっとして不安を減少させるが、脳波（EEG）、筋電図（EMG）、

呼吸（Respi）などは、徐々に漸減していく。つまり反応があとをひき、引きずるのである。

このことは、類似の質の有害な不安刺激（有害対人刺激：noxious IS）に高頻度に曝されれば、

覚醒のvigilanceが高まり、生体システムのストレサーに対する脆弱性を高めることになるかも

しれない。これが有害な対人刺激（相手の表情が嫌悪を示している）に接した時の生体システ

ムの反応である。筆者は、特に脳波の反応の強さに注目したい。Nystrom（2008）の研究では、

6ヶ月の幼児で、脳波（EEG）とミラーニューロンの活性化が確認されている。図2の緑の部

分は、表情刺激に対する反応が一番大きいことを示している。統合失調が相手の視線（gaze）

を避け、症無表情を示すのは、Engell et al（2007）の実験のneutral な統制刺激の役割を無意

図的に演じて、相互作用における相手からの有害対人刺激による脳の覚醒を抑制しようとする

メカニズムが適応的に作動するのではないか。この時にミラーニューロン系が関与する可能性

は十分にある。ミラーニューロンは、他者の視線の向きによって反応が異なるという指摘があ

る（Jellema et al., 2000）。（図2の原図説明部分の下線は筆者による）

初期の顔についての神経学的関心は、相貌失認（prosopagnosia）にあったが、これについ

て臨床的に意義深いことは、顔を見ても相手が誰であるかを特定できないのに、その人の声を

聞くと相手が誰であるかを特定できるということである。この事は、聴覚チャンネルの対人刺

激［（IS）A］と視覚チャンネルの対人刺激［（IS）V］が、独立に機能していることを示してい

る点である。そして、現在、顔の知覚の問題、ヒトがヒトを知覚する問題は、ヒトとヒトの相

互作用について、ミラーニューロン系の知見を取り入れて再統合していく方向に動いている。

さて、与えられた紙数の関係で、議論をこれ以上続けることができないので、更なる議論は、

別の機会に譲ることにする。ここで確認したことは、ヒトがヒトを知覚するとき、神経科学的

に何が起こっているかと言う事である。心理療法もヒトがヒトを知覚することから始まる。そ

れは、Therapistの態度の問題ではなく、そこで起こる対人刺激の相互作用の質の問題、即ち、

神経心理生理学的な問題である。最先端の領域では、心理療法の分野ではまだ聞きなれない用

語であるが、神経学的知見を取り入れた「神経心理療法」（neuropsychotherapy）の方向に動

いていると指摘されている（Gwawe, 2007）。

普通の人が車の運転をするのに必要なのは安全運転の技術で、車が動く機械的メカニズムに

ついて熟知することは必ずしも必要ではない。しかし、車の故障を修理し整備する専門家は、

車のメカニズムについて熟知していることが必要であることは言を俟たない。生体の機能不全
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に悩むヒトに対峙する心理療法の専門家についても同様のことが言えるのではないか。

結語

1996年にミラーニューロンが発見されてから、13年が経過しているが、ミラーニューロン

システムについては、まだわからない事が多い。筆者も臨床的な体験を踏まえて筆者なりの推

論を試みたが、確定にはまだ時間を要するものもある。母子相互作用の形成にミラーニューロ

ンが、原始反射の時期に平行して生得的に仕組まれているとすれば、これは驚くべき発見であ

る。ただ、それが、発達的にどう変化していくのかについてはまだ不明な点が多い。原始反射

の中には、発達の最初期に、母子関係の絆を強めるためにだけに仕組まれていて、ある時期以

後それは消失するようにプログラムされているものがある。つまり、その機能に臨界期的な縛

りがある。ミラーニューロンに関してそれはどうなのか。発達の異なる段階で、ことなる特性

のミラーニューロンが作動するようになるのか。学習による神経単位の形成や、3歳ころまで

の神経系の発達や、髄鞘化とどのように関係するのか。筆者の直感では、ミラーニューロン系

は、進化的には、生存のために食物を得る事、同種のものが集団を作り、天敵から身を守るた

めの種の保存に向かって仕組まれたものではないかと考える。しかも、このシステムは、環境、

エコシステムとの関連で作動するはずであるから、病理発生的な環境にヒトが置かれた時、こ

のミラーニューロンは、本来の関係形成的、相互理解促進的に機能するはずの本来の特性を喪

失して、ヒトの天敵がヒトになったと言う事実を取り込んで変性し、逆にヒトとヒトの関係を

破壊する方向で作動するようになるかもしれない。他者との絆が切れた精神病理的、行動病理

的なヒトの行動をみるにつけ、あるいは、地球規模で広がる殺戮の連鎖を見るにつけ、ミラー

ニューロン系は、人間の不信感を増幅させて、防衛的にミラーメカニズムを作動させているよ

うに見えるのは、悲観的に過ぎるだろうか。ミラーニューロン系は、外界における他者の存在

が、個人の神経活動の中に組み込まれていて、他者との相互作用を支える神経学的基礎として

準備されているという新しく見出された事実の意味は大きい。村田（2009）は、ミラーニュー

ロン系をソシヤルブレインズと位置づけ、自己と他者の共存を志向している。これは、あるべ

き姿としては正しい。だが、この時に自己と他者の関係の質が問われるのである。共存可能な

他者であるか共存不可能な天敵であるか。いかにして天敵とのを共存可能にするか。ミラー

ニューロンは、悪魔を天使に変える魔法のミラー（鏡）ではない。ミラーニューロンは行動の

解発に関与はするが、最終的に行動を自らの意志によって決定するのは、ヒトの場合、そのヒ

トの行動を最終的に制御する中枢神経系であり、そのヒトの信念体系である。いずれにしても、

ヒトがヒトを知覚すること、ミラーニューロン系に関連して、「ヒトという種の存在の問題」

を文明の発達とヒトという種の未来がいかにあるべきかという文脈の中で考えねばならぬとい

う重い課題を突きつけられたように筆者は感じている。

春日：ヒトがヒトを知覚すること―対人刺激の相互作用
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