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はじめに 
鈴木論文は，同調的表情反応が表情認知に寄与するという長く議論の続いている学説につ

いて，関係する心理学・神経科学研究を概観した論文である．幅広く理論的・実証研究が

取り上げられており，最新の情報も多く，読者がこの問題の研究動向を理解する上で大い

に役立つであろう．さらに，ただ先行研究を紹介するだけでなく，証拠を総合的に評価し

た上で，特に脳内の身体感覚表象の活性化が重要ではないか，表情反応以外の手がかりと

あわせて双方向・反復的な表象活性化に基づく表情認知モデルを想定すべきではないか，

といった独自の主張が提案されている．読者は大いに知的刺激を受けることだろう． 
鈴木論文の議論の一部では，必ずしも明確な結論が示されていない．例えば，同調的表情

反応が表情認知に寄与するかどうかについては，肯定的な証拠も否定的な証拠も取り上げ

られており，やや否定的なニュアンスを示しつつ結論は保留されている． 
しかし，この不明確さは，現状におけるこの問題の研究文脈を正しく反映したものと言え

よう．筆者もこの問題を検討している研究者の一人であるが，筆者ならより明確な結論を

導けるとは言いがたい．それだけ，まだ不明な部分の多い興味深い問題なのである． 
面白いことに，表情反応と表情認知については，やや違った視点からさらに異なる可能性

が提案されている．本稿では，この問題を研究することの難しさと面白さを伝えるため，

そうした提案をいくつか紹介しよう． 
 
表情認知による表情反応の喚起の可能性 
鈴木論文では，「3. 身体ループによる逆シミュレーションモデル」節において，同調的表

情反応が表情認知に寄与するという説が検討されている．そして，この説を支持する証拠

の一つとして，表情に対する表情筋活動と感情経験評定と表情認知評定を計測し，変数間

の関係をパス解析した筆者らの研究(Sato, Fujimura, Kochiyama, & Suzuki, 2013)が挙げ

られている．この研究では，変数間に表情反応→感情反応→表情認知という関係（図 1）が

あることを仮説モデルとして，このモデルがデータをうまく説明することを示した．この

結果は，確かに同調的表情反応が表情認知に寄与するという説を支持する． 
ただし筆者らは，全く逆に，表情認知が感情喚起をもたらし，感情喚起が表情反応を導

く可能性があることを指摘した．この主張の後半部は，Dimberg (1990)に基づく．Dimberg 
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図 1 Sato et al. (2013)のパス解析で支持されたモデル．表情反応 (皺眉筋

（corrugator）；大頬骨筋（zygomati）)→感情反応（experience）→表情認知

（recognition）を結んでいる．しかし，逆方向のモデルも可能かもしれないと

議論されている． 
 
は，表情筋筋電図を計測した一連の実験において，表情刺激だけでなく，花や蛇といった

表情でない感情刺激に対しても表情反応が起こることを示した．こうした知見に基づいて，

表情刺激に対する表情反応は，模倣ではなく感情反応として捉えるべきだと提案している．

また前半部については，感情の評価理論（cf. Lazarus, 1982）を参考にすると，表情刺激に

対する感情反応の前に認知過程（必ずしも意識的な処理とは限らないが）を想定できると

考えた．これらをあわせると，表情認知→感情反応→表情反応という過程となる．筆者ら

は，このモデルでも前述のモデルと同等にデータをうまく説明でき，現状では因果の方向

を検証することは難しいと論じた． 
このように，同調的表情反応が感情反応・表情認知の原因であるか結果であるかという

議論があり，現状では明確な結論は得られていない．この問題を解明する理論的道具とし

て，鈴木論文で示唆される，一方向ではなく双方向性の過程を考えること，表情反応や表

情認知を多段階の過程と考えること，などは有効かもしれない． 
 
運動表象による視覚表象の調整での表情認知の可能性 
鈴木論文では，「4. あたかもループによる逆シミュレーションモデル」節において，身体

反応として運動出力することなく，脳内において同調的表情反応により表情認知を実現す

る説が検討されている．大きく取り上げられているのは，視覚表象（上側頭溝）→運動表

象（下頭頂小葉→下前頭回）→身体表象（島）という過程を経て表情認知を実現する認知

神経モデル(Iacoboni, Dubeau, Mazziotta, & Lenzi, 2003)である．鈴木論文で説明されるよ

うに，このモデルを部分的に支持する実証的知見は多い． 
しかし，少し違った文脈では，下頭頂小葉と島を含まない神経回路モデルが提案されて

いる．Hamilton (2008)は，ミラーニューロンシステムの神経回路として，上側頭溝と下前

頭回の直接双方向結合を想定して，同調的運動反応は，上側頭溝の視覚表象が下前頭回の

運動表象に変換されることで実現されるのではないかと提案した．筆者らは，この理論モ
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デルについて，動的表情を観察中の機能的脳画像を計測し，これを動的因果モデリングで

解析することで検証した(Sato, Toichi, Uono, & Kochiyama, 2012)．その結果，中側頭回（機

能的な意味での上側頭溝領域）と下前頭回を直接に双方向で結ぶモデル（図 2）が，結合な

しのモデルや順方向のみの結合を想定するモデルなどに比べて，データをうまく説明する

ことが示された．こうした結果および鈴木論文でも議論されている予測的符号化の理論的

提案などに基づいて著者らは，上側頭溝→下前頭回の経路で同調的表情反応が実現され，

下前頭回→上側頭溝で運動情報を利用した高次な視覚情報処理として表情認知が実現され

るのではないかと提案した． 
このように，同調的運動反応に関係する神経回路については，まだ議論が続いている．

現状では手がかりは十分ではなく，さらなる理論的枠組みや解剖学的・機能的な神経結合

の実証的知見が求められている． 
 

 

図 2 Sato et al. (2012)で示された動的表情を処理する神経回路モデル．第一次視

覚野（V1）と中側頭回（MTG）と下前頭回（IFG）を結んでいる．このように，

上側頭溝と下前頭回の直接双方向結合が，同調的表情反応による表情認知を説

明するかもしれない． 
 
おわりに 
以上に例を挙げたように，表情反応と表情認知がどのように関係するかについては，ま

だ不明な点が多い．他にも様々な研究者が，実際の身体表情反応あるいは脳内表情表象に

注目して，異なる仮説を提案している．また，身体表情反応と脳内表情表象のどちらが重

要か，それらがどのように関係するかについても，議論が続いている． 
こうした不明確な状態は，この問題を研究することの方法論的困難さにも起因するかも

しれない．例えば，同調的表情反応では表出者と観察者が相互に影響しあうため，因果の

解明が難しい．過程として主観感情を想定するため，客観的に計測して活動の時間を同定

したり神経基盤と対応づけたりするのが難しい． 
しかし，この心のはたらきを理解することには，大きな意義がある．鈴木論文で述べら

れているように，これは百年以上前から偉大な研究者らが提案してきた仮説である．この
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問題の実証研究は，そうした先達との対話であり，人類総体に残されてきた課題への回答

提出の試みと言えよう．またこの心的過程は，ヒトの社会関係において不可欠なようだ．

他者の感情を共感的に理解する心こそが，本来は利己的側面の強いヒトにおいて，競争を

抑制して協力しあう鍵となると指摘されている(cf. スミス, 1968)．優れた概説である鈴木

論文を受けて，この問題についての研究が盛り上がることが期待される． 
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