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第第 22 回回「「科科学学かからら人人間間をを考考ええるる」」試試みみ  <<ササイイフファァイイ・・カカフフェェ SSHHEE>>  

2012年 4月 17日（火）、18日（水） 

カルフール 

 

「「科科学学のの決決定定論論とと人人間間のの自自由由をを考考ええるる」」  

 

パパリリ大大学学デディィドドロロ  

矢矢  倉倉  英英  隆隆  

 

お忙しいところ、第 2回「科学から人間を考える試み」にお集まりいただきありがと

うございます。初回に参加された方々のご意見を参考にして、今回は少しやり方を変

更することにしました。一つは時間配分です。前回はわたしが１時間話した後、30

分のディスカッションの予定でいました。しかし、その時間を 30 分もオーバーする

ことになり、会場にご迷惑をおかけすることになりました。それで、今回はわたしが

30 分程度話した後に１時間のディスカッションという時間配分でやってみようと思

います。それから折角少人数で集まったのにお互いのことを知らないのは落ち着かな

いという意見がありましたので、最初に簡単な自己紹介をお願いしてから始めたいと

思います。そして、今回は終了後に懇親会を計画してみました。このやり方が最終的

なものではありませんので、お気付きの点がありましたらお知らせいただければ幸い

です。 

 

それでは始めたいと思います。今回のテーマは「決定論と自由」ですが、本題に入る

前に、この試みの底流を流れる哲学や科学を取り巻く少し大きな問題について個人的

な経験を交えながら 10分ほどお話して、イントロとしたいと思います。 

 

わたしは 2007 年の秋からパリで科学の哲学を中心に勉強しながら思索する生活をし

ています。その 2年ほど前からこれからの道を模索するようになり、2006年の秋には

哲学の方に進もうと考えるようになっていました。そして、2007年の 1月のある日の

こと、一つのイメージが突然頭に浮かんできました。そこには天空が広がり、左側の

一部が黒くなっていました。全体を 180度にしますと、その黒い部分は５％程度にし

か過ぎなかったと思います。その部分が何を指しているのかと言いますと、それまで

に自分がやってきたこと、そのために使ってきた脳の領域でした。実際に仕事をして
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いる時には全体が真っ黒に感じていましたので、その時に黒く見えた領域の余りの少

なさに驚いたわけです。それまでは黒と白の境界部分に高い壁をおそらく最初は意識

的に、後には無意識のうちに作っていたために、その外が見えないようになっていた

可能性もあります。いずれにせよ、仕事を離れるという状況に置かれて初めて見えて

きた景色ではなかったかと思います。 

 

その時の印象は次のようなものでした。これから仕事を続けるということは、その黒

い部分に留まり、さらに掘り進むことを意味します。つまり、少しは深くなるかもし

れませんが、今よりさらに狭い世界に入り込むことがわかりました。その頃は自らの

終わりも遅まきながら意識できていましたので、圧倒的な広さを持つ白い領域に立ち

入ることなく終わるのは耐え難いと思うようになったわけです。天空の全体を人間が

持つ（べき）知だとしますと、黒の部分は仕事や専門に当たるところで、事実につい

ての知識、あるいは 1＋1＝2で解決できる世界に見えたのに対して、白い部分は人間

的な要素、精神性の動員を必要とする知であり、人を促すこともある知ではないかと

感じました。後者は、文学、歴史、芸術、哲学・倫理などの省察の世界で、人間にな

るために必要なだけではなく、専門の知が十全になるためにも必要なものではないか

と考えました。すなわち、文系の知、人間に関する知、科学を超えた領域での思考、

感情などを鍛え直さなければ科学知、専門知も不充分であることを教えてくれたわた

しにとっては重要なイメージでした。 

 

この時期にもう一つのイメージが現れました。それは茫漠と広がった地平に小さな穴

が開いていて、その先は人間が住んでいる大小さまざまな洞穴になっていました。そ

こでは多くの人がいろいろな関係を作りながら、恰も壮大な世界の中にいるように感

じて生活しています。ただ、他の洞穴やその中で生活している人間の存在は意識でき

ていません。そこから出た時に初めてそれまで生活していた世界は実は閉じられた極

めて特殊な空間であったことに気付くのです。問題はそれだけではなく、たとえ外に

出ることができたとしても他の穴から出てきた人とまともに言葉を交わすことがで

きなくなっています。それは、それぞれの穴の中では異なる専門の言葉が使われてい

るからであり、穴の外の平原では人間としてコミュニケーションする必要が生まれる

からです。その共通のベースになるものこそ、天空のイメージで言えば広大な領域を

占める白い部分、すなわち人間的な精神性に関わる領域に当たるのだと気付いたので

す。人間になるためには白い部分をいかに開拓するのか。この問いに向き合うために

はしばらく時間が必要だと感じて現在に行き着いたように思います。逆に見てみます
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と、仕事に追われている現代人はこのことに気付かないで終わる可能性が高いとも言

えます。それはもったいないことではないかと感じたことも、このような試みを始め

る一つの要因にもなっていると思います。 

 

パスカル（Blaise Pascal, 1623-1662）は、『パンセ』（Pensées, 1670）の中で、ひとつの

ことのすべて（tout d’une chose）を知るよりは、すべてを少しずつ（peu de tout）

知ることこそ重要だとして、次のように書いています。 

 

「人は普遍的であるとともに、すべてのことについて知りうるすべてを知

ることができない以上は、すべてのことについて少し知らなければならな

い。なぜなら、すべてのことについて何かを知るのは、一つのものについ

てすべてを知るよりずっと美しいからである。このような普遍性こそ、最

も美しい。もしも両方を兼ね備えられるならばもっとよいが、もしもどち

らかを選ばなければならないのだったら、この方を選ぶべきである」 

 

古代ギリシャから全体を知ることが部分を知る専門家よりも賢いと考えられ、それこ

そが哲学の目指す精神的な態度であると言われています。天空のイメージとパスカル

の言葉を重ねてみますと、パスカルが推奨しているのは天空の白い部分をも含めた全

的な精神活動ではないかと思います。これらのすべての気付きがわたしのその後の行

動を決めることになったように感じています。 

 

前回も触れましたが、中江兆民（1847-1901）が喉頭がんで亡くなる年に出版された

『一年有半』（1901）の中でこう言っています。 

 

「わが日本古より今に至る迄まで哲学なし。・・・そもそも国に哲学なき、

あたかも床の間に懸物なきが如く、その国の品位を劣にするは免るべから

ず。・・・哲学なき人民は、何事を為すも深慮の意なくして、浅薄を免れず」 

 

「わが邦人は利害に明にして理義に暗らし。事に従ふことを好みて考ふる

ことを好まず。それただ考ふることを好まず、故に天下の最明白なる道理

にして、これを放過してかつて怪まず」 

 

そして、今後必要になるのは、豪傑的偉人よりも哲学的偉人であるとしています。日
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本に帰ってくる度に感じることは、哲学的な思考が日常にもマスメディアにもほとん

ど見られないということです。その意味では 100年前の兆民の意見に同意したいとこ

ろです。今日のテーマに合わせて考えると、われわれの哲学嫌いは地理的、歴史的、

その他もろもろの条件により決定されているのか、それとも改善の余地があるのかと

いう問いが可能だと思います。ここに向かうメトロの中で、わたしにとっては珍しい

ことがありました。後ろの方からこんなことを話し合っている声が聞こえてきたので

す。例えば、この世界に普遍的な真理はあると思うか、この世のすべては決定されて

いるのだろうか、信じない者は地獄に行くのか、などです。実にタイミングがよい話

だなと思って振り返ってみると高校生のようでした。若い時にはこのような問題につ

いて考えることはあるけれども、大人の社会で生活をする中でその傾向が薄れ、最終

的には消えてしまうということかもしれません。 

 

わたしが思い描いている哲学、あるいは哲学的態度は、すべての人にとって有用であ

ると考えていますので、何とかしなければならないという思いがどこかにあります。

わたし自身がそうであったように、哲学という言葉そのものに抵抗感があるかもしれ

ません。それは哲学の側にいる人たちの努力や実践に問題があったのではないかとも

想像できるわけです。そんな折、ドイツはカールスルーエの哲学者ペーター・スロー

ターダイク（Peter Sloterdijk, 1947）さんのこの言葉に出会いました。彼は問題作を発

表し続けている方ですが、テレビの哲学討論番組（Im Glashaus: Das Philosophische 

Quartett）の司会も務めています。 

 

「哲学は単に知を愛する語りであるというだけではなく、他者をその愛へ

と誘う営みなのである」 

 

この言葉を読んだ時に浮かんできた疑問は、これまで哲学者がやってきたことは、後

半が十分に認識されておらず、自らが考える哲学を語るところで留まっていた可能性

はないのかということでした。そして、わたしがやるべきことは、後半のところを強

調することではないかと考えるようになりました。 

 

哲学をする時に重要になる一つに、自らに返って考えるということがあると思います。

このことを体でわかったような気がしたのは、フランス語を始めてからになります。

外国語に触れると、言葉が新しい意味を以って迫ってくることがあります。フランス

語の動詞に réfléchir（名詞は réflexion、日本語は熟慮、反省など）があります。その
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意味を調べてみますと、「能動的に考える。長く、充分に注意を払って考える」とい

うことで、反射するというのが元々の意味ですから、その問題を介して自分の中を照

らすようにして考えるところがなければこの営みにはなりません。これは、科学で行

われる客観的な思考とは異なっています。科学においては、自分という要素を対象の

外に置いて観察し、考えなければなりません。最初に触れた天空にイメージで言えば、

科学的な思考に当たるのは黒い部分で、réflexionのためには白い部分の動員が必要に

なるのではないかと思います。 

 

もう一つ同じような経験をした言葉に méditer、méditation（瞑想）があります。こち

らも「深く、充分に注意を払って検討する」ことで、réfléchir の場合と同様に時間の

かかる作業になります。つまり、時間がないと考えることができないことを意味して

います。これらの言葉に触れることによって、時間に追われ仕事をしていた時代には

réfléchirや méditerの意味する「考える」ということをしていなかったことに気付き、

自らが促されるように感じたわけです。おそらく、現代人は多かれ少なかれこのよう

な状態に置かれているのではないかと想像しています。 

 

réfléchirと méditerの間には違いがあるのだと思いますが、わたしの中ではこんな具合

に分けて実践しています。réfléchir の場合には、あるテーマを決め、これまでの蓄積

を頭の中からそこに繋がるものを探し出し、それらを自由に繋ぎ合わせていくという

イメージで行っています。一方の méditer の場合には、テーマを決めずに太陽に身を

晒しながら頭の中を真っ白にして何かが浮かび上がってくるのを待ちます。そして、

何かが出てくるとそれを控えたり、それを糸口にして関連するものを頭の中を歩き回

りながら探っていくというイメージになります。この分類が正しいのかどうかわかり

ませんが、このような時間を日に 2時間ほど取るようにしています。そうすると、仕

事をしていた時とは違い、何事をするにも扱いが丁寧になり、ゆっくり「こと」に当

たろうとする姿勢が出てくるようになったと感じています。これを天空のイメージに

当て嵌めるとすれば、仕事での思考に当たる黒い部分を出て、全的な思考をする白い

部分にも足を踏み入れているように感じています。幅広く思いを巡らせる作業は、世

界の問題を理解し、延いてはその解決に向かうために必須になると考えるようになっ

ています。 

 

********************************** 
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それでは今日のテーマ「科学の決定論と人間の自由」に入りたいと思います。科学の

中心にある決定論という考え方がありますが、これが対象となる自然だけではなく人

間にも当て嵌まると考えると、人間の自由の問題と関係が出てきます。この問題は大

きく深い問題を含んでいますのでこの時間では扱いきれませんが、大きく次のように

分けて話を進めたいと思います。第一に、科学が考えている決定論とはどのような考

え方なのか。第二に、哲学が考える自由、あるいは自由意志とはどのようなものなの

か。第三に、神経科学の成果から自由意志を見るとどうなるのか、などです。 

 

この問題についての古典的な図式は、次のようになると思います。第一に、すべての

出来事はある法則に基づいてそれ以前の原因が作用した結果であるとする決定論が

あり、それは人間にも当て嵌まるという考えがあります。それに対して、人間には考

え、行動する自由がある（人間には自由意志がある）とする立場があります。もしこ

の二つの立場を認めた場合、決定論と自由意志とは矛盾しないのかという問題が出て

きます。そして、もし決定論により人間に自由意志がなく、自分が思考や行動を決定

することができないとすれば、人間に行動の責任を問うことができるのかという道徳

との関係が問題になります。わたしの話では、このような問題が大枠でどのように考

えられているのかを紹介したいと思います。 

 

最初に、決定論（déterminism）がどのような考え方をするのか見てみましょう。決

定論では、すべての現実は以前の出来事（原因）の結果であり、原因のない出来事（結

果）はないと考えます。つまり、現実は前もって決められていて、新しいものは出現

しないとする立場になります。したがって、同じ条件下で同じ原因を与えると同じ結

果を齎すという「因果の原則」が出てきます。これを基本に据えているため、科学の

特徴と考えられている予見が可能になります。生理学を確立したフランスの医学者で、

『実験医学序説』（Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865）という医学

哲学書を物しているクロード・ベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）は、決定論

を生物学の基礎に適用した人物で、信仰を科学から排除したはずですが、「科学者は

決定論だけは信じなければならない」と言っています。その場合、科学者とは決定論

以外のすべてを疑う存在ということになります。 

 

フランスの哲学者にガストン・バシュラール（Gaston Bachelard, 1884-1962）という

人がいます。この方はわたしがマスターの時から通っている科学と技術を歴史的、哲

学的に研究している研究所（IHPST: Institut d’histoire et de philosophie des sciences 
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et des techniques）の初代所長をされていました。彼の書いた『新しい科学的精神』

（Le nouvel esprit scientifiques, 1934）の中に、このような詩的な表現がありました。 

 

「決定論は空から地上に降りてきた」 

（Le déterminisme est descendu du ciel sur la terre.） 

 

科学を詩的な心で見直すということは、わたしの中での一つの願いでもありますので、

このような表現ができる観察眼の深さや心の余裕のようなものをいつも羨ましく感

じています。それでは、なぜバシュラールさんはこのような表現をしたのでしょうか。

その謎を探るために、歴史を振り返ってみたいと思います。 

 

16世紀デンマークの偉大な天文学者ティコ・ブラーエ（Tycho Brahe, 1546-1601）の

弟子にドイツの天文学者ヨハネス・ケプラー（Johannes Kepler, 1571-1630）がいます。

彼は、それまで惑星は中心の星の周囲を円軌道で運行すると考えられていたところを

楕円であるとするなどの天体運行の法則 1を見出し、コペルニクス（Nicolaus 

Copernicus, 1473-1543）の地動説を確実なものにしました。ケプラーはこのような考

えで科学に当たっていました。 

 

「自然は神が創造し、動かしています。自然は神が書いた本のようなもの

で、そこに神の言葉や意志が隠されています。科学の役目は宇宙という神

の作品の美しさを解き明かすことであり、そのためには数学が仲介として

最適なものであります」 

 

つまり、この世界は神の創造物であり、それを理解するために最も有効になるのが数

学であると考えていたことになります。彼はまた、創造された完璧な世界について瞑

想を深め、自らの精神を高める手段として科学を捉えていました。科学を神に仕え、

神を祝福するものであるとし、物を中心に置く考えから離れ、本質的な問いについて

考えるための道であると考えていたわけです。この仕事に呼び寄せられたと感じてい

た彼は、そこに経済的な価値ではなく、音楽や絵画と同様に美的な価値を見ていまし

た。わたしの現役の時には、この世界を統一的に見て法則を探そうとする態度はあま

りなかったのですが、その方向性も含め、ケプラーが科学に求めたところには共感を

                                                        
1 ケプラーの法則とは、楕円軌道の法則（惑星は太陽をひとつの焦点とする楕円軌道上を動く）、面積速度一定の
法則（惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に描く面積は一定である）、調和の法則（惑星の公転周期の 2乗は軌道

の長半径の 3乗に比例する）を指す。 
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覚えざるを得ません。彼は神の意志を絶対視していましたので、あらかじめ理論的に

導き出した数字があれば自然の動きを完全に理解できると考えていました。そのため、

実験を二の次にしました。 

 

これに対して、やはり自然は数学の言葉で書かれていると考えていたガリレオ

（Galileo Galilei, 1564-1642）は、観察と実験の重要性を説きます。また、世界のすべ

てを観察し、すべてについて実験することが不可能であるという前提で、自然を完全

に理解することは不可能であると考えました。ガリレオが科学と神学を引き離したの

です。この点がケプラーと異なっており、ガリレオが近代科学の祖とされる所以では

ないかと思います。 

 

究極の決定論者とも言われる 18世紀から 19世紀にかけて活躍したフランスの天文学

者にピエール・シモン・ラプラス（Pierre-Simon de Laplace, 1749-1827）がいます。

彼の考えのエッセンスを『確率に関する哲学的エッセイ』（Essai philosophique sur les 

probabilities, 1814）から引用します。 

 

「われわれは現在を過去の結果、および未来の原因として見ることができ

る。もしもある瞬間における自然を動かす力と自然を構成するすべての物

質の位置を知ることができ、かつそれらのデータを解析できるだけの知性

が存在するとすれば、宇宙の最も大きな物体や最も小さい原子の運動を一

つの定式に当て嵌めることができるだろう。この知性にとっては不確実な

ことは何もなくなり、その目には過去と同様に未来もすべて見えているで

あろう」 

 

1880年、電気生理学を始めたドイツの生理学者エミール・デュ・ボワ・レイモン（Emil 

Du Bois-Reymond, 1818-1896）はベルリン科学アカデミーにおいて「自然の理解の限

界について」という講演しました。その中で、物質と力の究極の性質、運動の起源、

生命の起源、目的論に叶うかのような自然の配置、感覚の起源、知的思考と言語の起

源、自由意志の 7つを「世界の謎」として挙げ、その中で物質と力の究極の性質、運

動の起源、感覚の起源は、それが超越的な問題であるため科学も哲学も解くことがで

きないであろうとして、こう語りました。 

 

「イグノラムス、イグノラビムス（ignoramus et ignorabimus）」  
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（われわれは知らないだろうし、これからも知ることはないだろう）  

 

つまり、ラプラスのすべてを知ることができるという傲慢にも見える考え方に対して、

デュ・ボワ・レイモンは知り得ないことは残るとして、知ることに対して謙虚な態度

をとりました。その上で、ラプラスの言った全能の知性を「ラプラスの悪魔」と形容

したわけです。 

 

1930年、ケーニヒスベルクの学会でドイツの数学者ダフィット・ヒルベルト（David 

Hilbert, 1862-1943）はこう言い放ちます。 

 

「デュ・ボワ・レイモンの愚かな言葉は止めにして、「われわれは知らなけ

ればならないし、知ることになるのだ（Wir müssen wissen ― wir werden 

wissen!）」をスローガンにしなければならない」 

 

二つの立場の違いは物理学者、数学者と生物を扱っている学問の違いではないかと考

えてみましたが、そうとばかりも言えないようです。例えば、ヨーロッパ出身でアメ

リカで活躍した生物学者のジャック・レーブ（Jacques Loeb, 1859-1924）さんは、決

定論者としてこのように言っています。 

 

「すべての生物学的行動は前もって決定され、強制されている。ひとつの

種におけるすべての個体の行動は同一である。つまり、生物とは単なる複

雑な機械なのである」 

 

同様の考え方は、DNAの構造を明らかにして 1962年にノーベル賞を貰ったフランシ

ス・クリック（Francis Crick, 1916–2004）さんも提出しています。まず、現代生物学

の究極の目的は、実のところ生物学を物理学と化学の言葉で説明することであるとい

う還元主義を主張します。つまり、この現実を理解するための基本に物理学があり、

そこから化学、生物学、社会科学へと続くという見方で、すべての現象は物理学の言

葉で説明可能であると考える立場になります。そして、「生物は突き詰めれば原子と

分子の集合にしか過ぎないのである」と言い放ちます。彼が後に神経科学の分野に入

ってからも同じ立場を採り、『驚くべき仮説』（The Astonishing Hypothesis, 1994）の冒

頭にこう書いています。 
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「『あなた』、あなたの喜びや悲しみ、 あなたの記憶や野心、あなたのアイ

デンティティや自由意志、これらは実のところ神経細胞とそこにある分子

の膨大な集合の動き以上のものではないのです。・・・つまり、あなたはニ

ューロンが詰まったもの以外の何物でもないのです」 

 

クリックさんは、遺伝情報が DNA から RNA、そしてタンパクへと一方向に流れる

セントラル・ドグマを提唱しました。このドグマは、すべてのタンパクの元にある

DNA がすべてを決めるという遺伝子決定論に繋がりました。確かに、このように考

えると解析はしやすくなるとは思います。しかし、それだけで生物固有の現象を説明

できるでしょうか。生命現象が 1+1=2という単純な世界ではないことを考えると、か

なり難しいのではないかと思います。事実、その後の研究の進展により、DNA 配列

に因らない生命現象の制御も明らかにされています。 

 

ここで自由について検討したいと思います。ある行動が自由であるかどうかは、その

行為が随意であるというだけでは不十分で、それとは相容れない随意に行うことがで

きる他の可能性が開かれていなければなりません。自由とはこの選択できることで、

選択のないところに自由はないと言えます。この問題について古今の哲学者がどのよ

うに考えていたのかを、何人かの例を出して考えてみたいと思います。 

 

まず、決定論を否定し、自由意志を論じた最初の哲学者の一人とされる古代ギリシャ

のエピクロス（Epicurus, 341 BC–270 BC）の考えを紹介したいと思います。人間は運

命の下にあると盲目的に信じられていた時代、彼は人間には運命論を振り払って選択

する力があるという革命的な思想を生み出しました。彼の哲学はデモクリトス

（Democritus, ca. 460 BC–ca. 370 BC）の自然観に霊感を得ていると言われる物理学に

基づいています。すなわち、宇宙は物質の構成要素である分割不能で種々の形や重量

を持つ「原子」（atomaは分割不能の意）とその運動を可能にする無限の「空虚」から

成るという世界観がそこにはあります。原子はその重量のため雨のように直線で落下

しますが、もしその経路に変化がなければ原子同士の出会いはなく、世界は生み出さ

れません。しかし、彼はその経路に起る全くの偶然が齎す微妙な変化（clinamen）に

より原子の集合が生まれ、運命ではない偶然が支配する宇宙が出現すると考えました。

それは自由のある宇宙で、必然性や決定論、さらにはすべてを物理法則に還元する物

理主義が適応されない世界でもあります。この自由により、倫理や生き方について考

えざるを得なくなりました。彼の哲学は人生における最終目的を快楽としましたが、
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一般に想像されているものとは異なっています。それは過度の快楽を求めるのではな

く、基本的で自然な欲求を満たすこと、苦痛を最小限にすることが最高の快楽である

とするもので、最終的に魂の平穏、体の静寂を求めるものでした。 

 

一方、デカルト（René Descartes, 1596-1650）の同時代人であったオランダのスピノ

ザ（Baruch Spinoza, 1632-1677）は自由意志をこのように批判します。 

 

「人間はその行動や考え方を支配する外因により絶えず動かされています。

しかし、その原因と人間に及ぼすインパクトを知らないことがすべての元

凶なのです。そこから人間は自由意志を持っているという錯覚が生まれる

のです」 

 

つまり、自由に行動しているつもりになっているけれども、すべては外からの力によ

り動かされていることを知らないことによる錯覚だという主張です。確かに、それは

存在しているけれども気付かないだけだと言われてしまうと、反論の仕様がないよう

にも見えます。しかし、スピノザは人間の自由を否定しているわけではありません。

さらに、こう主張します。 

 

「自由とは自己充足の状態であり、自己充足性を持ち合わせているのは神

以外には存在しません。人間はその有限性と自然の決定論の前に基本的に

は隷属しなければならない位置にあります。その状態においても解放は可

能ですが、それは決定論の下にある自然から逃れることでも人間を規定し

ている必然性から逃れることでも、況や必然性に受動的に身を任せること

でもありません。そうではなく、理性を使って原因と結果の中にあるわれ

われの状態を理解することです。人間の精神の力は考えること以外にはな

いからです。その理解に達すると、必然性の下にある自然の中に組み込ま

れていること、すなわち神と一体になる悦び、充足感を経験することにな

るのです」 

 

スピノザは、deus sive natura（神即自然）という言葉で表現したように、この世界に

は一つの実体しかなく、自然と神は一つの実体の別の名前であるという中性一元論の

立場を採っていましたので、この主張はよく理解できるように思います。しかし、主

著『エチカ』の最後を「すべての気高いことは稀であるとともに至難である」と結ん
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でいるように、そこに至る道は険しいものになると想像しています。 

 

最後に、20 世紀フランスの哲学者ジャン・ポール・サルトル（Jean-Paul Sartre, 

1905-1980）とシモーヌ・ド・ボーヴォワール（Simone de Beauvoir, 1908-1986）の考

えを見てみたいと思います。彼らが抱いていた人間像の概略をまとめると、次のよう

になると思います。 

 

「人間とは、望みもしないのにこの世界に投げ出された存在であり、道具

のように何かの目的のために作られたのものではありません。中空の存在

として、完全な自由を持って生れ出たものです。自由であるということは、

先は決定されておらず、偶然の選択が可能な状態にあることを意味します。

あるいは、選択が義務付けられているとも言えます。偶然であるというこ

とは、神が何かの目的のために人間を作っているのではないことであり、

それは見捨てられていることと同義でもあります。その中で、選択して何

かをすることにより中身が埋まってきて、人間の性質が現れてくるのです。

一瞬一瞬、人間になる自由を与えられ、そのために選択しなければならな

い罰を与えられていることにもなります」 

 

この状況をサルトルさんは『実存主義はヒューマニズムである』の中で「存在は本質

に先行する」と表現し、ボーヴォワールさんは『第二の性』のなかで「人は女に生ま

れるのではなく、女になるのだ」という言葉で表現しているのだと思います。 

 

ここで、決定論と自由意志という一見相容れないものをどのように考えるのかという

問題に入りたいと思います。この問題を巡っては扱いきれないほどいろいろなニュア

ンスを持つ立場がありますが、ここでは一つの典型的な分類に則って話を進めること

にします。そのポイントは、決定論と自由意志は矛盾するのか、両立するのかを基に

大きく 4型に分けるものです。決定論と自由意志は矛盾すると考えるのが非両立主義

（incompatibilism）、両立可能だと考えるのは両立主義（compatibilism）と言われま

す。非両立主義の中には次の 2型があります。第一は、自由意志は認めるけれども決

定論を否定する哲学的リバタリアニズム（metaphysical libertarianism）で、第二は、

自由意志を否定して決定論を採用する強い決定論（hard determinism）です。それか

ら、人間は決定論の下にはあるけれども自由意志を認める両立主義（compatibilism）、

そして、自由意志もなければ決定論でもない強い非決定論（hard indeterminism）の
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立場があります。中には、自由意志は錯覚であるとする立場やその存在については語

らないとする立場などがあります。 

 

ところで、ラプラス的な決定論は今でも有効なのでしょうか。量子力学の出現により、

見方が大きく変わってきたように見えます。例えば、ハイゼンベルク（Werner 

Heisenberg, 1901-1976）の不確定性原理によりますと、ある粒子の位置と速度を同時

に知ることはできず、位置を正確に知ろうとすると速度の確度が落ち、その逆も起こ

ります。量子力学の世界は全くの偶然が支配していますが、それは必ずしも決定論を

否定するものではないという立場もあり、その解釈については現在でも決着が付いて

いないように見えます。決定論についての新しい理解が自由意志との関係で論じる上

でも影響を与えるようになります。 

 

この問題を科学の成果と照らして考えるとどうなるでしょうか。神経科学がこの問題

について最初にインパクトを与えたのは、1983年にカリフォルニア大学サンフランシ

スコ校のベンジャミン・リベット（Benjamin Libet, 1916-2007）博士のグループによ

って行われた仕事ではないかと思います（Brain 106: 623-642, 1983）。この研究では、

被験者に時計の文字盤の周りを回っている点を見て指を動かしたいと思った時の時

刻を記録させ、その脳派を解析しています。その結果、行動の決断が意識されるのは

運動の 0.1-0.2秒前でしたが、意志的な筋運動を起こす 0.55秒前に運動準備電位が現

れることを明らかにしました。すなわち、自分で決定したと意識する 0.35秒前には脳

内で無意識のうちに起るメカニズムがあることを示唆しています。この結果は、われ

われに備わっていると考えていた自由意志が実は錯覚だったことを示すものと解釈

されますが、それで問題はないのでしょうか。この実験のプロトコールは主観の占め

る要素が大きいことや運動準備電位が運動の決定を意味すると言えるのかなどいろ

いろな批判が出されています。 

 

2008年になり、新しい研究が発表されました（Soon, C.S. et al., Nature Neuroscience 11: 

543-545, 2008）。リベット博士の脳波研究では解析領域が限られており、測定された

値（0.35 秒）は誤差範囲になる可能性もあることから、この研究では fMRI（機能的

核磁気共鳴）という脳全体の血流動態を見ることができる方法を用い、二つの選択肢

の間で選択するプロトコールで解析しました。具体的には、ディスプレイ上に異なる

文字が一定の感覚で現れるのを見て、右か左の人差し指でその気になった時にボタン

を押し、その時の文字を覚えるというものです。その結果、実際にボタンを押す約 1
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秒前に意識的な決定が行われていること、さらに、7秒ほど前には決定を予測できる

脳活動があることが明らかになりました。しかし、この実験についても批判が出され

ています。例えば、この結果は単に意思決定に際してある物理現象が随伴しているこ

とを示すだけである、あるいはわれわれの意思決定はもっと複雑なもので、この実験

のプロトコールでは解析できていないなどです。 

 

今後の問題として、例えば、神経科学における解析から主観的な要素を排除すること

ができるのか、より根本的には神経科学が解析している現象は本当に自由意志を扱っ

ているのか、もし自由意志がないとした場合に人間の責任を法的問題も含めてどう考

えるのか、などが挙げられます。いずれの問題も科学の進展に合わせて哲学との対話

の中で、新しい考え方が見えてくるのだと思います。これからもこの領域の進展を見

守っていく必要がありそうです。最後は駆け足になりましたが、今回はこの辺りでわ

たしの話を終え、意見交換に入りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

今後の予定ですが、第 3回は今年の 9月中旬、第 4回は 11月下旬を考えています。

今回参加された方には詳細が決まり次第、メールで連絡を差し上げます。また、HP

やブログにも掲載する予定ですのでよろしくお願いいたします。 

 

 

（2013年 4月 25日） 


