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第第 44 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 11 月 29 日（木）＋30 日（金） 

カルフール 

 

「「脳脳とと心心、、ああるるいいはは意意識識をを考考ええるる」」  

 

パリ大学ディドロ  

矢 倉 英 隆 

 

本日は年の瀬が迫るお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

この試みの趣旨については HP やメール等でお知らせしてありますので、詳細は

省きますが、単なる科学の成果を取り上げる科学の中の話だけではなく、科学に

ついて歴史や哲学的視点からも考察を加えるという「領域を跨ぐ」営みとしてご

理解いただければ幸いです。 

 

最初の方もおられますので、これまでに取り上げたテーマについてお話し致しま

す。第 1 回は、この試みが扱うテーマの大枠として「科学と哲学」を取り上げま

した。第 2 回では、現代科学が依拠する哲学である「決定論」を取り上げ、「自由」

との関連で議論しました。第 3 回になる前回は、「正常と病理」と題してわれわれ

の人生とは切っても切れない病気と健康について考えました。今回のテーマもこ

れまでのものと同様に巨大なテーマになります。短い時間では到底語りつくすこ

とはできませんが、考え始める切掛けとして一つの枠組みを提示したいと思いま

す。この場所は 8 時までになりますので、わたしが最初の 30 分でテーマについて

の枠組みを紹介した後、1 時間ほどを意見交換に当て、その後は懇親会場に移動す

ることになります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

毎回、本題に入る前に哲学全般について触れていますが、今回はドイツとフラン

スの哲学者の言葉から始めたいと思います。まず、今日のテーマに関係するドイ

ツのヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831）の言葉を紹介します。 

 

「哲学の目的は真理である。・・・真理は直接的な知覚や直観においては

認識されない。それは外面的感性的直観においても、また知的直観にお
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いても同様である。ただ思惟の努力によってのみ真理は認識される」 

『哲学史序論』 （武市健人訳） 

（Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 1837） 

 

この言葉を意識との関連でわたしなりに敷衍してみます。後でも出てくるとは思

いますが、古くから意識には２つのレベルがあるとされています。一つは外界の

情報を知覚がそのままの形で受容するもの、もう一つは取り込んだ情報について

一歩退いて振り返るリフレクションから生まれる意識になります。リフレクショ

ンを伴ったレベルにまで達しないと目覚めている状態ではなく、世界を真に理解

したことにはならないというのが、現代科学の行き着いたところです。そのレベ

ルに至るために実践するのがリフレクションで、それを営みとしているのが哲学

ということになります。 

 

すなわち、真理に達するためには、直接的な知覚のレベルに留まるのではなく、

それぞれの事実を繋げ、組み合わせて一つの纏まりをもった統一体に作り変える

作業が必要になることを意味しています。この精神運動の後に、そしてこの運動

の後にのみ、それまでとは違った新しい世界が現れることになります。対象が複

雑になればなるほど、問題の解決にはこの哲学的視点が不可欠になるはずで、歴

史上最も複雑な状態にある「いま」という時代に哲学が軽視されているというこ

とは、大きな問題ではないかと考えています。 

 

次に、現代フランスの哲学者ジャン・フランソワ・リオタール（Jean-François 

Lyotard, 1924-1998）さんが『なぜ哲学するのか』（Pourquoi philosopher ? 2012 

[1964]）の中で哲学の本質について、次のように書いています。 

 

「知は『もの』としてあるのではない。何かが欠けている（『不在の存在』

がある）時、統一性が失われた時、生と死のような対立がある時、ひと

は意味を求める。哲学は知を持つことではなく、欠けている方向への運

動である。さらに言うと、知への欲求ではなく、欲求の欲求こそが哲学

である」 

 

哲学は知を所有するという静的な状態ではなく、不在の存在を感知した時（ある

いは、自らの中にネガティブな感情を持った時、と言う人もいます）に始まる欠
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けている方向への運動であると言っています。さらに想像を広げると、その経験

はネガティブであるが故に、その人間にとっては重大な意味を持ってきて、ネガ

ティブの度合いが強ければ強いほど、本人は真剣にならざるを得ないようなもの

になります。それは知への欲求というようなものではなく、欲すること自体を欲

するという生々しい生の原点に向かうことになります。突き詰めると、その原点

とは生命を支える力（Eros）が潜んでいるところではないか思います。この感覚

を体感、体得できると哲学することが自然になり、留まるところを知らず動き出

すのではないかと思います。 

 

今日のお話の構成ですが、わたしがこの問題を意識した出来事について触れた後、

脳と心を取り巻く心脳問題とは一体どういう問題なのかについて、以下の順序で

お話したいと思います。 

 日常に潜むデカルトの心身二元論      

 心脳問題とはどのような問題なのか 

 心身二元論の問題点 

 心身一元論とは  

 心脳問題に対する回答はあるのか 

 

わたしが精神と物質、あるいは心脳問題（心身問題）に興味を持ったエピソード

から始めたいと思います。この試みではすでに披露済みですが、2006 年のことに

なります。その夜、わたしはあるお店のカウンターで食事をしていました。その

時、偶然横になった方と言葉を交わすことになり、わたしの専門は免疫学で、細

胞を使ってその中の分子がどのような機能を担っているのかを研究しているとい

うようなことを話していました。そうすると、その方が「タンパク質に精神があ

ると思いますか？」と訊いてきたのです。後でわかったのですが、その方は精神

科の先生でした。意識はしていませんでしたが、還元主義や物理主義の下に研究

をやってきた者にとって、そのような質問があり得ることに驚き、その時は頭が

捩れるような感覚が襲ってきました。しかし、すでに哲学に興味が向かっていま

したので、それ以前であれば無視しただろうその問いが、むしろ非常に面白いも

のに見えたわけです。そのような問いが可能な世界とは一体どのようなものなの

かに興味を持っただけではなく、今日のテーマの背後にある問題についても意識

するようになった最初ではなかったかと思います。 
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この背景にある骨組みがわかったのは、向こうに渡って哲学の世界を覗くように

なってからで、4 世紀ほど前にフランスの哲学者ルネ・デカルト（René Descartes, 

1596-1650）が考えた、今で言う実体二元論（substance dualism）の思想に無意識

のうちに影響されていたことに気付いたわけです。デカルトは、人間は精神・心

と物質・体という本質の異なる実体（substance）から構成されると考え、空間の

中に存在する物質・身体を res extansa（延長実体）、それとは重ならない精神・心

を res cogitans（思惟実体）と呼びました。この考えは、われわれの日常感覚から

理解しやすいものだと思います。わたしも偶に体がなくなり、精神だけになった

ように感じることがありますので、そう考えているのだと思います。その世界で

は、空間を占めるタンパクに精神があるなどということはあり得ないことで、そ

のようなことは最初から頭になかったということだと思います。 

 

デカルトの時代は科学が発達してきており、聖書の教えに合わないことが出始め

ていましたので、デカルトも用心していました。キリスト教では精神の永遠を唱

えていますので、体と心を分けることによって精神が死後も生き続けることが可

能になります。また、精神は目に見えない世界にあるという考えですので科学の

対象から外れ、その領域は教会に委ねられることになりました。その面では、教

会と科学の役割分担が可能になったとも言うことができます。デカルトの実体二

元論に対して、この世界は実体としては一つのものから構成されているけれども、

そこに物理的性質と心的性質という二つの性質が備わっていると唱える性質二元

論（property dualism）があります。この場合、実体として脳があり、そこに心的

な性質も備わっているとするものです。したがって、脳が機能を止める時には心

的性質もなくなると想定されますので、魂の永遠の可能性がある実体二元論とは

異なってきます。 

 

デカルトの実体二元論は心身問題を解決したというよりは、多くの問題を生み出

したと言った方がよいかもしれません。われわれの日常感覚では、われわれの意

志で散歩に出たり、コーヒー・カップを持ち上げたりしているように感じていま

す。つまり、精神が身体を動かす原因になっているように見えます。もしデカル

トが言うように、精神と身体が別の実体で相互に重なり合わないところにあるも

のだとしたならば、一体どのようにしてこのような相互作用が起こるのかという

問題が出てきます。物理的な実体と非物理的な実体という質の異なったものがそ

もそも相互作用できるのかという問題です。 
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この問題に対するデカルトの答えは、次のようなものでした。 

 

「そのように感じることは有益な錯覚で、日常生活という特殊な場面で

は本当の心身結合があるように見えている。しかし、その例外がなぜ起

こるのかは神のみが理解していて、われわれにとっては神秘のままであ

る」 

 

その上で、身体と精神がどのように相互反応するのかを説明する必要を感じたデ

カルトは、脳の中央に一つしか存在しない「小さな腺」である松果体が両者の相

互作用の場であると主張しました。脳と心が相互作用すると考えたところから相

互作用説（interactionism）と呼ばれる考えになります。理論的に整合性を取ろう

としたデカルトの思考の道筋は理解できますが、心を物理的実体と区別したこと

により、物理現象は物理学の法則だけで説明できるとする物理的領域の因果的閉

包性（causal closure of physics）と相容れないことになります。今日では松果体

はメラトニンを分泌することにより、概日リズムを調節する臓器と考えられてい

ますので、デカルトの回答は間違いでした。 

 

この問題について、他の哲学者たちも挑んでいます。例えば、ライプニッツ

（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716）は心身並行説（parallelism）を唱えまし

た。この説では、心と体は相互作用することもなく、お互いに因果関係も持ちま

せん。そのため、物理学の因果的閉包性には抵触しません。それぞれは独立した

現象ですが、コインの裏表のように分離することはできません。両者が恰も相互

作用しているように見えるのは、神が創造した予定調和のためであるとライプニ

ッツは考えました。 

 

フランスの神学者にして哲学者のニコラ・マルブランシュ（Nicholas Malbranche, 

1638–1715）はこの問題を次のように解釈し、機会原因論（occaisonalism）を提唱

しました。この考えによると、神によって創造された物はアリストテレス（Aristotle, 

384 BC-322 BC）の言う作用因（efficient cause）1になることはできず、単に切掛

                                                        
1 アリストテレスの 4 原因説には質料因、形相因、作用因、目的因があります。大工さんが家を建てる時に譬

えれば、それぞれ家の材料、家の形、大工さんの作業、家の目的（人が住むため）に当たります。現代科学で

は質料因と作用因に重点が置かれ、目的因を扱うことは忌避されています。目的を作っている「存在」を想定

しなければならなくなるからではないかと思います。 



6 
 

けを与えるもの、すなわち機会原因にしか過ぎないとしました。その上で、因果

関係を持ちえない精神と物質が相互作用しているように見える真の原因は、神以

外には考えられないとしたわけです。 

 

われわれは日常的に外界から刺激を受けた時、主観的に何かを感じています。深

紅のバラを見た時に起る内的な変化は人によっても違うでしょうし、白鳥の群れ

を見た時とも違うはずです。このような主観的な経験の質的な特徴はクオリアと

呼ばれていますが、クオリアに関していくつかの問題が指摘されています。感覚

器が受け取った情報が脳内で物理化学的現象に変換され、そこからどのようにし

て非物質であるクオリアが生じるのかという問題で、心脳問題のもう一つの側面

になります。オーストラリアの若き哲学者だったデイヴィッド・チャーマーズ

（David Chalmers, 1966-）は、1995 年に意識の問題を神経科学の範囲で機能解析

すれば回答を得ることのできる「やさしい問題（easy problems）」と現在の神経

科学では回答を出すことができない「難しい問題（the hard problem）」に分けま

した。例えば、ある機能を担っている脳の領域は同定できるかもしれません。一

つの物質の変化がある時に特定の精神状態が見られるということもわかるかもし

れません。これらは、チャーマーズさんの言う「やさしい問題」になります。お

そらく、ほとんどの神経科学者がやっている研究はこの範疇に入るのだと思いま

す。しかし、物質の変化がどのようにして精神の変化を生み出すのかということ

はわかりません。これが「難しい問題」で、ある神経組織で起こる現象が、なぜ

痛いとか赤いという感覚（クオリア）を生み、他の感覚ではないのかという問い

になります。 

 

これまで見たように心脳問題は哲学の領域から始まりました。しかし、科学が次

第にこの領域にも入ってきています。興味深いのは、その状態でもまだ哲学者が

発言できていることで、科学と哲学が交差する珍しい領域ではないかと思います。

これまでにいろいろな考え方が提示されていますが、ここで一元論のバリエーシ

ョンを検討したいと思います。デカルトが分けた二つの実体（精神と物質）のど

ちらか一方からこの世界は構成されているとする考え方です。一つは観念論

（idealism）で、物理的に見えるものは錯覚か、心で構成されたものに過ぎないと

して物理的な世界の存在を否定する立場ですが、現在、その支持者は少ないよう

に見えます。それから世界は物質だけで構成されるとする唯物論（materialism）

があります。この中には、物理主義（physicalism）、行動主義（behaviorism）、さ
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らには機能主義（functionalism）、心脳同一説（mind-brain identity theory）など

多くの考え方があります。その一方で、これらとは異なる第三番目の立場として

中性一元論（neutral monism）があります。この世界を構成しているのは物質で

も精神でもない中性的な性質を持つ実体であるとする考えです。デカルトの同時

代人であったオランダのスピノザ（Baruch Spinoza, 1632-1677）は、この世界には

一つの実体しかなく、deus sive natura（神即自然）という言葉で表現したように、

自然と神は一つの実体の別の名前であると考えていました。自然と一体であるス

ピノザの神は、アインシュタイン（Albert Einstein, 1879-1955）も信じることにな

るものですが、これは今の分類で言えば中性一元論者に当たるものだと思われま

す。 

 

ここで、唯物論について検討したいと思います。まず物理主義ですが、この世界

は物理学で同定されるものから成り、すべての出来事は物理学の法則に依存する

原因を持ち、それ以外の原因を持たないという物理学の因果的閉包性を主張する

ものです。この考えは現在多くの支持を集めているように見えます。この中には、

還元的物理主義（reductive physicalism）と非還元的物理主義（non-reductive 

physicalism）がありますが、その違いは心的状態が最終的には物理学の言葉です

べて説明が可能であると考えるのか、完全には物質に還元できない性質が出てく

ると考えるのかになります。現状では後者に多くの支持者がいるように見えます。

還元的物理主義の本質については、フランシス・クリック（Francis Crick, 

1916–2004）がその著『驚くべき仮説』（The Astonishing Hypothesis, 1994）の冒頭

で雄弁に語っています。彼はジェームズ・ワトソン（James Watson, 1928-）らと

DNA の構造を明らかにして 1962 年にノーベル賞を受賞しましたが、その後に神

経科学に進んだ方になります。 

 

「『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に過ぎないのです。・・・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」 

 

なかなかここまで割り切ることはできませんが、科学をやっているとこれくらい

割り切るのが優れた科学者だという認識が生まれがちです。ただ、科学を離れて

考え直してみると、その見方では捉えることができないものがこの世界にはたく
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さんあるという考えに傾くことが多くなっています。 

 

次に行動主義ですが、これはジョン・ワトソン（John Broadus Watson, 1878-1958）

によって始められ、ギルバート・ライル（Gilbert Ryle, 1900–1976）やバラス・ス

キナー（Burrhus Skinner, 1904-1990）らにより受け継がれたアプローチで、人間

の内面は考慮に入れず、行動に現れたことから心的出来事を研究しようとする流

れになります。できるだけ客観的、科学的であろうとするために誰にでも観察・

測定・記録可能な方法を用いました。刺激を入れた時の反応、行動を調べる場合

には、入力と出力だけが問題にされ、その間にある肝心の内省や主観的な世界を

解析から排除しました。これも割り切りの強いやり方になると思いますが、個人

的には抵抗のあるアプローチになります。 

 

われわれは自然の中では集団を作り、エコシステムの一部としてその中に生きて

います。それをさらに大きく見ると、ガイア、宇宙へと繋がります。一方、一つ

の個体の中を見ていくと、臓器があり、組織、細胞、その中の分子、さらには原

子、素粒子から成り立っていることがわかります。自然をこのような層構造とし

て捉える見方があります。還元主義（reductionism）は、解析しやすいより単純な

細部を対象とするやり方を採りますが、そこには下位にある現象が上位の全体を

決定する原因になっているという立場（upward/bottom-up causation）があるか

らです。つまり、部分を解析することによって全体を理解しようとするやり方で

す。これに対して、全体が部分に制限を加え、部分を決定していると考える立場

（downward/top-down causation）を採るものに、ホーリズム（holism）があり

ます。 

 

一方、還元主義に抗する考えとして、生命現象というものは部分を構成する物質

をいくら解析しても理解できるものではなく、物質でも精神でもない生命を特徴

的付ける「生命原理」を唱える生気論（vitalism）2があります。さらに、還元主

義と生気論との間に来る立場として、創発（emergence）という概念があります。

これは、下位の層の解析からでは説明できない現象が上位になると現れるという

考えですが、あくまでも物質に基づく考えで、そこには「生命原理」のようなも

のの介在はありません。創発は物質から精神が現れる一つの機構として考えられ

ていますので、少し説明したいと思います。 

                                                        
2 生気論は、第 5 回 SHE のテーマになりました。 
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この概念は、19 世紀イギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミル（John Stuart Mill, 

1806-1873）に始まると言われています。彼は、その著『論理学体系』（A System of 

Logic, 1843）の中で、全体が部分の総和と一致する変化を homopathic（mechanical）、

NaOH + HCl → NaCl + H2O に見られるような変化を heteropathic（chemical）

として区別しました。創発という言葉は使いませんでしたが、すべての生物は部

分からできているけれども生命現象は物理的な物質の作用から想定される効果と

は何の類似性もないと指摘しました。創発という言葉を最初に使ったのは、やは

りイギリスの哲学者ジョージ・ヘンリー・ルイス（George Henry Lewes, 

1817–1878）です。彼は、『生命と心の問題』（Problems of Life and Mind, 1875）の中

で、構成要素の作用様式からその結果を追跡できるものとそれが難しいものがあ

ることを指摘した上で、前者を”resultant”、後者を”emergent”と表現しました。 

 

創発の概念は、チャーリー・ブロード（Charlie Dunbard Broad, 1887-1971）の『心

と心が自然に占める場所』（The Mind and Its Place in Nature, 1925）により成熟して

きます。彼は、当時問題になっていた機械論（mechanism）と生気論の対立や生

物学の化学、物理学への還元の可能性に興味を持ち、その解決法を探りました。

物質がすべてを決めているという立場は採っていましたが、そこには階層性があ

り、各階層で下位の層には還元できない新しい性質が現れると考えていました。

その上で、一つの層の中で有効な法則と層を超えて有効になる法則（emergent 

law）があるとしましたが、たとえ emergent law が見つかり、「ラプラス

（Pierre-Simon Laplace, 1749-1827）の悪魔」のように下位の状態を完全に知り尽

くすことができたとしても上位で何が起こるのかは予測できないと考えていまし

た。創発に関しては現代でも議論が活発に行われており、いろいろな解釈が出さ

れています。 

 

ここで、現代の科学者の心脳問題に関する見方を紹介します。最初は、オースト

ラリアの生理学者で 1963年のノーベル賞受賞者でもあるジョン・エックルス（John 

Eccles, 1903–1997）です。科学哲学者のカール・ポッパー（Karl Popper, 1902-1994）

とともに The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism（1984）という本を書

いています。これは『自我と脳』という邦題で新思索社から出ています。その中

で、彼らは二元論を超えて三元論を唱えています。すなわち、第一の世界（World 

1）は物理の世界で、この中に脳が含まれます。第二の世界（World 2）は心的世
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界で、知覚や意識、思考、想像、夢、記憶、無意識などが含まれます。そして、

第三の世界（World 3）は人間精神の創り出す世界で、この中には物語や神話、哲

学や科学、そして芸術などが含まれます。「世界 3」は「世界 2」の結果生まれる

もので、それは「世界 1」に属するものもあります。例えば、物語は人間精神の産

物ですが、それが書かれた本は物質の世界に属しているという具合に、3 つの世界

が相互作用しているという考えになります。詳細は『自我と脳』を参照していた

だければ幸いです。 

 

ただ、このような多元的な立場を採ると、デカルトの場合と同様に脳と心が相互

作用するメカニズムを必然的に考えなければならなくなります。エックルスさん

は、デカルトの松果体に当たる部位を見つけようとしました。その結果、頭頂部

にある補足運動野（supplementary motor area）というところを候補に挙げました。

その論拠となったのは、随意運動をさせるとその部分の多くのニューロンが活性

化し、その活性化は運動を想像した時にも観察されたところから、この部分で脳

と心の接触があると考えたわけです。今や二元論を唱える人は少なくなり、エッ

クルスさんは相互作用説を唱えた最後の人ではないかとも言われています。デカ

ルト同様、この問題に真っ向から挑んだことはわかりますが、エックルスさんの

説の信憑性を評価するところまでは行っておりません。 

 

ただ、ベルギーの細胞生物学者で 1974 年のノーベル賞受賞者でもあるクリスチャ

ン・ド・デューブ（Christian René de Duve, 1917-）さんは、2011 年、92 歳の時

に出版した『ダーウィンを経てキリストからキリストへ』（De Jésus à Jésus... en 

passant par Darwin）という本の中で、現状では二元論から離れて一元論の立場を

採るのが科学的だとして、次のように書いています。 

 

「デカルトが精神と物質は異なる本質を持つ実体であるとした二元論を

採用すると、両者がどのようにして相互作用が可能になるのかが問題に

なります。もしこの問いに解がないとすれば、物質と精神は異なるので

はなく、一つの現実の別の相が現れたものに過ぎないと見るべきではな

いのでしょうか。二元論は一元論に道を譲らなければなりません」 

 

アメリカの哲学者ジョン・サール（John Searle, 1932-）さんは自らの考え方を生物

学的自然主義（biological naturalism）と名付けて、心脳問題の解決のために次の
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ような提案をしています。第一に、心脳問題のもとにある心的なものと物理的な

ものの区別を排除して、心的なものはこの物理的世界に存在することを認めるこ

と。第二に、意識は脳内における下位のレベルにある神経生物学的な過程によっ

て誘導され、そのレベルに因果的に還元されるものとすること。第三に、意識は

脳組織の性質として現実に存在する、つまり、意識は個々のニューロンにはない

が、その上位にある組織には備わっていること。第四に、意識は現実世界に存在

する性質なので因果的にも機能すること。これらの提案を認めることによって、

二元論とも決別して他の生物現象と同じレベルで脳と心の問題を解析することが

できるようになると主張しています。 

 

心脳問題に関しては、ここでは紹介できなかった説もたくさんあります。それだ

け多くの説が出回っているということは、この領域がまだ混沌としていることの

裏返しではないかと思います。この問題はいずれ科学的に解決されると主張する

人の他に、心脳問題は人類には解決できないとする神秘主義（mysterianism）を

唱える人がいます。例えば、進化論の強力な擁護者で「ダーウィンのブルドッグ」

と呼ばれたトマス・ヘンリー・ハクスレー（Thomas Henry Huxley, 1825–1895）

は次のように言っています。 

 

「神経組織を刺激した結果、意識が現れるという驚くべきことは、アラ

ジンがランプを摩った時にジンが現れるように説明不能なのである」  

 

また、コリン・マッギン（Colin McGinn, 1950-）のような人は、「意識は人間の知

性が決して解明できない神秘のまま留まる運命にある」として新神秘主義を唱え

ています。少なくとも科学に身を置いていたわたしとしては、いずれは解決され

る可能性を信じて、これからの科学の進展を見守るしかないと考えています。 

 

最後になりましたが、意識について簡単に触れてみたいと思います。冒頭でも触

れましたが、意識には 2 つのレベルがあるとされています。すなわち、痛いとか

赤いというような感覚（クオリア）のように外界の情報を知覚がそのままの形で

受容するもの（phenomenality）、それから感じていることを自覚すること、取り

込んだ情報を振り返ること（reflection on phenomenality）から生まれる意識です。 

意識に関する理論も多数出されていますが、ここでは一つだけ紹介したいと思い

ます。それはアメリカのウィスコンシン大学のジュリオ・トノーニ（Giulio Tononi）
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さんの情報統合理論（integrated information theory of consciousness）です。トノ

ーニさんは、抗体の構造を決定して 1972 年にノーベル賞を受賞した後、神経科学

に入ったジェラルド・エーデルマン（Gerald Edelman, 1929-）さんと一緒に仕事

をしていた方です。彼は意識と無意識を次のように区別しています。すなわち、

意識とは豊富な情報が一つに統合された構造を持っており、周辺のコンテクスト

に依存しているのに対して、無意識は多数の情報はあるけれども無関係で独立し

た構造になっており、そのコンテクストには依存していないというものです。 

 

彼は次のような実験をしています。覚醒している人と徐波睡眠（ノンレム

non-REM3 睡眠）にある人を経頭蓋磁気刺激法で脳の上から磁気刺激をした後、

脳派（high-density electroencephalography）を測定するというものです。そうす

ると、覚醒時には活性化される場所が一か所に留まらず、脳のいろいろな領域が

次から次に活性化されていることがわかります。それに対して、徐波睡眠の場合

には、刺激を加えた局所は活性化されますが、活性化部位はそこに留まっていて

広がりません。また、同じ睡眠でも逆説睡眠（レム REM 睡眠）の場合には、覚醒

時と同じように活性化部が脳全体に及んでいることがわかりました。  

 

意識の情報統合理論とその基になった実験結果を見てみますと、冒頭で取り上げ

たヘーゲルの言葉が蘇ってきます。その時に敷衍したことは、われわれの精神運

動を考える上で参考になると思いますので繰り返しますと、次のようになります。

すなわち、取り入れた情報を何もせずにばらばらのままにしておき、それらを意

味のある纏まりに繋ぎ合わることをしなければ、覚醒し、本当の意識を持ったこ

とにはならないということだと思います。そのためにはリフレクションによる思

考が求められるわけで、それこそが哲学的な営みであるというところで今日は終

わりたいと思います。 

 

今回は意識そのものについては触れることができませんでした。意識も大きな問

題ですので、いずれ改めて取り上げることがあるかもしれません。 

 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

（2013 年 5 月 15 日） 

                                                        
3 REM: rapid eye movement 


