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 １．皆さん、こんにちは、発生医学研究所の粂と申します。今、高橋先生がご紹介くださったように、私はお医者さんで睡眠

の研究をしておりますので、自分の専門の話をしますと、4 人とも理系の話になってしまいます。だからというわけでもありま

せんが、今日は文系的な話をします。私は熊本大学に来てから、高橋先生の主宰される生命倫理研究会という会で、倫理・

哲学の勉強をさせて頂いてきたんですが、熊本大学も人手が足りないこともあって、実は２年前から社会文化科学研究科で

教えることにもなって、文系の教官もしています。というわけで、いつも話す医学的なことと違って、今日は哲学的なお話をし

たいと思います。気楽な話なので、肩の力を抜いて聞いていただければと思います。 

 

２．前半では、少し脳科学の話をしますが、後半は、私たちの自由とはどういうものかということについての話なので、非常

に壮大ですが、どこまで脳科学として話せるかは分からないところです。 

 

３．４．さて、本論に入る前に、今日はセミナーのタイトルに｢ 前線｣とついておりますので、みなさんに「ニューロエシック

ス」という新しい学問を、ご紹介させて頂きます。「ニューロエシックス」という言葉は、初めて聞かれた方も多いと思いますが、

「ニューロ」というのは脳とか神経、脳神経科学のことを意味し、「エシックス」というのは倫理学です。 

５．ですから、「ニューロエシックス」は、脳神経倫理学と訳します。今、積山先生がお話されたように、あるいは、この後、

友田先生、村山先生がお話しされるように、脳神経科学は、今、どんどん発展していますが、どんどん発展させて何でもやっ

ていいかというと、やっぱりやってはいけないことも、きっとあるだろう。だから、それを少し考えようという分野として、このよ

うな言葉が新しく作られたのです。私が大学に入った、３０年ほど前には、「バイオエシックス」という、これもその当時新しい

言葉ができました。バイオというのはみなさん、ご存知のように生命科学ですから、バイオエシックスは生命倫理学と訳され

ますが、生命科学がどんどん進んで、たとえばクローン人間だって作れるようになったとしても、本当に作っちゃっていいんだ

ろうか。それは、やっぱり駄目なんじゃないか、そういうことを、技術の 先端で考えるような学問として作られました。ですか

ら、その後、脳神経科学も進んできたから、エシックスを考えようということで、ニューロエシックスが作られたわけです。たと

えば、この後、友田先生が、「辛い記憶が脳に影響を与える」というお話をしますが、たとえばその辛い経験を消してあげた

ら、患者さんは幸せになりますよね。でも、本当に消しちゃっていいのかなというのは、よく考えないといけない。つまり、人間

の記憶を操作するということはその人の人格そのものを操作してしまうことにもつながるので、たとえそれが患者さんのため

になっても、少ししっかり考えた方がいいかもしれない。そういうことを考えるのが、この「ニューロエシックス」という学問で

す。 

 

６．７．私がこの学問に出会ったのは４年前ですが、この言葉自身が作られたのも、たった７年前で、2002 年にスタンフォ

ード大学で初めて行われた会議で作られました。その時の、議事録が３年後の 2005 年 10 月に発刊されたのですが、私はこ

れを読んで初めてこの言葉を知りました。ちょうど、この頃、立花隆さんが「NHK スペシャル」という番組でサイボーグ技術の

特集をされました。サイボーグ技術というと、今日 4 番目に村山先生がお話される、「BCI」、「BMI」と呼ばれるような人間とコ

ンピューターをつなぐような技術が含まれる分野です。この技術は脳神経科学の 先端ですが、立花さんはそういう新しい

技術を取り上げながら、でもこれがどんどん進んで、人間が機械になっちゃって大丈夫かなというような番組を作られたんで

す。私はその番組を見て、またこの議事録も出版されていたので、すごく興味を持って、熊本大学の生命倫理研究会で取り

上げ、「ニューロエシックスとは」という話をしました。それが 2005 年 12 月のことです。 

 

８．その数ヵ月後に、この分野では世界で初めての教科書的な論文集が発行されました。そこで、高橋先生と相談して、

それを翻訳しようというふうに決めました。そして、決めた３ヵ月後ぐらいに大変後悔しました。すごく分厚い教科書で、翻訳も、

ものすごく大変で、今日も何人かその苦労を共にした学生さんも来てくれていますが、半年か 1 年で終わるかなと思ったら、

まるまる２年かかってしまい、結局、去年 10 月に、『脳神経倫理学』というタイトルで、高橋先生と私が共同監訳という形で、



翻訳出版することができました。 

 

９．１０．ということで、この新しい分野を日本にも紹介することができましたが、先ほどお話ししたように、ニューロエシック

スという学問は、脳神経科学を発展させていく時に、やっていいことと悪いことを、きちんと考えてから進もうというのが 初

の目的だったのです。でも、語呂合わせというか、言葉遊びみたいですが、「脳神経科学の倫理」を引っくり返すと、「倫理の

脳神経科学」になります。これが、どういうことかと言うと、私たちは、たとえば、人は殺してはいけないと思っていますし、こ

れはやっていいことだとか、あるいは、これは正しいことだということを、脳を使って考えています。でも、その時に、その考え

ている脳を調べちゃいましょうというのが、「倫理の脳神経科学」という分野なんです。誰でも正しい、誰でも良いと思うような

時の脳を調べても、みんな同じかもしれないですけど、特に調べてみたいのは、意見が分かれるような状況の時です。 

 

１１．研究者はそれを倫理的ジレンマ状況と呼んでいますが、たとえば、これはトロッコ問題という有名な問題です。トロッ

コとかトロリーというのは列車ですが、それが暴走して来て、ほっとくと、その線路に５人の作業員がいるので、この 5 人を轢

き殺してしまいます。これは大変だと思っていたら、その手前に引込み線があって、ポイントを切り替えると、そちらにトロッコ

を誘導して事故を避けることができるんです。でも、よく見ると、引込み線の方にも１人働いている人がいるんです。こういう

状況に、もしみなさんが置かれたら、切り替えますか？それとも、切り替えないで、５人は運命だから可哀想と思いながら何

もしないですか？どっちにしますか、というのが、トロッコ問題です。 

こういう質問をすると、欧米の方は比較的切り替えるという人が多いそうです。私も、講演などをする時に、この質問をいろ

いろな人にしたことがありますが、日本人は、｢やっぱり自分で切り替えて一人殺してしまうくらいなら、運命に任せた方がい

いんじゃない｣っていう方も多いんです。でも、私は意地悪なので、５人では切り替えないという人がいたら、｢こっちが、50 人

だったらどうします。いや、500 人だったらどうします。50000 人だったどうします。50000 人っていうのは、たとえば爆弾を積ん

だ飛行機が町に飛んできてる時に、味方のパイロットが死んでもいいから、撃ち落とした方がいいと思いますか？そういう質

問になるわけです。｣ 

こう考えると、すごく難しい問題ですが、このようなジレンマ問題は倫理学では昔から考えられてきて、どういうふうに私た

ちは判断しているのかについて、いろいろな学問的な積み重ねがあります。ところが、そのような倫理学的な検討に対して、

切り替えた方が良いという人と、切り替えない方が良いという人の二種類いたら、その二人の脳を調べてしまおうというのが、

「倫理の脳神経科学」です。そして、この人は脳のここを使っているから切り替えると言ったらしいとか、こっちの方を使ってる

人はどうも切り替えないって言うみたいだ、というようなことがぼちぼち分かってくるわけです。 

 

１２．今日はこの話は詳しくできませんが、これにはもう一つ、もっと意地悪なバージョンがあって、この場合には、自分の

目の前に１人の人がいます。先ほどはポイントを切り替えるだったんですが、今度は、目の前にいる人を突き落としたら、そ

の人が落ちて電車が停まります。突落とした人は絶対死にますけど、でも５人助かるわけです。こういう状況に変えて、｢では、

こういう状況だったら、突き落としますか？｣と聞くと、さっき切り替えると言った人でも、「う～～～ん」と迷ってしまう。 

でも、よく考えると、一人殺して５人助けるという意味では、この二つの状況はあまり違わないはずです。それなのに違う

答えを出すとしたら、今度は、同じ人の脳の中で、どういう違いがあるのかを、見てみようというわけです。私たちはこういう

究極の判断をしないといけない瞬間には、しかたなくではあれ、何らかの判断をするわけですが、何でそういう判断を自分は

良いと思ったかを、うまく説明できないことがあります。なんとなくこちらの方がいいとは思っても、その理由をうまく説明でき

ないと、それを他人に伝えることができないし、社会の中では、他人に伝えられないものは価値を持ちにくいんですね。でも、

言葉で伝えられなくても、もしかすると脳を見れば分かるかもしれないというのが、「ニューロエシックス」の一つの分野です。

このような話は、いくらでも続きがあって面白いんですが、これはここで終わりにして本論に進みます。 

 

１３．さて、本論の 初に、私たちが社会の基盤として考えているものとして、常識心理学という言葉を紹介します。 

常識心理学というのは、別に常識というのは別に取ってしまっても良くて、いわゆる普通の意味での心理学です。積山先



生がお話されたのも心理学でしたが、私たちは別に誰に言われるまでもなく、自分たちが心を持っていると思っていますし、

そのような心を持っていると考えることが、実は社会の基盤になる見方だということです。 

 

１４．たとえば、今日は予想外にたくさんの方がいらして嬉しいんですが、みなさんには熊大にお越し頂きました。それで、

ある方は脳科学に興味があるから、今日は熊大の講演会に行こうと思っていらっしゃったと思います。また、ある方は「あー、

この間 NHK に出ていた友田先生が話すんだったら、こりゃ是非見に行かんといかん」と思われたかもしれません。でもある

方は、「今日は、おてもやん踊りまで時間があるし、暇だから時間つぶそうか」っていらっしゃったかもしれませんね。でもど

の方も何か理由をつけていらっしゃってると思います。そしてそれはみなさんの自由な意志です。学生の中で、もしかしたら

先生から「絶対今日出んと単位あげんよ」って言われた方もいるかもしれませんけど、そうでなければ、みなさん自由意志で

いらっしゃったはずです。 

 

１５．そして、社会というのは、こういう心を持っている人間が自由に生きているという常識に基づいて構成されていて、た

とえば、馬刺しを食べたいと思ったら、馬刺しを注文して食べるわけですけど、それは、注文したのは私の自由な意志である

というふうに、私自身もそう思って生活しているわけです。 

 

１６．これは常識的な人間の理解ですが、こういうものがあるのは、非常に実は重要で、たとえば私たちは意識的な意思

決定によって行為を行っている。その行為をする自由もあるし、しない自由もあるんです。だからこそ、私たちは行為に対し

て責任を持つわけです。腹が立って殴ってしまったら、警察に捕まってしまうんですけど、それは殴らないで我慢する自由も

あったはずだからこそ、犯罪として行為を問われるわけです。また、もっと大事なのは、 近は心の時代とか言われて、人間

の幸せは、お金とか物ではなくて心にあるというように子どもたちにも、私たちは教育すると思います。そうすると、心というも

のはすごい重要なものなんだけど、科学で説明できるかと言ったら、ほとんど説明がまだできないものなんです。それどころ

か、実は脳科学は、あるいは、哲学は、心だとか、我々が持っている自由というものを、どうも、そんなもんないんじゃないか

というような非常にショッキングな実験結果や研究結果を出しつつあるんですね。 

 

１７．１８．それらにについて今日はご紹介しますが、 初に紹介する実験そのものは、もう既に非常に古い実験で、ベン

ジャミン・リベットという人が 1982 年に初めて行いました。とっても簡単な実験装置で、先ほど積山先生が、脳の中を見るよう

な FMRI なんかの話を少しされていたんですが、この時使ったのはたった２つの電極なんですね。 

一つの電極をみなさんの脳、というか、頭のてっぺんにこうつけるわけです。ここは手を動かす時に働く場所です。手の方

には、筋電図といって、手を動かす時に筋肉がピッて動けば、そこにピッて電気が流れる、この２ヶ所に電極をつけます。そ

して、やることもすごく簡単で、座ってもらって、目の前に、こうくるくる回る時計のようなものを見てもらいます。実際には、こ

ういう時計ではなくて、光がぐるぐる回ったそうですけど、「この時計を見ながら、好きなところで手を動かしてください」、実験

としては、これだけです。 

 

１９．２０．２１．では、ちょっとデモをしてみます。この時大事なことはリラックスして、何にも考えないで見て、好きな時に手

を動かしてもらうんですが、あと 3 回動いたら動かそうみたいに身構えたり、「よーい、ドン」ってのは駄目なんです。「ドン」だ

けで、思ったらパッと動かすという、今思ったという瞬間に手を動かさなきゃいけないんです。ちょっと練習してもらいましょう

か。みなさんやってみてください。こうやってこうくるくる回っているんです。ここでリラックスしてて、「今だ」という時に動かす

んです。 

この針は結構速いので、「今だ」と思って動かしている間に、少し動いちゃうと思いますが、「今だ」と思った時に、針がどこ

にあったかを覚えておいてください。このような実験です。実際にやってみますよ。あの、ちゃんと手を動かしてくださいね、み

なさん(笑)。 

 



２２．素直な方は、みなさん、手を動かしてくださったと思うんですが、今の時計、結構速く回りました。１周が、2.4 秒です。

つまり１ステップ 0.2 秒で回転してます。そして、脳の活動と、筋肉の動きと、みなさんが今だと思った時間の関係を、調べま

した。 

 

２３．手が動いた時というのは、筋電図で分かるわけです。手を動かした瞬間を０秒とすると、今だって思ったのは、大体

の人が 0.2 秒ぐらい前のことです。つまり、画面の針が１の時に「今だ」と思った人の手は、実際には２に近いところで動いた。

この 0.2 秒というのは比較的優秀な成績で、たとえばボルト選手のように 100 メーターを 10 秒きって走るようなすごい選手が

いますが、彼らは「よーい、ドン」のドンが耳に入った後、0.2 秒以下で足が動くんです。ですから、耳から入って足に抜けるの

に 0.2 秒未満です。でも、0.１秒以下にはなりません。 

実はオリンピックなどの試合では、バーンって鳴った後、0.1 秒以内に足が動いたらフライングとされます。みなさん、フライ

ングというのは音が鳴る前に動くとフライングだと思ってらっしゃるでしょう。でも、正確にはそうじゃないんです。ルール上と

いうか、機械は、バーンって撃った後、0.1 秒以内に足が動いたら、鳴ることを見越して、見切り発車したとみなします。つまり

0.1 秒以内に動ける人は理論的にいない、ということです。だから、思ってから 0.2 秒くらいで手が動くのは自然です。では、

皆さんの脳が「思った」のはどこでしょうか。 

脳が思った、つまり脳が反応したのは、手を動かそうと決心した、その、決心したんだから、その、ほとんど同時に脳が反

応すると思いますか。それとも、実際には決心したのが、表面まで出てくるのにちょっと時間がかかるので、ちょっと遅くなる

ので、少し後ろになるのか、どの辺に出ると思いますか。 

答は、実は驚くことに、0.5 秒以上前に脳にはピッと反応が出ていたんです。私があれほど、「よーい、ドン」ってしちゃ駄目

ですよって言ったにも関わらず、みなさんの脳は、0.5 秒以上前にもうピッて反応していたんです。 

 

２４．これを非常に素朴に考えると、みなさんが考える前に脳はもう考えていたんです。0.5 秒と言うと、なんか、そんな短い

時間、誤差じゃないかと思われるかもしれないんで、もう一回しつこくお見せします。この時計では１コマ進むのが 0.2 秒です

から、0.5 秒以上ということは、人によっては 0.6 秒ぐらい前にもう決めちゃっているんです。ということは８で脳が決めて、10

で思って、手が動いたのは 11 だったりするわけです。 

 

２５．分かりやすくするために、針が今は黒ですが、黄色から紫色に変わるように工夫してお見せします。これが 0.6 秒で

す。こうくるくる回っていて、「今、こう！」、「今、動いた！」、「今、動いた！」このぐらいなんですね。「今」って私が言った時に、

みなさんの脳がピッって反応した、「動いた」って言った時に、手が動いた。そして、その間にみなさんは「今だ」って思ったん

ですよ。意外に時間の間隔が長いことが分かると思います。 

 

 ２６．これを、よく考えてみると、私たちが決心をする前に、脳が先に決心をしてたように思えちゃうんですね。 

 

２７．２８．２９．これは、すごく古い研究ですが、たとえば去年もやり方は少し違いますが似たような研究が出ています。さ

っきは単に手を動かすのでしたが、今度は次々に文字が出てくるので、右か左かを決めて押した瞬間の文字を教えてくださ

いという、少し複雑な方法です。私たちは右か左を動かす時に、前頭葉というところで判断して、それで決めるんですが、実

はこういう実験をすると、「その瞬間に右か左を決めてください」と言ったにも関わらず、みなさんの脳の中では、もう 10 秒くら

い前に決めちゃってる人が多いんですね。 

「決めちゃ駄目」、「絶対にあらかじめ決めないでくださいね」と言って、「決めたらばれちゃいますから」と言われているので、

「じゃあ、今」と、自分では、その時初めて決めたつもりなのに、10 秒くらい前には決めていたとういのが脳を見ると分かっち

ゃうというわけです。たとえば、脳を見ていると、みなさんがじゃんけんで何を出すかは、10 秒くらい前に私は分かっていて、

それを見ながら出せば絶対勝つこともできちゃうわけです。 

 



３０．このような結果が出てきて、これを非常に素朴に考えると、私ではなくて脳が決めているように思われます。もちろん、

脳も私の一部ですから、「別にいいじゃない私の脳が決めてるんだから。」と、みなさんは言うかもしれませんが、でも、意識

ができていないんです。無意識に決まっているような気がするわけです。 

 

私たちは普段、自分で意識して決めているつもりなんだけど、その意識的な意思決定を自分の意思決定に基づいて、や

っているのかなということについて、こういう研究というのは一つの疑問を投げかけることになるわけです。 

 

３１．無意識と意識の関係について、今日お配りしたプリントには、もう少し細かい説明がしてありますが、それは時間がな

いのでとばしますが、意識するというのは、やっぱり重要なはずです。何故かというと、私たちの脳には目や耳からたくさん

の情報が入ってるんですが、その中で、注目して意識している情報だけに基づいて、私たちは生活しているはずだからです。

たとえば先ほどお話ししたように、無意識に誰かを叩いちゃったら、「ごめん」と言わなきゃいけないとしても、それは犯罪とし

て罰するということはないはずです。やはり意識的に叩いたからいけないわけで、そうすると、意識に上るという、すごく重要

なはずです。それにも関わらず、無意識で全て決まっているとしたら、今までの私たちの常識が揺るがされるんじゃないかと

いうのが、今のような研究結果が示すことです。 

 

３２．３３．さて、ここからは、哲学のお話になりますが、哲学の世界では、実は、もっと前から、自由なんてものはないんじ

ゃないかという議論がされてきています。デカルトという人は、「我思う、故に、我あり」と言って、心と体は別である、心とか魂

というのは、上の方からこう降ってきて、体に、つまり脳に宿るんだ、そういうふうに考えていた人です。 

 

３４．でも、だんだん科学が進歩してきて、物理的な、あるいは物質的な社会が進むにつれて、心も結局は、脳が作り出し

ているんじゃないかと考えられるようになってきて、今では心身一元論、または唯物論という言い方もしますが、心も脳が作

っているというふうに考えている研究者・哲学者が多いと思います。 

 

３５．そして、物理主義といって、世の中の出来事は全部物からできているんだと考えると、心という形のない物も、物から

作られることになります。すると形がない心が、形のある物に影響を与えるというのはちょっとおかしいんじゃないか、となり

ます。 

そうすると心というのは、物の状態に付随して出てくる物であって、たとえば、心が意志を持って、それが体を動かすという

のはおかしいんじゃないかというような考え方が出てきます。 

もう一つは決定論と言いまして、世の中の物は全て物でてきていて、たとえば水素を燃やすと水になるんですが、たとえ

ば我々の体の中でも、同じようなことが起こって、体の中でも化学反応が普通に起こっているわけです。そうすると、私たち

のたとえば脳の状態が全部分かれば、次の瞬間、何をするか分かっちゃうんじゃないだろうか、これが決定論です。こういう

物理主義と決定論という考え方が進んでくると、私たちが思っている心とか、自由とかいうものはなくなってしまうような気が

する。 

 

３６．これが今の、哲学の世界の一つの考え方ですが、実は脳科学者も先ほどのリベットの実験なども踏まえて、私は幻

想であるというふうに語ることが増えてきています。たとえば去年、坂井先生という東大の先生は新聞の中で、「私とは世界

を解釈するために都合のよいように造り上げられた虚構に過ぎません。この虚構を満たすメカニズムを脳という物質から明

らかにする研究が進んでいます。」と書かれています。なんと、あなたは虚構だって言っているわけです。でも、そう言われて

も困りますよね。私は私の心に価値があると思って、一生懸命仕事もしてます。でも、あなたは虚構ですよ、って言われると、

ちょっと一歩引いてしまいます。だけど彼は 先端の脳科学者ですし、彼が書いている本を読んでも、なるほど確かにこうい

うように言える部分があることは納得できるわけです。 

 



３７．そうすると、何が問題になってくるかというと、心は幻想なんだ、そんなら勿論、私の自由も意思も存在しないことにな

っちゃうんです。 

 

３８．でも、それで良いのでしょうか？多分、私たちは次の時代に心とか、自由に対して、新しい見方を少し取り入れていか

ないといけないんじゃないかということだと考えます。その見方を今日、少しご紹介していこうと思います。これは私の見方で

あって、これが、今、証明されているものでもないし、これを皆さんに押し付ける気持ちもありません。ただ、やはり自由とか

私の心っていうものに対して、たぶん新しい見方が必要になっていくんじゃないかということを少しでも納得していただければ

いいと思います。 

 

３９．たとえばアメリカの哲学者であるデネットは『自由は進化する』という本の中で、「非物質的魂という考え方は説得力

がなくなった。」と書いています。たとえばみなさんの中で、どのくらいの方が宗教を信じていらっしゃるか分からないんです

が、私自身はあの世があるということを、あんまり信じてないんです。そうすると、あの世もない、魂もないということになると、

それはすごく恐ろしいと考える人も多い。何故なら自由意志がなくなってしまうから。でもこの本はこういう考え方は間違いだ、

ということを示すために書いたんだっていうのが、デネットのこの本です。 

 

４０．また、心については河野哲也先生という立教大学の哲学の先生が、「拡張する心」という概念のことを紹介されてい

ます。 

 

４１．４２．この２人の理論などを、ごちゃ混ぜにして私が作った見方を、今日は４つほど紹介します。１つは決定論というも

のがあった時に、完全に決定されているんだったら、自由はないんじゃないかと直感的にみなさんは考えると思います。でも、

その直感は間違っていると考えないといけないという見方です。 

 

４３．それは何故かと言いますと、たとえば完全に決定論的なシステムがあったとしても、そのシステムが環境と相互作用

するとき、あるいは完全に決定論的なシステムが二つ相互作用する場合、その時に、その環境であったり、あるいは相手で

ある別のシステムは自分の側から完全に予測することはできないわけです。独立している限り。そうするとそこには、自分の

動きを決定する自由が存在するというのが決定論の中にある自由という考え方です。 

たとえば、将棋するコンピューターとかチェスするコンピューターが 近作られていますが、その２台を持ってきてチェス大

会とかもやるんです。コンピューターを２台つないで、人間は見てるだけです。でも、この２台は違う人が作ったものだと、相

手がどういう手を打ってくるか分からないので、結構白熱した戦いをするわけです。そして、もちろん勝ったり負けたりします。

そうやって考えてみると、コンピューター同士でも、ある意味で、そのコンピューターが、おれは相手がこう指すと思うから、こ

っちにしようかなぁ、ああでも、やっぱりアイツ強そうだから、こっち指すかもしれないなぁと思っているなら、コンピューターに

は、自由があるはずです。というわけで、実は決定論的な世界にも自由があるんじゃないかということが重要。 

 

４４．たとえば、脳科学でいうと、私は睡眠の研究家なので、一番前に座っていらっしゃる方の脳波を調べてみたら、もの

すごい眠いということが、完璧に分かるわけです。今はかろうじて目は開いてるんですが、１分後には 100 パーセント居眠り

してしまうだろう。でも、そうなったら、もう眠ることが確定してるみたいですが、でも、もし私がそれを知ったら、一生懸命喋っ

てるのに、居眠りされたら癪に障るんで、ここで一発冗談をかまして大笑いしてもらうと、目が覚めるじゃないですか。そした

ら、もう寝るっていう決定論的な予測は外れちゃうんです。 

 

こんなに下品な例ばかりを哲学者はしてるわけではないんですが、心について、実はある意味、とても大事なことは、私た

ちの心は、または脳というのは、今お話ししたように、ある意味、つながっていることです。私の脳とみなさんの脳は、実は今

の瞬間つながっているので、みなさんの脳だけ調べても、絶対にみなさんの心の状態は分からない。私が次に喋る、あるい



は私が喋ったことの内容まで分からないと分からないだろうというのが一つの見方です。 

 

４５．じゃあ、全知全能の神がいるとして、神の目線から見ると、私のことも分かっているわけです。もう全部分かっている。

全部分かっているとしたら、本当に全部分かっているとしたら確かにお見通しかもしれません。でもそのためにはビッグバン

まで遡らないと多分駄目です。ですから、人間の目線から見た時に、決定論なんてのは、正直言ってほとんど意味がないん

だというのが、私の結論です。 

たとえば、役者さんの次の行動を知るには、役者さんの脳を調べても絶対に分からないんです。だって、その役者さん、昨

日、台本もらったのに、さぼってたから、台本を読まないで来たから、次に自分が何をしゃべるのか、台本読まないと分かん

ないんです。すると役者さんの脳を調べても、次の行動なんか絶対に分からないでしょ。台本見ないと。それで、台本ってい

うのは紙に書いてあるもので、生物でもないですね。これは次の環境の話にもつながりますが、こんなふうに考えると、決定

論的な世界の中にも自由が存在する余地はいっぱいあるんです。 

 

４６．先ほど決定論的なものの例としてチェスのコンピューターの話をしたんですが、では、今度は、我々はチェスのコンピ

ューターレベルの自由しかないんですかということが気になります。人間は機械だ、あるいは、すごいロボットを作る技術が、

どんどん進んでいくと、機械も人間に近づく。でも人間が機械と同じだと思われるのは、すごくみなさん癪だと思うんじゃない

でしょうか。「だって機械は心を持っていないから。」と。人間であるから心を持っている、機械だから心がない。それが人間と

機械の違いだと。でも私は脳科学者で、非常に唯物論的な考え方をするので、もしロボットが心を持たないとすると、機械が

自由じゃないことになっちゃうし、人間がもしロボットに近いようなもので、機械的に脳の仕組みが全部機械的に説明されち

ゃうとしたら、人間は心を持たないことになっちゃう気もするんです。 

 

４７．そこで、どういうふうに考えるかというと、発想を逆転して、私はロボットが心を持たないという考え方を変えればいい

んじゃないかと思います。つまりロボットが心を持つということをみなさんが納得してくれれば、そしたら、別に人間がすごくよ

くできたロボットだと言われても、腹が立たないんじゃないでしょうか。それでも、やっぱり腹が立ちますかね(笑)。でも日本に

はすごく良い例がいっぱいあるんです。 

 

４８．４９．たとえば、この人とか、この人(聴衆笑)。小学生に、「ドラえもんって心持ってると思う？」って聞いたら、「ドラえも

んには心はない」って言う小学生はいないですよ。アトムも間違いなく心を持っています。ここまでのコンピューターなり、ロボ

ットができた時に、皆さんはそれでもロボットは心を持たないと、否定しますか。こんな精巧にできたロボットは、少なくとも私

が生きている間どうせできませんから、安心していますけどね。ちなみに、高橋先生はこちらのアンパンマンの方がお好きな

んですけど (聴衆笑) 。 

（４８．４９．のスライドは、著作権の関係で削除した方が良いです。） 

 

５０．現時点でロボットが心を持つことを否定すべき理由は、少なくとも哲学的にはないと思います。そういうふうに考える

と、人間機械論を否定しないといけないこともないんじゃないでしょうか。 

 

５１．５２．次に、心は、個人の所有物ではないという見方です。私たちは心というと「私の」というふうな形容詞をつけて説

明することが多いですし、近代では心というものはプライバシーの対象ですし、心というのは個人に属しているものという考

え方が普通だと思います。でも、河野先生の著書から学んだことですが、心理学は英語で「サイコロジー（psychology）」です

が、この「サイコ(psycho)」という言葉の元になっている「プシケー(psyche)」というギリシア語は、空気とか、息とか生物全体

の生命というものを表すような言葉なのだそうです。ですから、心という物はじつは私の側だけにあるだけでなくて、環境の

中に曖昧な形で存在しているものが、もともとの心だったんではないだろうか。 

 



５３．これを説明するのに、ギブソンという人が 初に唱えた概念ですが、「アフォーダンス」という言葉を河野先生も説明

されています。それで、アフォーダンスという言葉を今日はどうしてもわかりやすく説明したいと思ったんですが、なかなか、

いい説明が思いつかなかったんです。それで、私が一緒に研究している高橋先生は、熊大の中では非常にダジャレで有名

な先生なので、ダジャレ、ダジャレと思って考えました。それで、こういう研究会で紹介するのは、どうも抵抗があるんですが、

アフォーダンス…阿呆ダンス…阿呆が躍るのは、阿波踊り！……かなー、みたいな(聴衆爆笑)。 

 

５４．たとえば、環境の中には、阿呆が踊り始めてしまう様な状況があるんです(阿波踊りの映像流れる) 。なんか、広い道

があって、踊りのリズムが聞こえてきた時に、阿波踊りが好きな人っていうのは自然に体がこう動いちゃうんじゃないでしょう

か。従来の哲学や心理学では、みなさんが聞いている音楽とか、あるいは、見ている情景が知覚された後、それが自分たち

の脳の中に外部の情報として作り出されて、難しい言葉ですが、脳が外部の情報を表象して、表象するものが脳の中にでき

ることによって、私たちの心はそれに反応するというふうに考えられていました。しかし、アフォーダンスの考え方では、大部

分を環境そのものが持っている要素と考えて、それは環境の中にあるままで良いのです。 

そういう環境が私たちの心と相互関係を続けることによって私たちの心の状態が変わります。もちろん、同じものを見ても、

踊る阿呆ではなく、見る阿呆になる人もいます。こういう情景を見ると、つかまって踊らされるのは嫌いだから逃げ出したくな

っちゃう人もいるように、環境の側は同じでも、受ける側によって心が変わることも、アフォーダンスの概念は含んでいます。 

 

５５．この程度の説明で、深い内容を説明しきるのはとても無理ですが、少なくとも、私が今日言いたいことは、私の心は

私の脳だけで作られるほど、私はちっぽけなもんじゃないということです。つまり、私は自分のことを、そんなにちっぽけなも

のじゃないと思っていて、少なくとも私たちは自分の中と自分の外のことを考え続けていて、その考え続けている中に私も存

在するし、自由も存在するし、そこに意志決定もあるんだろうと考えています。つまり環境との相互関係というのが非常に重

要だと考えていることになります。 

 

５６．５７．では、その自由が存在する、私たちが自由だということを考える時に、その自由は、いつ存在するかについてで

す。 初にたとえ話をしたように、みなさんは、今朝起きてから、あるいは昨日の夜に、何らかの理由で「今日は熊大の講演

会聞きに行こう」と思ってくださって、お越し頂きました。でも、その前は決めてなかったんですから、その前は来ない自由も

あったんですね。「こんな、しょうもない話聞いてもしょうがないわ」って思いながら、「まぁ、でもちょっと興味あるし」って、迷っ

ていた時間もあった。 

それで、どこかに自由があって、でも、どこかで後戻りできなくなった。後戻りできなくなった後には、実は多分、自由はな

かったはずです。ここまで来る間で、もちろん、この建物に入った後にでもＵターンする自由もあったかもしれないですけど、

でも、そういうふうにされないで聞いて下さっているわけです。そうして見ると、自由というのは実はそんなに常に広く存在す

るわけではなくて、ある意味限られた時間帯に限られた形で存在するものです。 

ちょっと哲学的なんですが、自由というのは強制の反対側にだけ存在するし、意志決定をして一歩踏み出す直前まで存

在する。時間軸の中でのみ存在するようなものであるという考え方ができると思います。 

 

５８．５９．こういう哲学を説明するのにですね、ご年配の方はご存じないかもしれませんが、 もいいのが、犬井ヒロシさ

んという、「エンタの神様」という番組の 後に、「自由だーーー!!!!!!!!!」って叫んでいた人です。 

（５８．５９．のスライドは、著作権の関係で削除した方が良いです。） 

 

 ６０．６２．その犬井ヒロシさんの「早起きのブルース」の歌詞をご紹介しますが、これは、本当に哲学的なブルースだと思い

ます。朝起きた時に、目覚ましが鳴った後に、「うーーーん、起きれんなぁ。」って思いながら、でも自分で自分に「はあーーっ

っ!!!!!!」って喝を入れて、布団から飛び出すか、それとも、「もうちょっと寝かせて、あと５分経ったら起きるやんな、俺。」と、自

分で自分に約束して布団の中に潜り込むか。「どっちかを取るかは自由だっ!!!!!!」って叫んでいるんです。 



 

６１．これを時間軸に沿って見てみると、目覚ましが鳴ったんで起きますよね。鳴った後、頑張って起きるか、もう少し眠る

という二つの選択肢を選ぶという自由がある。ここで自分で自分に問いかけて迷っている間、私たちには自由が存在するっ

ていうことで、私はこれを「布団の中の自由」と呼ぶことにしました。でも、実は私たちには、その前の晩に目覚ましかけること

すらやめてしまう自由もあったんです。あと、もう少し眠るといっても、途中できちんと 5 分で起きる自由もあったんですが、２

時間寝てしまう自由もあった。まあ、ここは眠ってしまって、気を失ってしまえば、自由じゃなかったかもしれませんが。 

このように見ると自由がどういう過程で、どこに存在するかわかります。私たちは常に自分で自分に問いかけて、自分とい

うものが意識されている時に自由ですが、でもこの問いは、常に外の環境との関係の中で起こってくる問いです。決して自分

の内部だけでできる問いではないはずです。起きなければならないと言う状況があって、複数の選択肢があり、なおかつ自

分が自分に問いかけている時に、私たちは自由だと感じると。 

 

６３．私たちの自由は、行為の選択肢を意識して思考する間に存在します。また、行為の選択を行って、選択を回顧する

時にも存在します。この時、たとえば５分寝ようと決めて２時間経ってしまえば、すごく後悔をするんですが、たとえそれが後

悔を伴っても、その時に思考していた間の自由というものは存在します。回顧的に存在する自由とみなせます。そして、脳科

学も、哲学的決定論もこの意味で自由意志を否定することはないだろうというのが、今日みなさんに伝えたかったメッセージ

の一つです。悩み続ける中に我々の自由は存在するのだろうと、考えています。 

参考資料はみなさんにお配りしたプリントの中に書いてあるので、もし興味があればご覧下さい。 

 

６４．ご清聴ありがとうございました。 

 

 

＜以下は、質疑応答の粂に関係する部分＞ 

 

(司会・高橋研究科長) 

 

どうもありがとうございます。あとですね、粂先生、友田先生へという質問があります。えー、覚せい剤を利用している時の

脳は神経学的、生理学的にどうなっているのでしょう。たとえばドーパミンとかアドレナリンが大量に出ているような状態と思

えばよいのでしょうか。または神経ネットワークが脳全体で 大に興奮しているとか。どんな状態で、また続けていると壊れ

てしまうと言われていますが、それはどういう状態でありましょうか。これは粂先生、友田先生、両方への質問です。粂先生

どうですか。 

 

(粂先生) 

 ドーパミン、あるいは、その働きを亢進させる覚せい剤の作用は、目を覚ましている状態をより強めるというのが一番だ

と思います。先ほどの記憶の話や、今日の友田先生の話とも関係するのですが、 近の睡眠の科学で分かってきたことは、

私たちが、起きている時で、覚せい剤で活性化しているなり、あるいは覚せい剤を使わなくても、ドーパミンがたくさん出るよ

うな状況では、私たちは、目が冴えているわけです。そういう状態は、外から入ってくる刺激を 大限に受けとることができる

状態です。だから学習はたくさんできる状態です。ところが脳の中の神経活動はある状態から高い状態になった時に、その

状態が、どんどんどんどん高まっていけるかというと、どこまでもいけるわけではなくて、当然、限界があるわけです。一度何

かを学習して活動が高まっても、その神経の状態が元に戻ってしまうと、学習したものを忘れてしまう。たとえば、人の名前

を短時間覚えるような記憶はワーキングメモリと言って、たとえば今日お話しした先生の名前を、みなさん一瞬は覚えます。

でも、明日くらいになると、ほとんど忘れてしまうかもしれないですね。でも、長く覚える記憶もあります。一度長く覚える記憶

として定着すると、それは本当に何十年も続く記憶というものになるわけですが、そのように記憶を固定するためには、ある



回路だけを残して、残りのいらないものは忘れないといけないんです。そして、忘れる作業がいつ行われているかというと眠

っている間に行われるわけです。また、眠っている間は忘れるだけでなく、不要なことは忘れながら、大事な記憶は強化もさ

れます。ドーパミンや覚醒剤で非常に活性化されている状態というのは、基本的には情報を取り入れることに対しては非常

にいい状態ですが、それだけでは入ってくる一方で、 終的に整理をして固定するためには、必ず眠っている状態が必要で

す。つまり、ずっと覚醒状態では学習力・記憶力も落ちてしまうので、活性化した状態と睡眠のようにある程度休息を取る状

態がバランスよく存在することが重要ということです。今ま科学的になぜ睡眠が必要かがよく分かっていなかったんですが、

記憶の固定に重要だということが、この二、三年でほぼ証明されつつあると考えています。ですから、先ほど記憶のことでも

一言コメントしようかなと思ったんですけど、睡眠をとるということは記憶を固定するために重要だという結論になると思いま

す。 

 

 

(司会・高橋研究科長) 

 はい、えー、今のに対して講演者の方から、他の講演者に対して質問とかありますか。よろしいですか。では粂先生お願

いします。 

 

(粂先生) 

 初に、たくさん質問を頂いたので、とても全部答えるのは無理そうです。そこで、私はブログを書いているので、そちら

の方に簡単にコメントさせていただきますので、この場で答えられなかった質問をされた方は、私の名前で検索して、インタ

ーネットで後日読んでください。 

まず簡単なものから、｢阿波踊りは徳島ですよね。｣(一同爆笑)あのー、えっと、もちろん、そうです。四国の県の区別がつ

いていませんでした。高知、徳島出身の方がいらっしゃったら、ごめんなさい。本当に顔から火が出るほど、恥ずかしいで

す。 

｢リベットの実験について、無意識的に決定・決心する時の脳の部位と、自分で意識的に意志決定をする部位と異なるの

でしょうか。｣という質問をいただきました。これに関するスライドは出しませんでしたが、 近分かってきたことですが、私た

ちの脳は複数のネットワークでできていて、あるネットワークが活性化したり、別のネットワークが活性化したりします。特に

外から来た情報に比較的注目している状態と、自分自身の中で思っている状態、その二つの状態に大きく分けられます。つ

まり、今、みなさんは僕の言葉を聞いていると思うんですが、聞き終わって僕がちょっとしゃべるのを止めると、今話したのは

こういうことかなと思い出しながら考えるというように、状態が切り替わります。そして、この二つの状態が、脳の中でかなり

急速に切り替わっているということが分かってきています。ですから、恐らく、内省的に自分自身を意識をして、意識的な決

定をしている時に、脳の中で働いている部分と、外から入ってきた情報に隷属的にと言うと極端ですが、比較的、受動的に

判断をしている時ではネットワークが異なる。たとえば、ぼくは車の運転はおしゃべりしながらでもできるので、基本的に無意

識にできるものだとよく説明します。実際、おしゃべりの方に意識はいっていても、赤だったら足は動いてブレーキを踏みま

す。このような時には、赤を見た瞬間に足が動くという回路しか動いていないので、ほとんど無意識の行為で、そういう状態

で判断をしているものと、たとえば会話をしながら判断している、そういう時は当然脳の使っている部位は違っていると思い

ます。 

 

 

(司会・高橋研究科長) 

 では、粂先生、お願いします。二つぐらいまとめて。 

 

(粂先生)３１：１７ 

 ｢人の脳の自由度に進化生物学的に遺伝子で規定されたものを超える可能性もあるように思われますが、どう考えます



か。｣というのは、上野先生の質問です。脳の自由度で、遺伝子で規定されているものは、ある意味でハードウエアであって、

先ほど少し例に出したように、役者さんは台本に書いてあることなら、何でもできるんで、この場合の役者さんは、ある意味

無限の可能性を持っているように見えるんですよね。ですから、そういう意味で、何か規定されたものがあるというふうには

私自身は考えていません。たとえば行動について、サルの世界で、一匹の非常に賢いサルが、偶然もあるのかもしれない

ですが、ある道具を使ってしまったとします。それを、他のサルが見ると、サルもちゃんと猿真似はしますので、その道具を使

うという、その文化が、群れの中でずーっとつながっていくんです。 初のサルが死んでもです。でも個別に一匹だけその群

れから、その文化を受け継ぐ前に引き離してしまって、一匹だけで飼えば、たぶんその道具を使うことは一匹では、思いつか

ない可能性が高い。サルですらそうですから、実は我々は、文化というものを遺伝子の外で引き継いできています。私の解

釈では、私たちの心も、遺伝子とか体など以外に、体の外に、あるいは環境から受け継いで、引き継がれていくものと考えま

す。 

もう一つ、これは友田先生にも質問をそのまま振ろうと思うんですが、｢育児をしていて、上の子が下の子を叩いて泣かせ

てしまった時の、上の子の表情を見ていると、そんな叩くつもりはなかったと思っているような時があります。つまりそれは、

上の子の意志ではなかったのだから、責めるべきではないのですよね？先生ならどうされますか。｣ということです。以前、小

学校で講演させてもらったことがあって、その時に、「君たちキレるって言うでしょ、キレるっていうのは、本当はキレてるんじ

ゃなくて、つながっているんだよ」と説明しました。足を踏まれて痛かったから、相手をすぐ殴ってしまう。これは、痛いが直接、

腹を立てて殴るに、つながっているんです。全てが前頭葉ではないですが、主には前頭葉という場所を使わずに行動してし

まうと、こういう考えない行動になってしまいます。そこで、殴る前にちょっと待って考えてみる。何であいつは僕の足を踏ん

だんだろうと考えてみると、わざとじゃなかったんだなって思えば、まぁ殴るまでしなくてもいいんだと。もしかすると足を踏ん

で自分が危ないということを教えてくれていたのかもしれない、となれば、感謝までしなきゃいけないのかもしれないよ。だか

ら、一番大事なことは一歩踏み止まって考えることだ、という話をしました。それで、私は睡眠の専門家なので、実は寝不足

になると前頭葉の働きって一番落ちるんです。すると、とてもキレやすくなるというのが、睡眠の世界で言われていることなの

で、しっかり寝ないと一歩踏み止まることができなくなる、気が短くなる。だからちゃんと寝なさいという話をしました。 

すぐに叩いてしまうというようなことは、小さい子がしょっちゅうやることですが、やっぱり怒るよりは、そういう仕組みをきち

んと説明してあげることが大事だと思います。どういうことがあった時に自分はどういう行動をするか。そこを内省できるよう

な方向にしつけてあげるのが、一番なんじゃないかなと考えています。 

 

 

(司会・高橋研究科長)３７：００ 

 その前に、私、専門哲学なんですけども、粂先生、自由、布団の中で考えてる、あれって自由なのかなーと思った人多い

ですよね。もっと違うとこにある、あるいは決定、全部決定してるんだったらば、自由というのは、まぁ、決定されない自由は

与えないですよね。そういう場合に、あのー、先生の問題された所謂人間の責任、道徳的或いは法的な責任、それは一体ど

うなるんだろうというのは、何か、答えていただいてないと思うんですけれども。一言、お願いできますか。 

 

(粂先生)３７：４９ 

 いや私は自由は残っていると解釈しています。つまり、私たちは決定論的な世界に住んでいるのかもしれないのですが、

少なくとも、私たちの認知が決定論のところに到達していなくて、私たち自身が自由だと感じているわけですから、その範囲

内に応じて、自由というのが存在していて、自分で選べるというふうに思っているわけです。ですから、自分で決めたと思っ

ている人には、やはり責任があるというのが、今日の発表の結論です。 

 

(司会・高橋研究科長) 

 そうすると自由というのは先ほどのスライドにもありましたけれども、虚構、フィクション。｢私｣と同じように。フィクションな

んだと。それは非常に重要な、我々が生きる上で、欠くことができないフィクションなんだ、そういう理解でよろしいですか。 



 

(粂先生) 

 非常に素朴な理解をすると、そういうふうになるのかもしれません。つまり、デネットが｢自由は進化する｣と書いています

が、彼が言うように、自由というものの定義をもう少し、私たちが進化させないといけない。いつ自由、freedom という言葉が

できたのか知らないんですが、人間が言葉を持った 初の頃は、まだ自由という言葉はなかったと思います。それが、ある

時代に自由、freedom という言葉が作られた。その頃の人間が持っていた自由の概念から、２１世紀の次の時代には、自由

というものの概念そのものが変わっていくんでしょう。そうすると昔の概念は、今の目から見ると、虚構であったというふうに

判断できるのかもしれません。 

 

(司会・高橋研究科長)４７：４５ 

 まぁ、そういうわけで、先生方、色々と二人なり三人で共同研究をしているというわけですね。では、積山先生、まだ残っ

てますか。では粂先生、残っていたら。 

 

(粂先生)４８：０５ 

 これは、私に質問を頂いたのですが答えられないので、積山先生か村山先生、もしアイディアがあればお願いします。

美術館の学芸員をされている方からですが、視覚に障害を持つ方など、障害を持つ方へ作品を鑑賞して頂くために、色々ア

プローチされているということで、鑑賞の方法とかに何か工夫をしたり、何か他にもアイディアがあれば、是非、ということで

す。 

 

(村山先生)４８：４７ 

 僕が答えましょう。それは、アメリカなんかではもう作られているものがあります。ええ、まぁ、絵を見せるということなんで

すけど、その絵を写真にしてある山であったら、山のジオラマじゃないんですけども、ピンが立つような形で、なって、その下

に湖があると、そこは少し、何と言うんでしょう、形でそれを作るという３次元立体みたいな形にして、それを触っていただくと。

で、さっき先生たちが出したもので、見えない人は視覚野が触覚が全部反映されています。触るということは空間的に絵画

は感じることができるようになってます。ですから、そういうものをかなり上手く使うと、いけるんではないのか、と思っていま

す。ただアメリカのやつは僕から言わせると、あんまり良くできていません。という、あの、感覚をもって。 

 

(粂先生)５０：００ 

 それで思い出したんですけど、共感覚という現象があって、たとえば耳からある音を聞くと、あるものを思い浮かべてしま

ったり、あるいは、あるものを見るとある味を感じたり、五感が重なってしまう現象があります。これはある意味、病的な症状

として出るものですが、実は私たちが共通して持っている共感覚というものもあります。非常に有名なのは、実物の図を見せ

るのが一番いいんですが、丸いふわふわした図形と、カキカキした星型のような二つの図形を描いて、この二つの図形は、

どこかの原住民の言葉では、片方が｢キーキー｣と呼ばれてて、片方が｢ブゥバァ｣と呼ばれていると説明します。すると、どち

らがどちらと説明しなくても、ほとんどの人が、丸いふわふわした方がブゥバァで、カキカキしてるのがキーキーだと考えます。

これは別に日本人だけじゃなくて、アメリカでも同じで、95 パーセントくらいの人が、そういう答えを言うそうなんですね。です

から、目が見えないとしても、たとえば、ブゥバァという言葉が、多分、やはり、まぁるい感じをその人に与えたりするのかなぁ

というふうに思います。これがヒントになるかは、よく分からないんですけれども、思いつきましたのでコメントしました。 

 

(司会・高橋研究科長)５１：２８ 

 はい、どうもありがとうございました。あの、心理学、また哲学、小児科学、工学、これらが脳科学という点で結びついて、

非常に、あの、大きな発展の可能性を秘めているということが、みなさんに伝わったのではないかと思います。あのー、もう

予定の時間が来ましたので、 後に原田医学薬学研究部長に挨拶をお願いいたします。そこでよろしいですよ。 



 

閉会挨拶 

(原田医学薬学研究部長)52：06 

 あっ、ここでいいですか。えー、今日はまず 初に４名の講師の先生方、大変面白いお話をありがとうございました。そ

れから、今日のお話を聞いていて、実は数ヶ月前、高橋先生の方から、この閉会の挨拶を頼まれてわけですけど、粂先生的

に言えば、僕のこの会に出席するという自由の権限をその時から奪われていたんだなという感じなんですけど。(一同笑)た

だ、あの、今日のこの脳科学というものを、私も常に興味を持っておりまして、 大の興味はですね、色んな機能ができるコ

ンピューターは脳と取って代わることができるのかどうかということなんですけれども、ただ、今日のお話を聞いてるとコンピ

ューターと脳の大きな違いは、積山先生がおっしゃってられますけども、可塑性の問題だと思うんですね。環境にとってどう

も対応できないコンピューターは。つまり、何か間違ったことをやるとフリーズしてしまう、というところが大きな違いがあると

思うのです。そうするとコンピューターのプログラムの中に、なにか間違ったものがあった時には、新しく更新できるようなプ

ログラム、或いは自分でプログラムするようなものを、能力を与えてやると、コンピューターは、じゃあ、脳と同じように意識を

持つのかという、深い疑問が起こってくるわけです。実は、私がやっているウイルスというのは、非常に小さなコンピューター

みたいなものですけども、このプロアウインドウ変化だけやるんです。たとえばエイズウイルスとかインフルエンザウイルスな

んかは遺伝子を変えてですね、その薬が効かないように自分がこうプログラムを変えることができるわけです。そういうウイ

ルスを見ていると、あたかもウイルスが意思を持ったかのように進化していくわけですね。そうすると、こんな小さな遺伝子で

さえそうですから、コンピューターにそのような機能を加えると、まぁ、意識、或いは心というものが生まれるのかどうかという

のは、僕は非常に、今でもそうですけど、疑問に思っております。まぁ、あの、今日のお話の中で、こういうものに対する答え

を求めるということもないし、非常に面白いお話を聞かせていただいたんで、大変もう感銘してるわけですけども、 後にこ

の脳科学というものは結局のところ、やはり人とは何かというのを調べる学問なのではないかというふうなことを 終的に思

いました。今日は本当にみなさん、ありがとうございました。 

 

(司会・高橋研究科長) 

 それでは、皆さん、長い間ありがとうございました。学際セミナー終わらせていただきます。どうも、皆さん、ご苦労様でし

た。 

 


