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§６ 位置生物学 ー 胚より学ぶ
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

高等動物（真核生物）の細胞は、遺伝物質DNAを含む核がある。DNAは

ヌクレオチド基という次の４つの分子が繋がった長い紐である。

グアニン（G） シトニン（C） アデニン（A） チミン（T）

DNAの紐は、そのような鎖と、もう１つそれに相補的な鎖とが、コイル

のように撚り紐になっている。

二重螺旋の中、G は Cと、A はTというように、基は互いに相補的ペア

になっている。１つの鎖の中で基はビーズの鎖のように化学的に強力に

つながっている。他方、鎖どうしでは GとCあるいは AとTを結ぶ力は弱

いので、例えば高温では２つの鎖が離れてしまう。



遺伝子・突然変異
１． １本の鎖を見本にして第２のDNAの鎖ができる。特殊なタンパ

ク質酵素が触媒となって基をつぎつぎに化学的に結合して鎖を

作って行く。新しい鎖の順序は相手の鎖の基との相補的な組合

せによって決定される。

２． DNAの鎖上のつながりが遺伝符号（コドン）となり、これが特

定のアミノ酸（タンパク質の成分）を取り込んでアミノ酸の長

い鎖（ポリペプチド）に組み込むように細胞に指令する。ポリ

ペプチドの鎖を丸め込んだものがタンパク質である。タンパク

質には20個のアミノ酸しかない。タンパク質を規定する適当な

長さと塩基連鎖のDNAの一片が遺伝子である。

３． 細胞が分裂するとき、２つの娘細胞のための新しいDNAを作る目

的で複写酵素が鎖の１つからDNAを写し取る。通常、その写しは

正確に同じ符号連鎖である。もしそれが例えば宇宙線によって間

違ったり、DNAの鎖が切れたりすると、複写酵素も修復酵素もも

との鎖を忠実に写しとれない。これが遺伝子の突然変異の原因の

１つである。



DNAとRNA
遺伝子は遺伝符号からなる長い紐で、始めと終り（それも符号の一部）

がある。遺伝子DNAをリボ核酸（RNA)と称する少し違ったヌクレオチド

の紐に写し取る細胞機構がある。RNAは核外に出、細胞内の読み取り装

置によって読み取られ、その符号系列に従ってアミノ酸を一定の順序で

つなげ、長さにして数千のアミノ酸のポリペプチドができる。

できたポリペプチドは複雑な形に丸まって、コンパクトなタンパク質分

子になる。この鎖のアミノ酸の順序でタンパク質の形が決まる。タンパ

ク質の表現型の特性と機能は形から来る。

まとめると

１．DNAはRNAを「つくる」。RNAはタンパク質を「つくる」。といって

も、それは「規定する」の意味で、実際に物質をつくるのは細胞で

ある。

２．タンパク質の形はアミノ酸の連鎖に依存し、それは対応するDNAの

符号のオリジナルな連鎖に依存する。

３．タンパク質のはたらきはその形に依存する。



位置生物学の動機

１． １次元的な遺伝子符号がどのようにして（タンパク質分子の３次

元性だけでなく）３次元的な動物の形を規定するのか？

2． 発生の時間的過程でそのような新しい形の進化をもたらす変化を

どのように説明するか？

位置生物学はその名の通り、細胞と細胞の交互作用で形が決まるのは、

位置依存的であることを意味している。それは１つの細胞が特定の位置

で他の細胞に囲まれているときにだけ起こる。胚とその各器官、とくに

脳、を形成する位置依存的出来事を考察しよう。

雌のDNAを含む卵子が雄のDNAを含む精子を受精したときに胚が発生す

る。生殖細胞（精子と卵子）はいろいろ突然変異した遺伝子を含んでい

て相当に複雑である。たくさんの遺伝子はそれぞれ長い遺伝符号の紐で

ある。精子と卵子が合体した接合子は両方の親の遺伝子をもち、2,4,8,

･･･,2n と分裂をはじめる。そこでできる娘細胞の塊はふつうはボール

のような形である。



細胞の性質
１． 細胞は「分裂」し、同じ数と種類のDNAを娘細胞に伝える。

２． 細胞は「移動」し、上皮というシートとの結合を解いて、間葉と

いうゆるい可動性の細胞集合体をつくる。（シート自体も細胞が

互いにくっついたまま動いて、チューブのようにカールする）

３． 細胞は特定の場所で「死ぬ」。

４． 細胞は互いに「密着」し、あるいは「分離」して別の場所へ動く。

すなわち、他の細胞の表面上に移動して層を作り、あるいは細胞

の放出した細胞間分子の上に移動し、再び接着する。

５． 細胞は「分化」する。これは核内遺伝子の異なる組合せの表現で

ある。適当な手がかりがあればいつでもどこでも起こるが、手が

かりは発生中の胚の特定の場所にある。この遺伝子の表現の枝分

かれを分化という。肝細胞が皮膚細胞と異なり、皮膚細胞が脳細

胞と異なるのはこのためである。分化はタンパク質産生の特異パ

ターンを意味する。特定のタンパク質を意味するある遺伝子群が

オンとなり、ある遺伝子群はオフとなる。あるタイプの細胞はい

ずれも多くのタンパク質からなるが、タイプが異なるとそのタン

パク質もほとんど同じものはない。



胚はどのようにできるか？
ヒヨコの胚を考えよう。細胞分裂が続いてやがて胞胚葉となる。細胞数は十万

以上。この時点で胞胚葉後部の正中線の両側の細胞が分離し、中央の原始線条

を超えて移動する。これらの細胞は胞胚葉の下で止まり、そこで接着して中胚

葉になる。これを原腸形成というが、このようにして外胚葉、中胚葉、内胚葉

の３つの層ができる。

細胞の位置と細胞の信号が連携して驚くべきことが起こるのは、この段階である。

これは、胚胎誘導と呼ばれ、１つの層の細胞集合から他の層の細胞集合へ信号が

行く。中胚葉細胞は外胚葉細胞に信号を送り、中央の細胞が位置依存的（位置生

物学的）に分化して神経板をつくる。神経板の境界の外側の細胞は皮膚になる。

神経板の細胞は神経管になり、いずれは神経系になる。すなわち、シートが巻か

れてチューブになる。これによって胚の軸や頭が決まる。さらにその後の誘導の

位置依存的てがかりが決まる。

これらの出来事を統合するための決定的ステップとして、これらを調節して、特

定の場所で先行の変化の結果としてさらに次の変化を引き起こす新しい誘導信号

が与えられる。例えば第２の誘導によって神経管の神経細胞から繊維がでて、脳

や脊髄の領域にそれぞれ特異なネットワークをつくる。他の細胞は、目や腸や腎

になる。このようにして、種の固有の形ができる。



位置生物学の基本要件

この形の問題は決定的である。つまり、遺伝子の組合せがその種に遺伝

形態を与えるとうことである。また細胞の再配列や特異化を引き起こす

機械的出来事は遺伝子の系列的表現と調整統合されなければならないと

いうことでもある。これは位置生物学の基本要件である。

遺伝子がタンパク質の形を決めるというだけでは、不充分であることが

これでわかる。個々の細胞が動いたり死んだりするのを予測することは

できないが、本当の駆動力はこれである。１つの種の胚の細胞は平均的

に互いに似ていると同時に、特定の場所の特定の１つの細胞が動いたり

死んだりするのは統計的であり、その細胞の実際の位置はあらかじめ遺

伝子符号できまっているわけではない。

それでは、細胞の振舞いや信号の見事な系列の中で、どのように形がで

きていくのか。手がかりは、接着や運動を制御する形態制御分子と呼ば

れる分子にある。



形態制御分子

このタンパク質は、一定の遺伝子組によって胚のそれぞれの場所で決

まっている。そのはたらきは、上皮シートに細胞を接着あるいは連結

させることにあり、３種類がある。

細胞接着分子： 細胞どうしを直接につなげる。

（CAMs；Cell Adhesion Molecules)

基質接着分子： 細胞間質（基質）をつくりその上を細胞が動くと

いう形で細胞を間接的につなげる。

（SAMs；Substrate Adhesion Molecules)

細胞連結分子： SAMsでつくった細胞を上皮シートにつなげる。

（CJMs： Cell Junctional Molecules）

要するに、携帯制御分子の活動によって細胞と上皮の機械仮定が変化

するのである。しかし、これでもまだ不十分である。同時に、まだ必

要なことがある。



成長因子

誘導信号によって１つの場所ができた後、その場所の細胞には新たに

どの細胞接着分子のスイッチを入れ、そのスイッチを切るか、信号を

送らねばならない。この信号は成長因子という小さな分子で、しかる

べき遺伝子と直接間接に交互交流して、その発現をコントロールする。

その場所で細胞が分化するかしないかを決めるのにも似たようなこと

がある。分子生物学者はホメオ遺伝子という特殊な遺伝子を見つけて

いる。これは他の遺伝子の一部にくっついて、その遺伝子によって決

まるタンパク質の産出を制御する。こうして翼や眼のような身体部分

をつくる分化過程を制御する。



1次元的遺伝子符号から3次元生物への

予備的説明

以上を要約する。細胞は形態制御分子を時間的空間的に支配する遺伝

子を発現させ、それはまた細胞の運動と細胞どうしの接着を制御する。

この作用で細胞群は接近し、さらに誘導信号を交換する。これがホメ

オ遺伝子の発現に作用し、それがまた他の遺伝子の発現を変化させる。

この位置生物学的なカスケード（階段）の主役は細胞で、それは移動

し、死亡し、分裂し、誘導信号（モルフォゲン）を出し、結合し、新

しいシートをつくり、そしてこれらの過程の変形を繰り返す。

遺伝子は、どのような形態制御的な、ホメオチックな産物が発現すべ

きかを調整するという意味で、間接的に全体過程を制御する。しかし、

１個の細胞の実際の顕微鏡的運命は、胚の中で各々の細胞にユニーク

な発生史に依存する後成的な出来事によって決まる。

その最終結果が形態である。



§ ８ 再認の科学：再認
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

再認：再認とは、１つの物的領域の要素を、多少とも無関係な別の物

的領域の新しい要素に照合あるいは適合させることである。し

かも、それは事前の「教示」なしになされる。

進化の過程で、生物体（領域 1の要素）は環境（領域 2の要素）

に多少とも適合する。適応過程は平均的にもっとも適合した生

物の変異体が選ばれることによる。事前の情報（教示）がある

わけではない。

進化は教示ではなく、淘汰によって起こる。全体の仮定を方向

づける究極原因・テレオロジー・目的論はない。それは、エク

ス・ポスト・ファクトに（結果論として）、起こるのである。

さらに驚くことには、長い間の淘汰による進化の中には、個体

内部の進化（体細胞淘汰系）もあるということである。かくし

て、進化淘汰系は体細胞淘汰系をも淘汰する。



免疫系
免疫系：分子、細胞、特殊器官によって成り立つ体細胞淘汰系で、１つ

のシステムとして、自己と他者の違いを見分ける。

例えば、ウｲルスやバクテリアの侵入者（他者）の化学特性を

見分けて反応する。

この反応には、分子的再認が含まれるが、それは絶妙である。

大きな侵入タンパク質分子の数万の炭素原子のただ１つの炭素

鎖が、ほんの数度傾いているだけの違いを見分けることすらで

きる。

一度そのような能力ができると、その後もその能力を失わない。

つまり「記憶」する。

個体の中にその個体のタンパク質と似ていないタンパク質が入

ると、リンパ球という特殊な細胞が反応して、抗体という分子

を作る。この分子が抗原と称するその侵入分子の特異な部分に

とりつく。二度目にその侵入分子に遭遇すると、抗体は抗原に

もっと速くとりつく。



クローン淘汰理論（バーネット卿）

個体の体は、外部分子に遭遇する前に、その結合部の形が異なる抗体

分子の莫大なレパートリーを作る能力がある。

そこでウｲルスやバクテリアの外部分子が体に侵入すると、表面にい

ろいろな抗体をもつ細胞集団に遭遇する。外部分子はそのレパートリ

ーの中で結合部が多少ともそれに鋳型が合う抗体をもつ細胞と結合す

る。抗原の一部が抗体に充分密着すると、その抗体をもつ細胞（リン

パ球）を刺激し、細胞は分裂する。その結果、同じ形の結合特異性を

もつもっと多くの「子細胞」ができる。

娘細胞の群をクローン（１個の細胞の無性生殖の子供）というが、こ

の全体過程はクローン淘汰による選別的増殖の１つである。つまり、

事後（エクス・ポスト・ファクト）の選択的結合がこの細胞の増殖を

起こす。

免疫系は１つの再認システムである。抗体が作られるとき、再認すべ

き形の情報が再認システムに伝えられる必要はない。



免疫淘汰システム

その興味深い性質：

① ある特定の形の見分け方はひととおりに限らない。

② 全く同じ仕方でこれをやる個体は１つとしてない。つまり、同じ抗体を

もつ個体は他にない。

③ 免疫系には一種の細胞記憶がある。リンパ球の１つの組に結びつく抗原

があると、そのリンパ球は分裂を続け、その抗原に対する特異的な抗体

をどんどん作る。それは、非可逆的であり、結局その細胞は死んでしま

う。ところがリンパ球の一部には抗体づくりにかからずに、数回の分裂

をしただけで残るものがある。それは細胞集団の中で初めよりももっと

大きな細胞群となって残る。

非認知的な、そして高度に特異な分子再認システムがここにあり、その説明

はダーウｲニズムの本質である集団原理の見事な例証である。

進化とちがって、それが細胞の内部で短期間に起こり、レベル１つだけ、つ

まり抗体分子というレベルだけでいろいろな分子をつくるのである。それは

一種の体細胞淘汰系である。



免疫と進化

進化の場合は、動物の集団の多様性はDNAの変異によってできる。それ

は生殖細胞（精子と卵子）を通して遺伝する。そこで環境の多くの変化

に応じて個体群に継続的に淘汰が起こり、進化の長い時間を経て異なる

種が発生する。進化も免疫も同じような淘汰原理によって新事態に対処

するが、メカニズムは大いに異なる。

再認システムは本質的に生物学的歴史的システムであるから、物理学そ

のものは再認システムを対象としないが、物理学の法則は再認システム

に適用できる。



§ 9 神経ダーウィニズム
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

脳のはたらきに集団概念を適用すること、つまり神経ダーウｲニズムを

考える理由はなにか？

① 脳科学と行動研究は動物の適応的マッチングを問題とする。脳科学

を再認の科学としてみることは、再認が教示過程ではないことを意

味する。進化や免疫がそうであるように、再認は１つの淘汰であり

情報伝達による直接的教示は何もない。

② もっと有力な理由は、ホムンクルス（「心の奥」にいて入力信号を

制御する小人）の問題である。淘汰系ならば、マッチングはすでに

存在する多様なレパートリーの上でエクス・ポスト・ファクト（事

後）に起こり、ホムンクルスは要らない。

③ 脳の機能を淘汰過程と考えれば、脳の構造機能の多様性とカテゴリ

ー化能力とをうまく調和させることができる。ただし、その理論は

多くの基礎的特徴を備えていなければならない。



理論への要請
理論は、次を説明できなければならない。

どのように進化と発生の事実を一致させるか？

なぜ新事態への反応の適応性が生じるのか？

成長と経験による身体的変化に応じて、脳の機能がどのように身体機能に尺

度調整されるか？

脳の中の地図の存在とはたらき、それがなぜ変動するか、複数の地図からど

のように統合的反応に至るか？

言語なしに、知覚反応の一般性がどうして可能か？

言語そのものはどう発生したか？

最終的に、進化によって、

知覚的・概念的カテゴリー化

記憶

意識

がどうして発生したか？



神経細胞群淘汰説の３原理
『A  UNIVERSE OF CONSCIOUSNESS』



神経細胞群淘汰説

神経細胞群淘汰説 ：TNGS（Theory of Neuronal Group Selection)

基本3原理：

１． 発生淘汰の原理 神経細胞の第１次レパートリー生成

２． 経験淘汰の原理 シナプス集団の強化・減衰（注： 間引きと使い

回し） によって第２次レパートリーを生成

３． 再入力写像 地図の神経細胞群が、並列淘汰と相関によっ

てリンクを生成



発生淘汰の原理

種に固有の神経構造ができるメカニズム：

膨大な多様性；

細胞接着分子（CAMs） と基質接着分子（SAMs） の動的な制御

発生時の細胞運動

細胞の死の統計的変動

ニューロンの枝（神経突起）の発生領域探索時の結合依存的マッチング

全体過程；

ニューロン集団が位置的生物学的に競合する淘汰過程

生成される神経ネットワーク （第１次レパートリー） に結線図を与える遺

伝符号はない。遺伝符号は淘汰過程の拘束条件を決めるものである。



経験淘汰の原理

シナプス結合の強化・減衰：

神経構造のシナプス結合が行動の結果として、特異な生化学的過程に

よって、選択的に強化・減衰（注：間引きと使い回し）される。

強化・減衰の結果、強化されたシナプスをもつネットワーク構造から、

淘汰によっていろいろな機能回路が効果的に「造形」される。

このメカニズムは、記憶やその他多くの機能のもとにある。

第１レパートリーと第２レパートリーが形成されるメカニズムはある

程度混じっている。



シナプス
『A Universe of Consciousness」



再入力写像の原理

脳の各領域が協調して新たな機能をもたらす過程：

この理論の核心である。

第１レパートリーと第２レパートリーで大量の並列的・往復的結合

で結ばれた地図が形成されている。例えば、猿の視覚系は30以上の

機能的に異なる地図（方向、色、運動･･･）がある。

ニューロン群が地図の中で淘汰されると、再入力的に結合した別の

地図もまた同時に淘汰される。淘汰の相関と協調は、再入力信号と

地図の相互結合の同期的な強化によるものである。

行動のもとには、再入力による神経細胞群どうしの相互結合の複雑

なパターンの選択的な協調があるということが、神経淘汰説の基本

的考えである。



神経細胞群の存在と再入力機能の
実験的証拠

視覚皮質：第１次視覚皮質の「方位コラム」ニューロンの反応

動物の視覚系に光の運動バー刺激を与えると、一定の方位

のバーに対してコラムの特定のニューロンが反応する。別

のニューロンは別の方位に反応する。つまり異なる角度の

運動に特異的に反応する。

触覚皮質：触刺激パターンの変化や指の触覚神経の切断

触覚に関する体性感覚大脳皮質の地図境界の変化（メルツ

ｴニッヒ）



尤度反応
適合の概念にあたるものとして、神経細胞群には入力に対する反応尤

度があり、この尤度は構造特性の変化と関係がある。

淘汰システムには親と子の属性の間に背景ノイズよりも高い何がしか

の相関がなければならない。進化では、それは遺伝が保証している。

神経淘汰説ではシナプス変化が保証している。

刺激に対する神経細胞群の反応は、類似した刺激がその後にあると初

めより高い反応尤度をもつが、尤度は価値体系によって変わる。

進化では環境に対する生物の適応の違いは、増殖過程の違いになり、

それは集団の遺伝子頻度の違いになる。

神経細胞群淘汰では、第1レパートリーにおける結合性、シナプス構

造、ニューロン形態などの違いは、環境のさまざまの関連信号パター

ンに遭遇して、群としての反応確率の違いとなる。これはそのシナプ

ス強度パターンの変化を反映する。一方は、増殖の違いであり、他方

は増幅の違いである。



（注）尤度関数
尤度関数は統計学用語で、ある前提条件に従って結果が出現する場合に、逆に

観察結果からみて前提条件が「何々であった」と推測する尤もらしさ（もっと

もらしさ）を表す数値を、「何々」を変数とする関数として捉えたものである。

また単に尤度ともいう。 B = b であることが確定している場合に、 A が起き

る確率（条件付き確率）を P(A|B = b)とする。このとき、逆に A が観察で

確認されていることを基にして、上記の条件付確率を変数 b の関数として尤

度関数という。また一般には、それに比例する関数からなる同値類

L(b | A) = α P（A｜B = b)

（ここでα は任意の正の比例定数）をも尤度関数という。重要なのは数値

L(b｜A) 自体ではなく、むしろ比例定数を含まない比 L(b2| A)/L(b1|A)であ

る。もし、L(b2|A)/L(b1|A)>1 ならば、b1と考えるよりも b2 と考えるほうが

もっともらしい、ということになる。 B が与えられた場合には、それからA に

ついて推論するのには、条件付確率P(A | B)を用いる。 逆に、A が与えられた

場合に、それからについて推論するのには条件付確率P(B|A)（事後確率）を用

いるが、これは尤度関数であるP(A|B) あるいは P(A|B)/P(A) から、次のベイ

ズの定理によって求められる：

P(B|A)= P(A|B)P(B)/P(A)  

ただし、尤度関数は後に示すように確率密度関数とは別の概念である。



淘汰の単位

進化：淘汰の主たる単位は、動物個体（表現型）

免疫：淘汰の主たる単位は、リンパ球個体

神経細胞群淘汰説では、淘汰の単位は神経細胞個体ではなく、

神経細胞群という密接に結合した細胞集団

である。理由は、ニューロンの性質の限界、発生条件、再入力回路の神経解

剖的条件に関係がある。

ニューロン個体は他の個体に対して興奮性か抑制性で、両方ということはな

い。それに対して、両方が混じっている集団ならばいろいろありうることに

なる。

もっと強力な理由。第２レパートリーができるとき、ニューロンの枝の範囲

のシナプスの強化は隣接ニューロンを集団的に選択し、その中での境界を変

化させる。ニューロン個体は集団の中で示す性質を単独で示すことはない。



広域写像
頭頂・前頭域

第２次地図 運動皮質地図

海馬 基底核 小脳

第１次地図

感覚シート 筋と関節 筋

感覚見本抽出 運動

運動によるサンプル抽出変化



カテゴリー化の能力（１）
知覚カテゴリー化：

１つの対象や事象を他の対象や事象と選択的に区別する適応行動。

知覚カテゴリー化は属性の選言的抽出によるもので、古典的なカテ

ゴリー化ではない。

脳内の分類カップル：

神経細胞の２つの機能的に異なる地図からなる最小単位で、再入力

的に結合しているもの。

２つの地図は他の脳地図または外界からの信号を別々に受信する。２

つの地図が同期的に活動すれば、両者間の再入力信号によって、一方

の地図の神経細胞群の組合せが、他方の地図の別の組合せと強く連動

する。それぞれの地図が外界から異なる感覚信号を受けるときにも起

こる。たとえば、一方が視覚入力、他方が触覚入力。

その後、再入力によって、再帰的総合が可能となり、教示がなくても、

地図と地図の間で出来事が位置的に相関する。さらに地図間の経次的

再帰的再入力によって、新しい性質が発生淘汰する。

（→ RCI：Reentrant Cortical Integration model）



カテゴリー化の能力（２）

広域写像：

再入力的に結合した複数の地図の出力と感覚運動行動とのカップリ

ングによって、知覚カテゴリーは説明される。広域写像とは、運動

と感覚の複数の再入力的な小域地図を含む動的構造で、脳の非地図

的な部分（海馬、基底核、小脳）との相互作用もある地図の複合で

ある。

適切性：

カテゴリー化はつねに価値の内的基準との照合があり、それによっ

て適切性が決まる。価値基準はカテゴリーを決定するものではない

が、それが起こる範囲を決める。動物種の価値体系は進化的な淘汰

によって既に決まっている。（心拍、性行動、摂食、内分泌、自律

反応･･･のような身体機能調節にかかわる脳の領域）



§ １０ 記憶と概念
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

これまでを要約すると次のようになる。

自然淘汰によって、免疫と脳という体細胞淘汰系ができた。

脳の機能は、脳の形態に基づいている。神経構造は、位置生物学の原

理にしたがって発生する。

この一見して無関係な事実から、脳が再認系としてどんな機能をはた

しているか、１つの新しい見方をせざるを得なくなった。

第１は、脳の構造の著しい多様性と個性である。

第２は、世界は物理法則の拘束を受けながらも、無標識である。

脳が世界をどのようにカテゴリー化するかを説明するために、神経細

胞群淘汰説（TNGS)が提案された。それには、発生淘汰・経験淘汰・

再入力の３つの原理があり、それが心理機能の基本と考えられる。



基本的３つ組

1.  知覚的カテゴリー化 （← 分類カップル・広域写像）

2.  記憶 （← カテゴリー化）

3.  学習 （← カテゴリー化・記憶；価値）

の３つは、高次脳機能の基本的トライアドである。

知覚カテゴリー化は分類カップルと広域写像によって行われる。知覚

カテゴリー化は記憶にとって必要で、要するに、記憶は以前の知覚カ

テゴリー化の記憶である。

動物が適応要求に応じるためには、学習が必要であり、学習はカテゴ

リー化と記憶に依存する。

知覚カテゴリー化と記憶は学習の必要条件だが、十分条件ではない。

さらに、必要なのは価値体系との連結で、それはカテゴリー化とは別

の脳領域にある。十分条件とは、快楽欲求中枢や大脳辺縁系の活動と

広域写像とが連結し、進化的に発達した価値の反映としてのホメオス

タシス、食欲、完了欲求が満足されることである。



記憶の型
人の記憶（多少、混乱含みの区別）：

出来事記憶（過去の生活について）

意味記憶（言語に関して）

手続き記憶（運動動作について）

宣言記憶（陳述について）

記憶はシステムの特性であり、システムの構造ごとに異なる。



記憶の神経淘汰説（１）

記憶とは、ある行為を繰り返す行為であるとしよう。行為の種類は、記

憶が現れるシステムの構造に依存する。記憶はシステﾑの性質である。

神経淘汰説によれば、記憶は以前に獲得したカテゴリー化能力が特異的

に高められたものである。広域写像における集団のシナプス変化が記憶

の生物化学的基礎である。

知覚カテゴリー化が動物の行動に応じて変わるとすれば、記憶にもまた

たえず再カテゴリー化がある。記憶の本質はプロセスにあり、変化する

文脈における連続的な運動活動と反復リハーサルをふくむ。

連合性、不正確性、融通性といった性質はすべて、記憶の基礎である知

覚カテゴリー化の確率的性質からくるものである。



記憶の神経淘汰説（２）
脳の広域写像系のダイナミックな特性の１つは、経次的な秩序の能力

である。記憶は感覚にせよ運動にせよ、出来事の時間的順序を何らか

の形で記録する必要がある。継次器官に、小脳、海馬、基底核がある。

小脳は脳幹上部を囲む大きな構造で、複雑な神経回路の反復構造であ

る。大脳皮質と脊髄からの２つの入力がある。円滑な運動には、小脳

と運動皮質のシナプシス変化があり、その上にカテゴリー化と再カテ

ゴリー化がある。

長い運動系列は運動プログラムと呼ばれるが、その実行は基底核によ

る。眼球運動と身体運動の大脳皮質、行動の計画と感情に関係する大

脳皮質前部などと、一連の並列回路によって連結している。基底核は

快楽中枢とも密接につながっており、注意とも関係がある。

海馬は、中脳にある快楽中枢と視床下部と密接な関係にある。短期記

憶を長期記憶に転送する重要な役割を果たす。海馬には、内嗅野を経

由して大脳皮質のほとんどあらゆる領域から入力がある。

新しい記憶機能獲得にあたって、淘汰と再入力以外の原理は要らない。



概念の神経淘汰説（１）
広範なカテゴリー化の能力には、再カテゴリー化の記憶だけでなく、概念能力

というまた別の進化発達が必要である。

概念は、原始言語の獲得によほど先立って現れた能力である。概念をもつ動物

は多少とも一般的な形で事物や動作を確認し、行動する。この認識は関係的で

なければならない。１つの知覚的カテゴリー化を、別の一見無関係なものと、

たとえカテゴリー化を引き起こした刺激がそこになくても、連合できなければ

ならない。その関係によって、「対象」「上下」「内部」のような一般的性質

に対する反応が可能になる。（注：認知言語学なら、スキーマにあたる。）

神経淘汰説によれば、概念形成において脳は自分の活動の地図を作る。つまり、

概念形成の脳領域は、異なる種類の広域写像に起こっている脳活動をカテゴリ

ー化し、弁別し、再結合する。そのような脳の構造は、感覚の外部入力をカテ

ゴリー化する代わりに、「感覚様相」「運動の有無」「知覚カテゴリー化の関

係の有無」に応じて、過去の広域写像の各部分をカテゴリー化する。

このような能力をもつ構造は、脳の前頭、側頭、頭頂皮質にあるらしい。これ

らは地図のタイプを写像できなければならない。さらに感覚入力と関係なく、

できなければならない。また、広域写像のクラス（事物・運動）の区別ができ

なければならない。



概念の神経淘汰説（２）
頭頂皮質は、脳の概念中枢の第１の候補だ。この皮質領域の概念形成が

知覚カテゴリーのように場所的写像を必要とするかどうか、その地図が

どのように体制化されているかはよくわかっていない。しかし、他の皮

質地図で起こっている活動のタイプを写像する地図が必要だということ

は言えそうだ。高次の地図では「場所」はそんなに重要でないかもしれ

ない。また前頭皮質には基底核や海馬を含む辺縁系と連絡して、価値や

感覚体験のカテゴリー化のための関係ができる。このように概念記憶は

価値の効果を受けるが、これは生存にとって重要な特性である。

このように概念を考えると、脳はそれ自身の活動をカテゴリー化する（

とくに知覚活動）ということから、一般的なカテゴリー化やイメージが

どのように身体化されるかを理解することができる。さらに必ずしも現

在の脳活動の中でそれが演じられなくても、出来事が「過去」としてカ

テゴリー化されることも可能なことがわかる。それは短期記憶や海馬に

よる長期記憶への引き継ぎと同じである。さらに概念領域がシナプス変

化を生じた広域写像を再帰的に刺激することによって、関係とカテゴリ

ー化との結合をもたらすことができることがわかる。



概念の神経淘汰説（３）

再入力によって、広域写像の脳領域の異なる組合せによる活動を、前頭

野・時間領野・頂頭野は比較できるようになる。このような内的な活動

の結果、これらの皮質領域は活動の基礎として、広域写像を分類できる

ようになる。

とくに、前頭野の機能は、活動のさまざまな結果を抽象化でき、それら

をシナプスの変化として記憶する。それによって、異なる個体間経験の

広域写像の特徴を、共通の特徴として再度刺激させることができる。つ

まり、「汎化」が可能になる。以上のモデルは、この上なく図式的で不

完全ではあるが、古典的見解からは、はっきり離脱していることがお解

りいただけよう。

（注）認知言語学との対比では、これから以下の深化が望まれる。

（１） 地図の地図（メタ地図）は、どうクラス分けできるのか？

（２） 広域写像は、どうクラス分けできるのか？

（３） 再入力信号と差異化・汎化・選択を、どう関連づけられるか？

（４） クオリアや情動の位置づけを、どう深化させられるのか？



§ １１ 意識－記憶された現在
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

意識には、志向性がある。それはある程度は意思と緊密な関係がある。

ただし、行動がつねに必要なわけではない。学習、概念課程、推理すら

も必ずしも意識を前提としない。

原意識と高次意識を区別する。原意識は世界の事物について心的に気が

ついている状態、現在的に心象をもつ状態で、それは言語をもたない。

高次の意識には、考える主体による自己の行為や感情の再認がある。そ

れは、現在とともに過去と未来の個人的なもののモデルを体現している。

それは、直接に分かっている。ということは、感覚器官や受容器の関与

なしに、心的エピソードが無媒介的にわかる。人は、意識的であること

を意識している。

意識理論には、３つの仮説がある。

1.  物理仮定

2.  進化仮定

3.  クオリア仮定



クオリア仮定
物理仮定とは、「物理法則を守る」ということである。

進化仮定も無理なく明快である。これは意識は種の進化のある時点で、

１つの表現型の特性としてあらわれることでる。

「人にはクオリアがある」と仮定しよう。クオリアとは意識を伴う個人

的な体験、感情、感覚のすべてである。例えば、赤い物体の「赤さ」は

クオリアの１つである。クオリアは心的シーンの各部分であり、シーン

は１つのまとまりである。クオリアは自分と同様に、他の意識的人間に

も、観察する科学者にも、観察される人にも在ると考えることができる。

クオリアが互いに正確に同じでなくてもよい。

クオリア仮定は、原意識と高次意識とを区別するものである。原意識は

心象のような現象的体験からなっているが、現在という時間の範囲を超

えることができない。自己、過去、未来の概念もなく、それ自身の立場

から直接記述的な個人報告はできない。クオリアは高次のカテゴリー化

の形式としてみるとよい。自己に対して報告できる関係としての、同じ

ような心的能力もった他者にも多少不満ながら報告できる関係としての、

カテゴリー化である。



意識進化のための２つの神経組織
脳幹：辺縁（快楽）系とともに、食、性、完了行動に関わる防御性

の行動パターンあるいは価値システムとして進化した。

内分泌系、自律神経系の多くの身体器官とつながって、心拍、呼吸

数、発汗、消化や睡眠と性に関係する身体的周期をコントロールし

ている。

辺縁脳幹系は多くがループになっていること、その反応は比較的遅

い（秒～月）こと、あまり詳細な地図はないことなど、判ってみれ

ば、いかにもこのシステムらしい。

視床皮質系：主たる構造である大脳皮質は地図になっていて、反応は速く、

視床を経て外界から入力を受ける。ループというより、高度に結合

した層状の小域構造で、大量の再入力結合がある。辺縁脳幹系より

も後に進化し、情報の空間処理である運動行動や外界事象のカテゴ

リー化が可能になった。時間操作のためには、皮質とともに小脳、

基底核、海馬が進化し、運動や記憶の継次性をコントロールしてい

る。

辺縁脳幹系と視床皮質系の２系統は、進化の途中でリンクした。後から進

化した皮質系は、より複雑な環境に適応するための学習行動がもたらした。



シーン（情景）

意識行動がなさそうに見える動物にも学習はある。皮質をもつ動物では、

世界の因果的に無関係な部分が関連して、１つのシーンができあがる。

シーンとは、既知なるものと未知なるもののカテゴリー化の時間的空間

的序列のことである。

シーンを組み立てる能力があると、その動物の過去の学習に関連した出

来事が新しい出来事に関連づけられる。出来事が外界では因果的に無関

係であってもである。

もっと重要なことは、この関係は動物個体の価値体系の要求からつくら

れることである。

原意識の出現はシーンを創造する能力の進化発達によるものである。原

意識が生き残ったのは、明らかにそれによって適応性が増したからであ

る。



原意識のモデル
原意識の出現は、３つの機能の進化に依存する。

皮質系の発達：概念機能が出現し、辺縁系とリンクして学習能力を

拡大する。

記憶の発達：知覚カテゴリー化と違うのは、この概念システムはそ

れぞれ異なる脳システムにおける知覚カテゴリー化反

応をさらにカテゴリー化することである。

再入力回路：この回路によって進行中の知覚カテゴリー化の広域写

像と価値カテゴリー記憶との間の連続的な再入力信号

がリアルタイムで可能になる。新たな再入力回路の出

現によってはじめて、その知覚信号が永続的な当該記

憶に入る前に、同時並列的な知覚の概念的カテゴリー

化が起こる。価値カテゴリー記憶と知覚カテゴリー化

とのこの直接の相互作用が原意識を発生させる。この

ブートストラッピング過程がすべての感覚様相に並列

同時的に起こり、複雑なシーンの構成が可能になる。



原意識
自己 非自己

内部ホメオスタシス系 外部信号（自己受容感覚も含む）

脳幹・視床下部・自律系 視覚・聴覚・触覚の

第１次・第２次皮質

（進行中の内部状態の登録） （進行中の知覚カテゴリー化）

海馬・扁桃核・中核など 原意識

の相関 価値カテゴリー記憶と

知覚カテゴリー化を結ぶ

概念カテゴリー化

前頭・側頭頂皮質の

特殊価値カテゴリー記憶

（過去の体験と神経細胞群淘汰を含む）



図による原意識要約

脳は、概念的な「自己カテゴリー化」を行う。自己カテゴリーは過去の

知覚カテゴリーを価値体系と照合して生まれる。これは概念機能を可能

にする皮質系の過程である。再入力結合を媒介として、この価値カテゴ

リーは世界の出来事と信号の知覚カテゴリー化を行う脳領域とリアルタ

イムに相互作用する。知覚（現象）的体験は進行中の一組の知覚カテゴ

リー化の概念記憶による相関から発生する。原意識は、言うなれば「記

憶された現在」である。

図のポイント：

① 自己という内部システムは辺縁系と皮質系との相互作用で発生する。

② 価値カテゴリー記憶は自己と世界（非自己）との相互作用に依存し

ている。

③ 継次器官と皮質系を媒介にした、各感覚様相のリアルタイムの並列

的な知覚カテゴリー化が出現する。

④ 原意識の発生を予告する。



§ １２ 言語と高次の意識
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

カテゴリー化モデルの機能：

知覚カテゴリー化；非意識的で、分類カップルにもオートマタにも可能

である。外界からの信号、つまり感覚受容面からの

信号を処理する。

概念カテゴリー化；脳内部からはたらき、知覚カテゴリー化と記憶とを

必要とし、この下位層としての広域写像部の活動を

処理する。

この２つのカテゴリー化を各感覚様相の再入力経路と結合して（概念学

習を可能にする経路に加えて）、原意識に相関的シーン、つまり「イメ

ージ」が発生する。しかし、記号記憶は再生されない。記号記憶とは記

号とその連合的意味の記憶のことである。



言語中枢：『唯脳論』



ことばの後成説
人が二足歩行をするようになってから、頭蓋底の構造が変化し、喉頭部

が下降した。これが、人に独特な解剖学的進化として喉頭上部の形態的

基礎となる。

進化過程において、それと同時かすぐ後に、ブローカウｴルニッケ領域

と呼ばれる特殊な大脳皮質領域が大脳の左側に出現する。この領域は脳

の聴覚、運動、概念領域と再入力的に結合している。この連絡を通して

ブローカウｴルニッケ領域は、ことばの生成とカテゴリー化を統合して

いる。これが新しい記憶の発達システムとなることによって、音素とそ

の順序のカテゴリー化が行われる。

簡単な文を会話の基本ユニットとして使うことば共同体で、音韻体系が

まず起こったのはありそうなことだ。発話の中で、名詞と対象とが相関

し、それがセマンテｲクス（意味体系）の始めとなった。それに動詞が

続いた。

セマンテｲクスの発達にとって、概念能力が先行する必要があったことに

注目しなければならない。



セマンテｲクス・ブートストラッピング

原始人間のジェスチャの前シンタックス的体制から、名詞と動詞の簡単

な順序ができた。さらに、ブローカウｴルニッケ領域の発達があり、本

当のシンタックス（統辞体系）の基礎としての、もっとも精緻な感覚運

動的秩序が可能になった。

シンタックスは一定の順序で後成的に出現した、という「ことば獲得理

論」に私は賛成する。まず、音声と概念とジェスチャとの連合が学習さ

れ、それから意味が発達した。そうして語句と辞書学習を結合すること

によってシンタックスが出現する。ピンカーやブレスナンの辞書機能文

法も同じようなかんがえである。

この過程は、セマンテｲクス・ブートストラッピングと呼ばれる。幼児

がセマンテｲクス的手段や基準では規定されない、あるいはそれを起源

としない概念カテゴリーをすでに持っているとう考えは、神経淘汰説：

TNGSの進化論的、解剖学的、生理学的議論も支持するところである。



高次意識

人はどのようにして「意識があることを意識する」ようになるのか？

反応を遅らせる脳のレパートリー（前頭皮質）が必要である。このレ

パートリーは、原意識自体の過程をカテゴリー化することができなけ

ればならない。これは、社会的伝達と学習の中で比較と報酬によって、

もっぱら記号的手段を通してなされる。報酬は、意味の獲得過程で、

親子関係、親族関係、性関係によって得られる情緒的要求の満足にこ

とば記号を連合することから生じる。

記号関係の長期記憶は自己概念にとって決定的であり、同じ種の仲間

との交換によって獲得される。それとともに、自己と非自己および原

意識における出来事との関係に関する文のカテゴリー化がなされる。

→ 動作動詞、世界のモデリング、過去・未来の概念…

高次意識が急速に生じたことは、位置生物学と神経淘汰説のメカニズ

ムで説明できる。



高次意識の進化
自己 非自己

内部ホメオスタシス系と固有感覚 外部信号

脳幹・視床下部・ 視覚・聴覚・触覚の

自律神経中枢 第１次・第２次皮質

今の内部状態の登録 今の知覚カテゴリー化

中隔・海馬・扁桃核 ブローカ野と 原意識

の相関 ウｴルニッケ野 価値カテゴリー記憶と

今の知覚カテゴリー化

高次意識 とを結ぶ再入力ループ

前頭・側頭頂頭頂領野の

特殊価値カテゴリー記憶

概念カテゴリー化



意識の発生と形態進化
９．自然淘汰 形態と組織のパターンから行動へ

（形態制御と分子の遺伝子の変化）

10．発生 相互作用的細胞集合体の形態制御と組織制御

CAMサイクルとSAMサイクル（位置生物学）にし

たがい、体性変化へ

→ 脳の神経細胞群の変化形の原始レパートリーへ

13．神経淘汰 脳幹・視床下部・自律系 第１次皮質野

（価値） （知覚）

再入力写像

（知覚カテゴリー化）

15．原意識 知覚ブートストラップ 学

前頭・側頭・頭頂皮質

（概念カテゴリー化）

12．高次意識 意味のブートストラップ 習

ブローカ・ウｴルニッケ野

（セマンテｲクス、シンタックス、音声） 社会交流



クオリア

意識の理論的分析は

物理仮定

進化仮定

クオリア仮定

に基づいていた。

異なる感覚経路の神経構造と行動の違いから、異なるクオリアがある。

原意識だけの動物もクオリアをもつが、彼らには自己概念がないから

それを人にも自身にも伝えることができない。

しかし、人は違う。各感覚様相の中の価値的な知覚関係あるいはその

相互作用の概念的結合、高次の意識によって再カテゴリー化されたも

のがクオリアである。人はそれを他者に報告する。自身にもより直接

に報告できる。時間から自由だから、快も苦も遠くへも近くへもおけ

る。言語によって、感覚的弁別が著しくよくなる。（ワインの味）



§ １３ 注意と無意識

『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

私の考えに対する２つの反論がある。

「意識するとはどういうことか」を本当には説明していないではないか？

「説明できないことがまだたくさんあるではないか？

異論のない知見：

入出力関係で見る回路の大雑把な作用；古典的神経生理学

動物の行動パタンと刺激との相互作用；記述心理学

比較行動学の刻印づけ、信仰、欲求、意思；民俗心理学の定説

難しい課題：

複雑な神経細胞集団の同時並行的作用の総合結果・予測

動的過程とシステム特性としての記憶；ダーウィンⅢの訓練後の全体反応

意識のような一層複雑な心理現象

自己の観念



§ １４ 層とループ ー 意識論まとめ ー（１）
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

私の第１の前提は意識は自然淘汰の結果、出現したということであった。

心はその存在と機能を意識に依存している。一定の環境下で意識は実効

的であり、適応を促進する。意識は、知覚と概念形成と記憶の特別な関

係から出現するが、これらの心理機能は脳のカテゴリー化メカニズムに

依存する。そして、記憶は価値システムの進化と、種に特有のホメオス

タシス制御系の影響を受ける。

原意識は多くの様相で同時的になされる現在進行形の知覚カテゴリー化

に価値カテゴリー記憶が再入力することで生じた。それは時間的空間的

な並列刺激（必ずしも因果的に関係ないものも含む）を相関的シーンに

リンクさせる。動物個体において、そのシーンの特徴はその動物の過去

の価値と学習の歴史からセイリアント（顕著）になる。原意識は記憶さ

れた現在に限定されるが、それは高次の意識の出現に必要であり、高次

の意識においても働きつづける。



ー 意識論まとめ ー（２）

高次の意識は意味能力の進化の開始とともに出現し、言語と記号の獲得

とともに開花する。喉頭腔の進化によって言語音声を出せるようになり、

それを聞くための新しい記憶が必要になり、そして言語能力が生まれた。

言語のカテゴリー化と記憶は脳の言語領域にあって、先に進化した概念

領域と相互作用する。言葉のコミュニティにおいて、それは音声を意味

に関連させるはたらきをしている。脳の概念領域との相互作用によって

学習が進む。

その概念中枢が言語活動における順序性をカテゴリー化するとき、シン

タックスが出現する。シンタックスが完成し、十分大きな辞書が学習さ

れると、脳の概念中枢は記号とその指示物とそれが喚起するイメージと

を、さらにカテゴリー化されるべき「別の世界」として扱う。こうして

高次の意識が出現した。

神経淘汰説では、人はクオリアを体験するものと考える。ニューロンを

もつ動物の感性進化には比較形態的に３つのレベルが想定できる。



ー 意識論まとめ ー（３）

１ 原意識のない動物ー刺激に対して、進化的な価値淘汰によって直接

支配された嫌悪反応または接近反応がある。例としてロブスターは

学習や長期記憶は可能だが、原意識はない。

２ 原意識をもつ動物ー価値と知覚カテゴリー化を相関させるジェーム

ズ的シーンからなる心的生活はあるが、社会的に構成された自己は

ない。時間上のクオリアのカテゴリー化はないが、記憶された現在

における（非意識的な）長期記憶はある。例えば、犬。

３ 高次の意識をもつ動物ーワイン試飲のように完全に精緻なクオリア

があり、それは洗練され、記憶され、改変され、報告される。例え

ば、人間。

いまのところ推論が多いが、高次の意識のことならば、人は自身のこと

としてある程度わかる。心的なアーチファクト（人工物）をつくったり、

事物の間の安定した関係の研究（科学）、不変の心的対象間の不変の関

係の研究（数学）、事物や心的対象に適用される文の間の鑑定した関係

の研究（論理学）が現れる。



ー 意識論まとめ ー（4）

カテゴリー化のメカニズムは、われわれ個人の身体と歴史を必然的に含

む広域写像を通してはたらく。したがって、知覚は必ずしもベリデｲカ

ル（物理的事実に会うこと）ではない。(例えば、カニッツアの三角形)

われわれの行動は価値のダイナミックな変化の影響を受けて再カテゴリ

ー化記憶によって駆動される。個人の信念や概念は開かれた環境との関

係で個性化しており、事前には決まらない。われわれのカテゴリー化の

様相と思考におけるメタファーの利用には、こうしたことがよく反映さ

れている。

しかし、概念が身体にどのように写像するか、まだ多くの課題が残って

いる。



§ 付章

『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

生物学なき心理学を批判する

目的は、心を生物学なしに説明しようという考えを打破することである。
この章はただの付け足しではない。本論の延長である。



素粒子 巨大分子 人類 太陽系 銀河系 宇宙

原子 細胞 地球 （知る限り最も遠い）

10－3

10－２

10－３３ 10－１ 10 ２ 10１０ 10１８ 10 ２４

cm

生物学

化学

古典物理学

量子論

相対論

量子重力

自然のスケールと適用理論



物理学 － 現代のお化け（１）

物理学は、あらゆる科学の母であり、もっとも古く、もっとも一般的で

もっとも基本的である。

生物学は、特異的である。それは非常に狭い範囲の温度またはエネルギ

ー、圧力、化学の中でしか起こらない。もっと特異なことに生物学は歴

史的である。進化は変異生物の集団からの自然淘汰の特定の歴史的連鎖

に基づいている。このようなものは、物理学の一般法則にならない。

量子論はあらゆる理論にもっとも一般に応用可能である。しかし、大き

なエネルギーと非常に小さな粒子の場合、この理論は常識を混乱させる

振舞いを呈する。たとえば、２つの粒子が別々の粒子として区別がつか

ない。あるいは、１つの粒子が二重の振舞いを示す。ある状況のもとで

は、波動となり、別の状況では粒子となる。シュレーデｲンガーの波動

方程式の基本波動関数 ψ は絶対値を２乗すると、１つの粒子が任意の空

間的位置にそれが存在する確率になる。



物理学 － 現代のお化け（２）

しかし、１つの実験的設定でその位置を決定しようとすると、その運動

量についてはもはやこれを位置と同じ精度で決定することはできない。

このいわゆるハイゼンベルグの不確定性は基本的である。１つの粒子の

位置と運動量（質量＊速度）との間に共軛関係があり、その積の精度は

プランクの定数より小さくならない。

観察者の意識を呼び込むことなく、量子測定の問題を解釈する物理学者

ボーアは究極の深淵な実在というものはないと言った。ボーアの「コペ

ンハーゲン解釈」は、単に相補性の原理を応用するだけで、粒子と装置

と観察者の測定の全体的状況によって規定された結果を得る。この解釈

は、この理論を使うほとんどの物理学者によってとられている立場であ

る。



デジタル・コンピュータ
誤ったアナロジーへの反論

パットナム：

命題的態度（Pであることを信じる、Pであることを望む･･･）を含む

心理状態は、計算モデルに馴染まない。環境との関係なしに、個体の

概念や信念は分からない。脳と神経系は世界状態と社会関係とから孤

立してはありえない。

サール：

純粋に計算による規定は、思考や志向の十分条件たりえない。セマン

テｲクス（意味論）は意味を含むが、シンタックス（構文）は意味と

は関係がない。人の意識は志向と同じである。コンピュータにはその

ような体験はない。

コネクショニスト：

その入力と出力を規定するためには、プログラマもしくはオペレータ

を必要とする。さらにそれを規定するアルゴリズムがある。その学習

システムは教示的であり、淘汰的ではない。



機能主義と意味のセマンテｲックな表象

現代の認知心理学の多くに共通な中心思想は、心的表象である。

この表象は（事物やその関係）を抽象的な記号で表し、定義は明確で、

シンタクス規則に従う。記号は、世界事物と対応させることによって

世界とセマンテｲクス的に関係づけられるが、この関係は古典的カテゴ

リーによるものであり、固定的・決定的である。

このようにして、「世界の内部モデル」がつくられる。

表象の全体系は「リングア・メンテス」、すなわちメンタリーズ、つ

まり、思考語である。



客観主義
客観主義の前提：

（１） 人を含む人とは独立な実在世界がある。

（２） 概念と実在世界の対応がつけられる。

（３） その対応から確たる知識がえられる。

客観主義の対する８つの批判戦略：

知覚と推理は、古典的カテゴリーにはしたがわない。

思考は、超越的ではなく、身体と脳に依存する。意味は、身体的欲求と機能

の関係から生じる。心は、自然の鏡像ではない。

記憶は、内的符号では表せない。言語的表現には高次意識が必要となる。

言語は、他者との相互作用によって、意味と音声との関係を学習しながら獲

得される。概念体系と価値が、すでにどこかにできていなければならない。

心は、社会的言語的相互作用によって実在を自分流に創造する。

計算は、身体的でない。記号と世界事物との意味関係が必要だ。

システムの適切な機能は、進化史に依存し、認知はその適切な機能のアイデ

ンテｲテイ－を内容とする。

神経系の構造・機能・変容性・その進化と発達は、機能主義と相容れない。



カテゴリー：機能主義的認知論の危機

多形集合（ヴィットゲンシュタイン）：

集合のメンバーに分布する n 個の属性があり、 m （ < n ）個の属性

がそのメンバーであることの十分な条件であるとする。もし n 属性の

うちの m がメンバー条件であるにしても、２つのメンバーはなんら同

じ特性を共通に持つ必要はない。これが多形集合を定義する。

族（ロッシュ）：

類似性、中心性、原型性がある。

赤、馬（基本カテゴリー）、四足獣･･･

プロスペクト理論（カーネマン・ツべルスキー）：

人の決定行動とカテゴリー判断は、結合規則のような確率法則にしば

しば合わない。確率論なら結合確率は成分確率より大きくないが、人

は文脈によっては、結合確率の方が大きいと思い込む。

吉野家の牛丼は高いとみなす競馬好きが、馬券なら10万円を溝に

捨てる。

購買対象によって価値関数が異なるのだ。



生物学の教え

ダーウｲンは、自然淘汰説ではじめて集団概念の例を示した。進化論者

マイアによれば、集団概念における変異は実体であり、誤差ではない。

自然淘汰は集団における個体間の変異に作用する。マイアが示したよう

に、種は偶然にも出現するが、多くの場合、変異型の広がりに対する性

的地理的障害の結果として発生する。

この集団概念から起こった種の概念は、カテゴリー化のあらゆる考えの

中心である。種は「本来的」ではない。すなわち、その定義は相対的で

あり、等質でなく、その成立にとって何の前提条件もなく、明確な境界

もない。

反機能主義者によれば、心は身体にあり、必然的に身体の命令に従う。

ゲシュタルト知覚もそのような命令である。

進化においては、生き残り種の繁殖に役立つ機能が適切な機能であり、

いかに彼らがその機能を歴史的に果たしてきたかを説明するのが「正常

な説明」である。



言語 － なぜ形式論は失敗か

子供の言語習得（ドナルドソン、マクナマラ）：

子供は人間関係を含む場面をまず理解するがゆえに、言語を学習する

ことができる。子供は物事を理解するが、まず何よりも人々が何をす

るかを理解する。

ドナルドソンによれば、子供は物事を自分のではなく、他者の視点か

ら見ることができる。子供は４歳くらいですでにこれまで考えられて

いたよりよほど達者に演繹し、推論する。さらに子供ははじめに場面

と人の意思を理解し、それから「言われたこと」を理解するようにみ

える。このことは、ことばが言語以外の認知と無関係ではないという

ことである。

したがって、言語の獲得は発達的だけではなく、進化的に説明する必

要がある。

12章では、概念体系と言語体系がどのように身体化されるかを論じた。



認知モデルと認知セマンテｲクス
レイコフの理想認知モデル（ICM)：

このモデルには概念の身体化があり、概念の身体化は言語に先立って

身体活動を通して生じるとする。概念の身体化によりカテゴリー化が

なされ、人のカテゴリー化を異質かつ複雑にする。

心のカテゴリーには、それに対応した認知モデル要素がある。これら

のモデルに異なるメンバーシップ度がある。

古典的カテゴリーもあり、それは選言的に必要かつ十分な条件に従う。

あるモデルはメトニミーである。もっと複雑な認知モデルは放射カテ

ゴリー群である。

そのような性質によって、メンバーシップ度、中心モデルとの関係度、

族類似度、基本カテゴリーとその非階層関係、原型（プロトタイプ）

効果などが可能になる。

（注）エーデルマンとレイコフは1990年代まで独立に仕事をしていて、

没交渉であった。接点ができるのは、90年代前半からのようだ。



レイコフの認知文法：エーデルマン解釈

ステージ1

（認知モデル：セマンティックな関係を形成）

スキーマ：身体化に基づく カテゴリー： メタファースキーマによる

容器スキーマ（内・外） カテゴリー（椅子、猫、他人、･･･）

部分全体スキーマ（ゲシュタルト） 階層（大小、上下、自分、･･･）

連結スキーマ（関係化） 関係（座る、眼前、好悪、･･･）

起点・経路・終点スキーマ･･･ （記号的 ICMs）

理想認知モデル（ICM) セマンティックな命題シナリオ

ステージ2

（記号モデル：スキーマ・カテゴリー化・ICMからシンタックス形成）

シンタックスICM

同じスキーマによる構成：

階層的シンタックス構造 - 部分全体スキーマ

文法関係 - 連結スキーマ

シンタックスカテゴリー - 容器スキーマ



認知セマンティクス
意味は、

イメージスキーマ

運動感覚スキーマ

メトニミー

カテゴリー関係（メタファーをつくる）

などによって、身体化される。

さらに、言語には記号的モデルとしての性格がある。記号モデルは、言

語情報を認知モデルと組み合わせるものだ。認知モデルそれ自体は、先

在の概念システムをつくっている。先在の概念モデルはすでに身体的社

会的経験とのリンクを通して身体化されているもので、このリンクは任

意ではない。

言語のカテゴリーは、当然ながら、その基礎となる認知モデルと構造が

よく似ている。言語は、命題モデル、イメージスキーマモデル、メタフ

ァーモデル、メトニミーモデルを構成する。



身体化された概念のスキーマ系列

スキーマ系列は、G・レイコフの言語学的な意味の基礎論となっている。

コンテナスキーマ（境界または内と外を定義する）

部分全体スキーマ（注：ゲシュタルトの基礎となっている）

リンクスキーマ（ストリングなどによる結合）

中心周辺スキーマ（例えば、身体の中心と腕や脚）

起点-経路-終点スキーマ（出発点、方向と経路、中間点）

上下・前後スキーマ（シーンやスクリプトの基礎となっている）

メタファースキーマ（経験の構造化によって動機づけられる）



形の空間化仮説

＜言語概念＞ ＜説明の根拠＞

カテゴリー コンテナスキーマ

階層構造 部分全体スキーマと上下スキーマ

関係構造 リンクスキーマ

カテゴリーの放射構造 中心-周辺スキーマ

前景背景構造 前後スキーマ

線形尺度 上下および線形順序スキーマ

どれも「物理的（あるいは空間的）構造」を「概念構造」にメタファ

ー的に写像することになっている。



５種類のＩＣＭ（理想認知モデル）

G. レイコフの提唱する ICM は、以下である。

イメージスキーマ的 ICM：レイコフの「イメージスキーマ構造」

命題的 ICM：フィルモアのフレームに見られる「命題構造」

メタファー的 ICM：レイコフ・ジョンソンの「メタファー写像」

メトニミー的 ICM：同じく「メトニミー写像」

記号的 ICM：レイコフの「語彙・語句・構文」

これらは、G. フォｺﾆエの「メンタルスペース」を構成する。
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命題のICM

命題のICMは、メタファー、メトニミー、心的イメージを使わない。そ

の代わり

実体（犬）

作用（走る）

状態（寝ている）

性質（懐く）

という基本レベル概念を使う。

簡単な命題は、部分全体スキーマに従う。命題は、主部（主体、患者、

体験者、道具、場所など）と述部からなる全体である。（注：主述関

係を導入してしまっている。）

セマンティックス的関係は、リンクスキーマから成り、複雑な命題は、

単純命題から修飾、量化、連言、否定などによって成り立つ。

さらに、シナリオは、起点-経路-目標スキーマによって構造化され、

初期状態、出来事の連鎖、終了状態から成り立つ。



記号的 ICM
言語要素が概念のICMと連合するとき、これらは記号的ICMになる。それ

はそれぞれの言語の形態素と語によって特徴づけられる。

例えば、名詞は放射カテゴリーである。（中心のカテゴリーは、人々、

場所、事物であり、周辺のカテゴリーは「強度」のような抽象名詞）

動詞もまた放射カテゴリーである。（中心は走る、打つ、与えるなどの

基本レベルの物理的動作）

シンタックスについてはどうか？レイコフによれば、シンタックスの階

層構造は、それ自体が部分-全体スキーマの、主部と修飾部の構造は中

心周辺スキーマの、文法的関係はリンクスキーマの、シンタックス・カ

テゴリーは容器のスキーマの、それぞれ性格をもつ。ここで文法構成は

それ自体が ICMであるということが注目される。

このように、シンタックスとセマンティクスとの組合せは、シンタック

ス ICMとセマンティクスまたは意味の事前の ICMとの直接の組合せであ

る。文法構造と辞書の規則性は、放射カテゴリーにより記述され、多義

語もこのような用語で説明される。



G. レイコフのICM：課題
１． 身体化（意味の起源としての）がどのように起こるか？

２． 知覚と概念のカテゴリー化のメカニズムから、どのように言語

的・記号的な理想認知（ICM)モデルが起こるか？

これについて、ことばの基準構造として、レイコフは放射カテゴリー、

メタファー、メトニミーの手がかりを探している。シンタックスの出現

を説明するためにカテゴリー化を使っている。言葉の後成説（12章）と

矛盾しないが、後成説はさらに進化と言語習得に関係する問題を解明す

るものである。しかし、レイコフは、身体化を提案しながらもそれがど

のように起こるかを示さない。また、知覚と概念のカテゴリー化のメカ

ニズムからどのようにして言語の記号的なICMが起こるかも示さない。

ラネカーたちの理論は、ブレスナンの生成的側面を拒否しながらも、辞

書の重要性を強調するところは似ている。文法形成の完全な解明には、

概念形成、価値カテゴリー形成、表現型との結合、意識のメカニズムと

の結合といったような脳メカニズムの総合的分析が必要である。

さらに、ラネカー、ブレスナンの理論から、個別の言語の文法を研究

することも必要である。



概念形成の基本的構図：対案
語句・文・構文

動物 「高次意識」 スキーマ 職場の花。

哺乳類 クオリア 花見。

四足獣 花を活ける。

番犬 駄犬 花が咲く。

親犬 子犬

白い犬 赤い犬 秋田犬 土佐犬･･･

この犬 あの犬･･･

＜階層化＞ ＜汎化＞ この犬（写真）

＜差異化＞

犬 猫 狼 虎･･･

＜メタファー＞ ＜情動投射＞

「原意識」
フレーム（∈ ICM）

スキーマ（ゲシュタルト）
クオリア（情動・覚醒感覚）

基本カテゴリー
スキーマ（ゲシュタルト）

クオリア（情動・覚醒感覚）

拡張カテゴリー
スキーマ

クオリア

拡張カテゴリー
スキーマ

クオリア



基本的構図：対案；差異がある主張は下線部
０． すべての言語要素は、フレーム（∈ ICM）に包まれて、ある。

１． すべての言語要素とフレームは、スキーマ（知覚構造）とクオリア（情

動・覚醒感覚）を伴う。

２． 概念の始まりは、基本カテゴリーにある。

３． 基本カテゴリーは、原意識のもとで、差異化から生まれる。基本カテゴ

リーは、スキーマによって身の丈レベルで身体化され、放射状にカテゴ

リー化されている。

４． 原意識や高次意識のもとで、差異化は、焦点化・関係化・比較・選択を

生み出す他に、順序（前構文）ももたらす。

５． クオリア・情動投射は、気分・感情・快不快・情動の総称である。

６． ゲシュタルトは、知覚の一貫性を組織し、図と地を識別する。

７． メタファーは、スキーマ写像、メトニミー写像などの総称である。

８． 拡張カテゴリーは、高次意識のもとで、階層化と汎化から生まれる。メ

タファーと情動投射がその背後にある。

９． 高次意識の 語句・文・構文 は、フレームの枠組みのもとに生成される。



ダイナミック・コア仮説
『A Universe of Consciousness』

ジェラルド・M・エーデルマン



ダイナミック・コア
『脳から心へ － 心の進化の生物学 －』

視床皮質系の内部で、再入力によって動的に変動しながら相互作用をす

るこの機能クラスターを「ダイナミック・コア」と呼ぶ。途方もなく複

雑な神経回路を瞬時のうちに動員するこのダイナミック・コアは、意識

のプロセスがもつ「ひとまとまり（単一）でありながらも、次々と変化

し推移する」という特性にピッタリの神経系の組織化機構である。

単一な意識シーンをつくるためには、視床核の活動と皮質部分を統合的

に結びつける必要があるが、ダイナミック・コアはそれを可能にする「

再入力結合」という構造をもつ。その相互作用を通して、ダイナミック・

コアは知覚カテゴリーと価値カテゴリーとを関係づける。

とりわけ、コアを構成する回路やニューロン群がもつ縮退（注；使い回

し）とか連合という性質によって、意識を持つ動物は、コアの活動によ

って高次元の識別が可能になる。クオリアとはこの識別に他ならない。

多種多様な識別は、ダイナミック・コアが複雑系だからこそ生じるのだ。



複雑系としての視床皮質系

視床皮質系は、次の働きをもつ、動的に変化するシステムである。

膨大な数のニューロンの結合

興奮性および抑制性

ニューロンの再入力性の相互作用

網様核のゲート開閉効果

価値系からの修飾

これらによって、視床皮質系は、数分の１秒という時間でその機能的

結合をすばやく変化させる。

もうひとつ、視床皮質系内部の相互作用は、この系と基底核など皮質

下の系 ー 非意識的活動を仲介している ー との相互作用に比較して、

より緊密である。つまり、系以外との取引量に比べ、系内部で行われ

ている取引量のほうが圧倒的に多い。言い換えれば「自己言及」の多

い系である。こういう特徴を示す要素の集団は「機能クラスター」と

呼ばれる。



猫の視覚皮質：神経生理学モデル



猫の視覚皮質：コンピュータシミュレーション

再入力の考えを探るために、大規模なコンピュータシミュレーションを

用いる。視覚に関する猫の脳領域を取り出して、その統合・結合を模擬

するわけだ。

図は、猫の視覚脳領域64の、接続関係1134を表している。（記号の細

かい神経生理学的意味は、このさい問題ではない。）

ほとんどの接続は相互的である。

図の脳領域では、接続が多いものどうしを近くに、接続が少ないものを

遠くに描いている。だから、図は、猫の脳領域の実際の位置とは異なり、

トポロジカルな接続関係を表している。

この皮質組織に関する議論は、他の感覚や運動感覚についてもほぼ同様

に適用することができる。



大脳皮質統合：コンピュータモデル図式



皮質統合：コンピュータモデル図式
右下にある視覚像（カラーカメラ）に対して、再入力は次の九つの脳領域で

起きる。視覚領域の機 能的に特化した領域が九つの箱で示される。箱は、視

覚像の

動き(visual motion) 上段

色（color)               中段

形(form) 下段

に対応する脳領域で、その間の接続を矢で示す。

白い箱は極めて解剖的（topographical)なもの、灰色の箱はやや解剖的なもの、

濃い箱は解剖的でないものである。 システムの出力（視覚運動ニューロンMN

の制御のもとにシミュレートされた眼の動き）が、下方に示されている。

黒い矢印が電位に独立な経路であり、白い矢印が電位に依存する経路である。

箱の中の曲がった矢印は、領域内の結合を示す。VAという箱は、行動のパラ

ダイムで用いられる、広範囲に投影される価値システムである。投影領域が

線で示されている。

例えば、一次視覚皮質に対応する二ユーロン集団V1は、視覚像のある位置に

おける角（隅）に反応する。高次の下側頭皮質のニューロン群 ITは、位置に

関係なくある形に反応する。システムは、全体で一万のニューロンをもち、

百万の接続をもっている。



結合図式：赤い十字の識別



結合図式：再入力

図は、赤い十字と赤い四角と緑の十字からなる視覚像を与えてから150

ミリ秒後の、脳の活動と同期を示す。

対象の位置によらず、模擬された眼が対象の動きに沿うとき、広範囲に

写像される価値システムがトリガーされると、モデルは赤い十字を採り

上げるように条件づけられている。つまり、正しい対象を認識すると、

報酬が与えられるような学習システムが内蔵されている。

同じ対象に反応するニューロン単位（同じ色で示される）は、領域の中

あるいは領域間で相互に関係づけられていることに留意する。

価値システムの発火によって強化された接続の5％は、重ね合わされた

赤い陰影で示されている。強化された接続は多重の領域にまたがってい

るところに留意されたい。また、領域 FEF, PG, V4 のなかの赤い十字に

対応する位置のニューロンは、強く増加した活動を示している。この活

動がその位置への眼の動きをもたらす。（眼の中心を表す白い四角い窓

が、左上への動きを表している。）



実験結果と解釈

多少の学習ののち、モデルは95% の精度で正しい区別を行えるように

なった。

① 再入力の相互作用という一貫したプロセスが原理である。

② 統合は速い。200～250ミリ秒である。

③ 相互作用は限定的である。3つ以内の視覚対象なら良好である。

同じ対象の異なる属性へのニューロンの活動は、数十ミリ秒の単位で

同期的であった。他方、異なる対象への活動は非同期的であった。し

かし、数百ミリ秒の尺度では、ニューロン活動は同期しているとみな

せる。

視覚像を与えた後、統合は100～250ミリ秒の速さで起こる。統合の

精度は、3つ以下の対象では良好だが、4つ以上の対象については著し

く落ちる。人の視覚の心理的実験結果と良く符号する。

さらに、視床皮質系をも含む結合の拡張実験も行われたが、同様な知

見が得られている。



機能クラスターの統合度測定
同じ機能をもたらすニューロン群を「機能クラスター」と呼ぶ。機能ク

ラスターの統合の尺度を計るために、統計的な多様性尺度として、統計

的なエントロピーを活用する。系（システム）のエントロピーは、生起

確率で重みづけられた（可能な）活動パタンの数を反映する対数関数と

みなす。

同じ確率でオンかオフのどちらかである（単位ことに log2(2)=1 ビット

のエントロピーに対応する、２つの同確率状態）n 個の要素からなる系

Xを考える。もしこれらの要素が独立であれば、系の状態数は ２nとなる。

このとき、系のエントロピー（H(X)）は、単に個々の要素のエントロピ

ー（H(xi)）の和になる。

独立なエントロピーの和と、そうでない全体としてのエントロピーとの

差を系Ｘの統合（I(X)）という。
i =n

I(X) = ΣH(xi) – H(X)
i = 1

こうして、要素間の相互作用によるエントロピーの損失を計測できる。

n2n2n2n2n2n2



クオリア空間とダイナミックコア：図



拡張TNGSと記憶
『脳は空より広いか」

ジェラルド・M・エーデルマン



３種類の神経解剖学の構成単位：図

１ 視床皮質系

２ ループ回路

３ 価値系



３種類の神経解剖学の構成単位

１ 視床ー皮質系：

視床ー皮質系のトポロジー。視床ー皮質間および皮質ー皮質間

におけるびっしりと密につながった網の目のような再入力結合

である。

２ 皮質と大脳基底核などの皮質下領域の多シナプス性ループ回路：

これらのループは基底核から視床を介して皮質へ、そして皮質

のそれぞれの標的部位から再び基底核へと戻っている。通常、

これらのループは再入力性ではない。

３ 広域的に投射している価値系の１つ：

青斑核は脳のさまざまな領域に「ヘアネット」のようにその軸

索を伸ばしている。青班核が活性化されるとこれら神経線維（

軸索）からは神経修飾物質ノルアドレナリンが放出される。



価値カテゴリー記憶（１）
知覚のカテゴリー化は、運動系と感覚系の相互作用を通してなされる。この

相互作用が構成する広域の複合地図を「広域写像」と呼ぶ。広域写像の機能

は、動き、注意向け、外界信号抽出である。抽出された信号は、ニューロン

群の再入力との同期を通して、整合的にカテゴリー化されるという仕組みだ。

知覚カテゴリー化は重要なプロセスではあるが、これだけではさまざまな信

号群を一般化して、共通する性質を取り出す、いわゆる「汎化」という機能

は生まれてこない。汎化を行うためには、脳は自らの活動の地図を作る必要

がある。この地図はいくつもの広域写像で表現され、概念を形成する ー つま

り、知覚地図のそのまた地図を作るというわけだ。

「猫が前進する」という動作の概念化は、自分の活動を次のように地図化し

としているとみなすのである。

小脳と基底核と海馬は、パタン a で活動

運動前野と運動野（視床ー皮質地図）は、パタンｂで活動

視覚地図内の色、線、動きなどは、パタン x, y, z で活動

このような高次の地図は、前頭前野、頭頂野、側頭野で構築されている可能

性が高い。これが、「前進する」という一般概念に対応する。高次の皮質地

図を使って、複数の広域写像から特徴を抽出することで、事象の一般化が行

われていると考えられる。



価値カテゴリー記憶（２）

TNGS によれば記憶とは、特定の心的あるいは身体的活動を繰り返したり、抑

制したりする能力である。それは神経回路内のシナプス効率（シナプス強度）

の変化によって起こる。同じ回路が呼び出されやすくなり、同じ活動が再現さ

れやすくなる。呼び出され方は幾通りもある。

縮退とは、ある系において、構造の異なる複数の要素が、同じ働きをする、あ

るいは同じ出力を生み出す能力である。記憶は、連想（そのおおもとは、類似

の出力を生む縮退回路が働いている）を反映したり、コンテクストによって大

きく影響を受けたりするシステム特性とみなすべきではないか？

記憶は価値系がもたらす神経入力の変化に大きく左右される。知覚がカテゴリ

ー化されるメカニズムー 広域写像・概念形成・動的短期記憶 ーを確認すると、

１． 視床ー皮質地図

２． 活動を時系列でつなげる皮質下の器官（海馬、基底核、小脳）

３． 広域に写像する価値系

の３つの構成単位の相互作用を必要とする。そこで、３つのシステムの相互作

用を強調するために、ここで問題としている記憶システムを「価値カテゴリー

記憶」と呼ぶ。



価値カテゴリー記憶と知覚カテゴリー化
の動的結びつき（１）

知覚カテゴリー化を行う皮質領域と、シナプス強度を素早く変化させて

価値カテゴリー記憶を担う前方の皮質領域との間に強固な再入力結合が

発達した。同時に、視床と皮質との再入力も増え、視床の核の数も増え

る。また、視床を囲む視床網様核は、特殊核とつながる抑制回路の機能

を発達させる。これによって、網様核は、各種感覚入力に対応した特殊

核の活動をいろいろなパタンに調整できるようになった。

また大脳皮質のほとんどの領域と広範に連絡している髄板内核のほうは、

あらたな視床ー皮質系の反応を同期させるのに、また高度に再入力的な

システムとなった視床ー皮質系の全体的活動を調節するのに重要な役割

を担うようになった。

新しく知覚カテゴリー化されると、そのカテゴリー自身がその記憶系に

組み込まれ、そこへ新たな知覚が入ってきてカテゴリー化され･･･と続

いていく。記憶と知覚とのこのようなブートストラップ（自力で進む）

の過程は、数百ミリ秒から数秒という時間幅で安定化するに至る。



価値カテゴリー記憶と知覚カテゴリー化
の動的結びつき（２）

価値カテゴリー記憶と知覚カテゴリー化との動的な結びつきは何をもた

らすか？このように進化した動物は、複雑な「シーン（情景）」を構成

できるようになった。そしてそのシーンの構成要素を識別できるように

なったのである。

動物が動くと、周りの世界も動く。多数の広域写像がそれに連動する。

並行して入ってくる多くの入力信号が各種感覚系を再入力によって相互

に結ぶ。これによってカテゴリー間に相関が生まれる。（過去のカテゴ

リー化と類似の、あるいは異なった）現在のカテゴリー化と価値カテゴ

リー記憶（それ以前に形成されたあらゆるカテゴリー化を反映する）と

を再入力でつなぐことによってシーンを構成する能力がもたらされる。

これが原意識の発現の基盤である。

数分の一秒という時間で意識シーンを構成する能力は、とりもなおさず、

「想起された現在」を構成する能力である。以上が、原意識のメカニズ

ムの概略である。



再入力回路の縮退：図

構造的に異なった回路が同じ出力を産み出す再入力結合を「縮退」という。



ダイナミック・コア：図



意識と因果作用（１）

ダイナミック・コアの再入力性の神経活動は、外界や脳自体からの信号

を、それらクオリアを感じる状態、つまり「X（ヒト、コウモリ･･･）で

あるとはどういうことか」へと「現象変換」する。

ここまでの説明で伝えようとしたのはこの点である。ダイナミック・コ

アの活動からクオリアへ、という現象変換が起きるということは、コア

の精神活動によって高次元の識別がもたらされるということであり、言

い換えれば、コアの活動なくして、高次元の識別はないとうことである。

現象変換は、コアの神経活動と同時に、生まれる特性というべきである。

コア・プロセスの現象変換、つまり意識は、それ自体何らかの結果を引

き起こすことができるか？ この問いは重要である。



意識と因果作用（２）

意識プロセスをCと呼び、対応するダイナミック・コアの神経プロセスをC′と

呼ぼう。Cも C′も、(C1,C1′),(C2, C2′),(C3,C3′)･･･のように表示され、

時間の中で順次起きる状態である。

Cはプロセスであって、実体ではない。C は、高次元の識別を反映し、ゆえにそ

の高次元の識別をもたらすＣ′の存在なくして、C が生じることはない。C は対

応関係を反映するものであって、直接的にも、場の属性（H. ワイル）を通して

も、物理的に何かを引き起こすことはできない。

しかし、Ｃ′は違う。Ｃ′の活動は次のＣ′の活動を因果的に引き起こす。その

Ｃ′に必然的に伴う、伴立する、のが Cというわけである。

言葉を換えれば、意識 Cはコア・プロセスＣ′に必ず伴うものの、ニューロンの

活動や身体動作を因果的に引き起こすことができるのはＣ′のほうだ。

物理世界は因果的に閉じている。幽霊も霊魂も存在しない。この世界で起きる出

来事は、Ｃ′を構成する神経活動のほうにだけ反応できるのである。



ダイナミック・コア：図



拡張TNGS

ダイナミック・コアを取り込んだ TNGSを、拡張TNGSと呼ぼう。拡張

TNGSの視点から、２つの問いをたてる。

1．クオリアはどのように個体に生じるのか？

2．個体に生じる神経状態と心的状態のどちらが因果作用をもつか？

説得力のある議論のためには、「検証可能性」と説明の「説得性」が必

要である。そのために、意識の特徴を次の3点に絞って展開し、議論す

る。（参照、表）

（１）どんな意識状態にも共通な「全般的」特徴

（２）「情報としての意識」に関連した特徴

（３）「主観としての意識」に関連した特徴

ここでは、信念や欲求、情動や思考などの意識状態を個別には論じない

が、これらと、表１の特徴が互いに作用して引き出される複合状態 - 哲

学者のいう命題的態度 - との関係を説明するのはそれほど難しくない。



意識状態の特徴：表
全般的特徴：

ひとまとまりに（単一）に統合され、脳によって構成される。

膨大な多様性をもち、次々と変化する。

時間軸に沿って、順々に変化する。

感覚属性の「結びつけ」を反映する。

ゲシュタルト現象・充填現象・閉合現象など構成的性質を備えている。

「情報としての意識」に関連した特徴：

広範囲の内容に志向性を示す。

連合性をもち、広範囲に感知できる。

中心と辺縁がある。

集中した状態から拡散した状態まで、注意による調節を受ける。

「主観として意識」：

主観的感覚・クオリア・現象性・気分・快と不快を反映する。

状況性に絶えず関与している。

慣れ・不慣れな状態の感情の元になる。



意識状態の全般的な特徴（１）

ダイナミック・コアは、異なった機能をもつ多数の部分からなり、そ

れらが短時間で統合されていく。コアは、環境や身体や脳自体の信号

によって、異なった回路を刺激されることで、ある状態から次の状態

へ数百ミリ秒のうちに変わっていく。

この過程のある状態だけが安定（準安定）であり、それがすなわちコ

アが統合されるということでもあり、つまりは意識 C にひとまとまり

（単一）という特徴をもたらす。

コアの準安定状態は、大脳皮質の別々の領域で処理される感覚属性の

「結びつけ」を反映しており、それは再入力性のやりとりの結果起き

る。そして、この結びつき状態は一連の縮退性回路から生じる。

TNGSによれば、脳は「構成せずにはいられない」。充填現象やゲシュ

タルト現象もこの特徴からくる。再入力性を介した動的変化は、皮質

間の地図の優位性を変えるのに一役買っている。選択の単位は、ニュ

ーロン群という集団であるから、特徴の優位差が生じる。視覚や聴覚

や体性感覚の錯覚現象は、ここからもたらされる。



意識状態の全般的な特徴（２）

知覚入力は最初こそ大事であるが、脳はそのうちすぐに「与えられた情

報を超えてしまう」。時には、（REM 睡眠のように）外界との入出力が

なくても勝手に意識シーンを構成してしまう。

コア・プロセスＣ′は、どのようにして、行き詰ったり途切れたりする

ことなく、流れるように続く意識状態Ｃを生み出すのだろうか？今のと

ころ憶測でしかないが、コア・プロセスＣ′ではおそらく、サイクル状

あるいは連鎖状の再入力が関与しているのではないか？環状にオーバー

ラップした再入力性の相互作用は、直線的に結合した回路よりも優位に

なるのであろう。

盲点を埋め込む充填現象、ゲシュタルト現象、これらはすべて再入力回

路が時系列的に同期するという観点から説明が可能だ。時間の感覚、連

続性・継続性の感覚、持続性の感覚も同様だ。脳は概念および知覚を再

入力結合を介して記憶や新たな入力に結びつけ、なんとしてでも、自分

に意味の通る一貫したコーヒーレントな「風景」を描かずにはいられな

いのである。



情報としての意識に関連する情報（１）
すべての意識状態が志向的であるというわけではない（例えば、気分）

し、逆に、ある種の志向的状態が必ずしも意識的であるというわけでは

ない。志向的という言葉は、「するつもり(intending)」 という意図と必

ずしも同一でない。意図はもちろん志向的だが「志向性(intentionality)」

というが含む関係はもっと幅広い。

拡張TNGSによれば、意識が首尾よくその活動を開始するかどうかは、ま

ず知覚のカテゴリー化が、価値系を目安に、外界や脳自体からの入力と然

るべき相互作用をするかどうかにかかっている。

情報としての意識に関する特徴として、連合性や感知可能性もある。この

ような特徴は、再入力性のダイナミック・コアによって脳の広域で実現さ

れる強力な地図形成とも一致する。連合性という特徴は、再入力に加え、

コアを作る視床 ー 皮質回路の縮退的な相互作用によってもたらされる。

記憶は非表象的なものであるが、これもまた縮退性という特徴をもつ。何

かを想起する働きもさることながら、さまざまな回路との多彩な連合、す

なわち連想が保証されるのも縮退性という特徴があるからだ。



情報としての意識に関連する情報（２）

意識シーンには、意識の中心と意識の辺縁がある。これは、ダイナミッ

ク・コアが複雑な「機能クラスター」として営まれていることから必然

的にもたらされる特徴といえる。この営みには、大脳基底核のループ回

路の非意識的活動が影響を及ぼしているという意味である。瞬時に変化

して準安定状態へと遷移していくコアの営みに加えて、連合性を備えた

再入力結合から生じる構成的というコアの性質から、意識シーンの縁で

ゆらぎがあるのは当然予想できる。

注意の基盤となるメカニズムは１つではない。あまり緊張状態にない、

注意が緩やかに拡散している意識状態Cでは、コアC′の皮質ー皮質間

の相互作用だけで説明がつくだろう。もう少し、注意が働いている状態

は、視床網様核のゲート開閉機能で説明できる。さらに、一心不乱の集

中状態は、大脳基底系核と大脳皮質とを結ぶ運動性ループ回路とコアの

関わりによって説明されるのではないか。

いずれにせよ、注意という機能は、複数のメカニズム、複数のルートに

よって達成されているものと思われる。



主観としての意識に関連する情報（１）

胎児期や新生児に感じる自らの身体について知覚体験、そのときの CからC′

への現象変換が、自分は自分であるという根源的な自己感や主観性の主要な

起源の１つであろう。

クオリアについては、１つのクオリア（つまりクオレ）、例えば赤い色だけ

を感じる意識体験などはありえない。人が体験するのは、多次元のクオリア

空間である。拡張 TNGS によれば、高次元の識別をもたらす能力が意識とい

う特性で表現され、それらの識別こそがその空間内のクオリアなのである。

身体や環境や記憶に対する自己の役割はなにか？基本的なものは次の２つで

ある。１つは現象変換（意識という感知できる状態への変換）への関わりで

ある。２つ目の役割は、発達心理学者ピアジェのいう自己である。すなわち、

内的に誘発された動きと、外的な何かによって引き起こされた動きとを差別

化あるいは区別するという役割だ。

自己と自己でないものを区別するもう１つの形の自己感がある。高次の意識

の特徴であり、自分と同様に他者にも自己や心があることを認識するいわゆ

る「個別化」という意識のプロセスだ。



主観としての意識に関連する情報（２）

「状況性」（自分がどういう状態や位置にあるのか）と「既知性」（

自分にとって慣れた状態かどうか）について、そのような感覚のそもそ

もの始まりは、社会的発達が始まるずっと前の「自発的運動」や「意識

への身体の関わり」に関係がある。

記憶というシステムが、身体調節にかかわる系からの内部入力と相互作

用して、自分の身体がどのような状態におかれているかを、あまねくカ

テゴリー化していることは間違いがない。

さらに、価値系や脳のホメオスタシス機能に密接に関わる情動反応は、

原意識と高次意識の両方の面できわめて重要な役割を演じている。



再入力信号
『THE REMEMBERED PRESENT』

ジェラルド・M・エーデルマン



再入力の分類：表



再入力の分類

再入力は、3つ以上の地図のどんな組合せでも起こる可能性があり、収

束すこともあり、発散することもある。

再入力は

連続的

段階的

再帰的

になる可能性もある、単なるフィードバックではない。

再入力はあらかじめ指定されてはいない情報に基づいて、淘汰システム

のなかで起き、平行するチャネルで統計的に起き、相関的な関数という

より構成的な関数である。



再入力結合の解剖的パタン（A）：図



体性感覚系の水平・垂直例（B）：図

皮質

視床

背の列核

辺縁部



再入力結合の解剖的パタン

Ａ：ここで示されるいくつかのパタンの機能的輸入（繰込み）が、後に

考察する RCI モデルで発生している；Ｙは軸索の端末を表す。

Ｂ：このシステムでは、垂直に流れ込む信号のパタンの変質が水平に置

かれた地図の境界の変質をもたらしている。

水平面は上から、

皮質

視床

脊の列核

正中神経支配（分布）：辺縁部



再入力の機能例：表



再入力の機能例

形態発生

ニューロン群の安定化 シナプス変化あり

相関

連合

濾過・制御獲得

時差（時間遅れ）

衝突の解決 シナプス変化なし

異なる感覚様式の生成

再帰的統合

動きを感知する視覚系を例に取ると、再入力は「相関」と「連合」をも

たらすことがわかる。「異なる感覚様式の生成」は２つの機能、例えば

対象の区別と動きを結びつける。「衝突の解決」は、競合する感覚信号

の統合をもたらす。「再帰的統合」は、繰り返される再入力信号を通し

て、高次知覚構成物から低次の地図への入力信号となる。



霊長類の視覚領域：粗い図



霊長類の視覚領域

解剖学的詳細は、ことごとく省いてある。

例えば、いろいろなセル層の端のところや下位領域の分布などは、省略

している。

両方向の矢印は、再入力の基礎となる解剖学的接続を示している。網掛

け部分は小細胞（P)の細道で、網掛けのない部分は巨大細胞（M)の細道

である。

LGN：視床領域

Parietal Areas：頭頂野

Temporal Areas：側頭野



カニッツア三角形：図



閉塞基準と輪郭錯視の基本説明：図



時空感覚
『THE REMEMBERED PRESENT』

ジェラルド・M・エーデルマン



順序の問題：時間の感覚

脳内には、時間感覚固有の組織というものはない。

そうではなくて、皮質とその関連組織との局所解剖学的地形（topographic 

map）の相互作用によって、時間と空間がもたらされるのだ。

１．小脳が、動作の滑らかさを感知し、感覚的カテゴリー化をもたらす。

２．海馬が、短期記憶に関連する経験に必要な本質的部分をもたらす。

３．基底核が、運動計画や選択を巻き込む経時的連結をもたらす。

以下、３つのモデルをそれぞれ提示する。



小脳の大域的・局所的基本性質：図



小脳の大域的・局所的基本特徴（１）

A：大脳皮質と小脳・脳幹領域との関係を示す。

多層の皮質領域（運動野、前運動野、体性感覚野、頭頂野、前頭

野）がコラム状に投射され、橋核に至る。橋ニューロン（PONS ）

が、小脳皮質に多くの苔状線維投射して、顆粒細胞層（GR）に達

する。顆粒細胞が、多くのプルキンエ細胞（PK）を伴って、並行

線維をシナプスに送る。運動皮質、脳幹、根背髄がオリーブ核複

合体（IO）に至り、それが次に上昇線維をプルキンエ細胞（PK）

に射出する。

小脳皮質内の局所的な興奮性、抑圧性連結が、B, C に詳細化され

ている。プルキンエ細胞が、深い小脳核（CN）に達する抑圧性軸

索に送り、コラムないしグループ（群）の配列を追想するパタン

の終りに至る。そして、細胞信号が視床核を経て運動皮質に送り

返される。



小脳の大域的・局所的基本特徴（２）

B：大脳皮質の微細な分析構造を示す。

求心的な回路と内在的な回路との解剖学的（地形的）関係を強調して

いる。登上線維の局所解剖的位置が投射され、小脳皮質の部分が分割

されて矢状縫合のマイクロゾーンとなる。マイクロゾーンは、顆粒細

胞の並行線維の主たる方向と直交している。顆粒細胞層そのものは、

２つの上に横たわるやや異なるモザイクのように組織されているよう

に見える。

C：顆粒細胞層の詳細を示す。登上線維のマイクロゾーンは、並行線維

に直交していて、顆粒細胞層のフラクチャー体性局在とは明白な地理

的関係がない。ということは、その機能は、多層の体性局在域と組合

せ的に豊富な相互作用があることを示唆している。

＜略語＞

BS：籠細胞 GO：ゴルジ細胞 NR：赤核

TH：視床 cf： 登上線維 mf：苔状線維



短期記憶の感覚体験：海馬；図



短期記憶の感覚体験：海馬

皮質の構造は、経時的なカテゴリー化と直接のリンクを持たない。

① さまざまな広域写像の交差が、実際の時間的順序を反映する経時性

のリンクをもたらすのである。

② この経時性の順序は、内的な適合欲求と快楽の刺激によって調節さ

れる。



短期記憶の感覚体験：海馬（１）

多様な皮質領域が、再入力を介して内嗅皮質に連結されている。(解剖)

貫通線維が、海馬の内的ループをつくる「三シナプス性回路」の最初の

要素である；歯状回からCA3へ至る苔状線維とCA3からCA1に至るシャ

ッファー側枝が、海馬台を介して、逆に中央内嗅皮質と側面内嗅皮質に

至るこのループを閉じる。内側のループ接続はおおよそ海馬の長い軸に

直交して薄板細胞膜配列を形成する。

個々の薄板細胞膜を水平に繋ぐ連結（連合線維）がある。主たる遠心性

の海馬形成は、大量の線維束である脳弓をなす。その交連後脳弓線維部

分は、隔膜に至る。中央隔膜は海馬のさまざまな部分を連結し、体性局

在に近い特徴パタンのピラミッド状の細胞に達する。脳弓の他の部分が

乳頭体に至る線維を含み、小脳の前方腹綿核へ連結する。そこから繊維

は帯状回にいく。それは嗅内皮質自身のような辺縁系と同じように、広

域の皮質領域（矢印）と密接に関係する。乳頭体と前方腹綿核を介して

帯状束へ至るルートは、（ときにパぺツの情動回路と呼ばれる）の辺縁

系の外側のループをなす。



短期記憶の感覚体験：海馬（２）

＜略語＞

mossy fiber： 苔状線維

SUB(Subiculum) ： 海馬台

Schaffer collateral ： シャッファー側枝

med. EA： 中央内嗅皮質

lat. EA： 側面内嗅皮質

DG： 歯状回

SEP： 外側中隔

MB： 哺乳類体

CG： 帯状回

AVN： 前方腹綿核

HYP： 視床下部



継続・計画・選択：基底核；図



継続・計画・選択：基底核

多くの皮質領域が線条体に求心路を送っている；これらの求心路は、線

条体の２つの領域に解剖的に分離されている。マトリックス域が運動野、

前運動野、体性感覚野、頭頂野からの接続を受ける；線条体の島状構造

ストリオソームが縁前方（皮質）と前頭前（皮質）から接続を受ける。

線条体マトリックスが淡蒼球に写像される；そこから軸索が視床核に達

している。この視床核から運動野と前運動野に至る上昇投射によって、

このループは閉じる。マトリックスとストリオソームは、共に黒質のニ

ューロンに写像され、その構造から逆投射を受ける。黒質は、見られる

ように脳幹構造に連結されている。



経時（succession）の新皮質と
附属器官：表



経時（succession）：時間感覚（１）

小脳皮質だけが時間と空間とを結びつけているのではない。そうではな

くて、皮質はさまざまな皮質附属器官が統治している時間的空間パタン

を相関させているのだ。表にあるような３つの主たる経時的な器官を比

較すると、それぞれの器官は、独自のやりかたで経時性に対処している

ことがわかる。

小脳は、前庭眼反射やサッカードあるいは機能性伸長反射などの運動適

合によって、反射利得制御を行なっている。それは、なにか運動プログ

ラムのようなものを生成しているのではない。というのも、動作制御の

誤り信号に対して、刺激入力がなくても、300ミリ秒以内の時間間隔で

処理をしているからだ。滑らかな動きのタイミングを計り同期をとるに

は、身体の素早い部位の動きに対して、必要な脳弓の線維のコピーが介

入しているはずである。大脳辺縁系と直接強く結びついているわけでは

ない。視床下部との双方向の接続は、滑らかな筋肉の動きと内蔵センタ

ーに影響するある種の役割を果たしていることを示唆している。それは、

変換系、同期系、誤り定訂正系としての役割であろう。



経時（succession）：時間感覚（２）

海馬の反応は、小脳のそれより長い。知覚的カテゴリー化の順序を調節

する順序化に関して、さまざまな皮質領域の信号の流れを繋げている。

快楽中枢や動機づけられた領域との接続によって、それは皮質の長期記

憶を変更するように調節する。

長期記憶に必要ではあるが、それを助長するようにはなっていない。む

しろ、皮質のシナプスの変化がその役割を恐らく担っている。海馬によ

って直接制御される経時性は、短期記憶に関連する再入力系の出来事に

係わっているから、数分単位の時間間隔である。

基底核は、運動プログラムの経時性を計画する際の、出力の選択と初期

化に介入している。したがって、その主たる活動時間は、300ミリ秒か

ら数秒になる。前頭領域の前縁方皮質への入力とその入力の脳幹への接

続とによって、基底核は少なくとも間接的に条件づけられているようだ。

こうして、海馬と同じように、基底核の機能は動機づけの状態に左右さ

れているらしい。哺乳類の脳の進化に際して、基底核はもっともその大

きさが増えた器官の１つである。霊長類の進化に際しても同様だった。



概念形成メカニズム：仮説（１）

「概念」あるいは「前概念」は、言語概念や意味に先立つ。概念は、

イメージ図式（対象、動き、壁、容器等）の基礎であり、多様な一般

的・物理的状況を要約する。概念形成は関係的であり、世界の事物や

関係の「同定」（identification）と「汎化」（generalization）に用いら

れ、したがって、言語学的意味の十分条件ではないが、必要条件となる。

概念形成のために必要な能力は、知覚カテゴリー化、長期記憶、学習で

ある。このような能力は脳のどんなメカニズムからもたらされるのか？

ここで仮説を提示しよう。脳の構造は概念形成の根拠である：脳の構造

が、カテゴリー化と区別（差異化）をもたらし、異なる広域写像の活動

パタンを再結合する。前頭野・時間領野・頂頭野・基底核等が、直接的

に、一気に、カテゴリー化や投射をなすとは考えられない。そうではな

くて、脳の構造は、感覚様式（下位感覚様式）や動きのタイプに従って

過去の広域写像の一部を活性化し、再構築し、そして再結合と比較機能

によって、広域写像を混合したり比較したりできるものでなければなら

ない。



概念形成メカニズム：仮説（２）

このことは、前頭皮質から他の皮質領域や基底核や海馬領域への逆向き

の再入力接続があることを示唆している。その接続は次を満たさなけれ

ばならない。

（１）現在進行中の感覚入力とは独立に、以前の広域写像の一部を刺激

する。

（２）動きのカテゴリーを、対象ないし身体の座標系による地図からも

たらされる空間的参照に関係づける。

（３）感覚様式（例えば、視覚的にカテゴリー化された境界）やその組

合せに関して、動きの2つ以上の組を関係づける。

（４）動きに関係する対象と対象の広域写像のクラスとを区別する。

（５）概念形成は記憶を必要とするから、以上のような活動の結果を長

期記憶に蓄積する。



概念形成メカニズム：仮説（３）

再入力によって、広域写像の脳領域の異なる組合せによる活動を、前頭

野・時間領野・頂頭野は比較できるようになる。このような内的な活動

の結果、これらの皮質領域は活動の基礎として、広域写像を分類できる

ようになる。

とくに、前頭野の機能は、活動のさまざまな結果を抽象化でき、それら

をシナプスの変化として記憶する。それによって、異なる個体間経験の

広域写像の特徴を、共通の特徴として再度刺激させることができる。つ

まり、「汎化」が可能になる。以上のモデルは、この上なく図式的で不

完全ではあるが、古典的見解からは、はっきり離脱していることがお解

りいただけよう。

（注）認知言語学との対比では、これから以下の深化が望まれる。

（１） 地図の地図（メタ地図）は、どうクラス分けできるのか？

（２） 広域写像は、どうクラス分けできるのか？

（３） 再入力信号と差異化・汎化・選択を、どう関連づけられるか？

（４） クオリアや情動の位置づけを、どう深化させられるのか？



前構文

概念が意味にまで達するには、もう１つの能力の獲得が必要である。つ

まり、概念を順序関係におくための記憶である。

概念形成と順序化は、同時に進化したとしてよいであろう。この進化を

言語の構文とは別に、「前構文」と呼ぶ。

この記憶は、対象概念への反応がいつでも活動概念への反応に先立つ（

後追う）かのどちらかであるとき、類比（アナロジー）のマトリックス

を与えることになり、思考の最初の基礎となったとみなされる。この結

合は非対称である。



エーデルマン批判：『唯脳論』
進化論的認識論：人の認識は、自然選択と同じ過程によって「進化する」とみな

す。認識を選択するのは、経験である。認識はいわば「種」であり、「経験」

である。認識は経験によって「選択」される。

神経ダーウィニズム：進化論的認識論の生物学版である。認識の内容だけでなく、

個体における脳の構造変化そのものが、自然選択過程によって規定されること

を説くからである。

進化：進化とは、数十億年に達する時間過程である。なぜか進化論者は「考えて

いるのは自分の脳だ」ということを忘れてしまう。何十億年を人は経験できな

い。それを遺伝子が経験してきたと強弁することはできる。しかし、人は遺伝

子で考えているのではない。人が経験から学ぶことは認める。しかし、40億年

は、私の経験にはない。考えることができるのは、類推によっている。なんの

類推か。自分の一生の、である。わたしは等身大の思想しか信じない。

自然選択原理：唯脳論からすれば、自然選択原理は視覚系から発したものではな

い。おそらく、運動系から発したものである。視覚系の原理は試行錯誤ではな

い。「濾過」である。運動系のそれは「試行錯誤」である。自然選択説とは、

基本的にこの機構の投射であろう。19世紀のイギリス人は生物の多様性を、運

動系の原理を応用して説明したのだ。だから、三葉虫の視覚系の進化をこの原

理は説明できないのである。進化の対象を運動系に絞ればよかったのだ。
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