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自己紹介
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• ギャラガー＆ザハヴィ『現象学的な心』勁草書房，2011年．


• コイファー＆チェメロ『現象学入門：新しい心の科学と哲学のた
めに』勁草書房，2017年．

現象学と認知科学
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• （宮原克典（2016）「痒みの現象学試
論：アトピー性皮膚炎の当事者研究の試
み」『共生のための障害の哲学Ⅱ』
143-154ページ）


• Miyahara, K. (2021). Enactive pain 
and its sociocultural embeddedness. 
Phenomenology and the Cognitive 
Sciences, 20(5), 871–886.


• Miyahara, K. (2021). Body schema 
and pain. Ataria, Tanaka, and 
Gallagher (Eds.) Body Schema and 
Body Image: New Directions, Oxford 
University Press: 301–315.

Enactive approach to pain
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• 心と世界はどのような関係にあるか？


• 「心は私たちの内部であり，世界は私たちの外部にある」


• 「知覚が内部と外部をつなぐインターフェースの役割をはたす」


• 身体はどこに入るのか？

心と世界
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• 知覚の対象は外界だけではない


• 外受容感覚 exteroception（視覚，聴覚，etc.）


• 自己受容感覚 proprioception（運動感覚，姿勢感覚）


• 内受容感覚 interoception（内臓感覚，痛覚, etc. ）


• 知覚には自分の身体を認識する働きも含まれる


• 心と世界の関係でいうと，身体は世界の側に含まれる

知覚と身体
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• 心と物はまったく別のタイプの実体


• 心の本質は考えることにある


• 物体の本質は広がりをもつことにある


• 身体は物体の側に属する。複雑に作用しあ
う多数のパーツからなる高性能な機械。


• 感覚や運動において心に作用を及ぼす。だ
が心は本質的には身体を必要としない。

デカルトの心身二元論
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• たしかに身体は空間的な広がりをもった物質である。物体を手で
触るのと同じように，自分の手を触ることができる。


• だが身体は二つの点でたんなる物体とは違っている


• (1) 身体には感覚が生じる。右手で左手を触ると，左手のキメが
感じられるだけでなく，左手の表面に感覚が生じる。


• (2) 身体は自分の意志で自由に動かすことができる。コーヒーを
カップに注ぐためには腕を運動させる必要があるが，腕を運動さ
せるために他の何かを運動させる必要はない。

身体は単なる物体か？
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フッサール『イデーン II 純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 第2巻』みすず書房，2001年．36節，38節．



• 身体は，ある種の物体（物体的身体 Körper）として経験される
ときもあるが，認識や行為をおこなう主体である私たち自身の一
部分（生きられた身体 Leib）をなしてもいる。


• 「心＝内部／世界＝外部」と考えると，私たちは本質的には身体
を必要としない存在であるように思われるが，具体的な経験をふ
りかえると，私たちは身体で認識や行為をおこなう主体である。


• 「身体的主観性 embodied subjectivity」とも表現される。

現象学的身体論
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• モーリス・メルロ゠ポンティ 
(1908-1961)


• 「意識とは身体を媒介にした物への
存在である」(Merleau-Ponty 1945, 
p. 173 [1巻，233頁])


• 「意識が身体を媒介にする」という
ことの意味を詳しく考察するなかで
「身体図式 schéma corporel」をめ
ぐる議論を展開する。

メルロ゠ポンティ
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• 身体像 body image 自分の身体を対象とする心の状態


• 身体像 body schema 自覚的な意識なしに機能する感覚運動能力


A body image consists of a system of perceptions, attitudes, 
and　beliefs pertaining to one's own body. In contrast, a body　
schema is a system of sensory‐motor capacities that function　
without awareness or the necessity of perceptual monitoring.　
This conceptual distinction between body image and body　
schema is related respectively to the difference between having 
a perception of (or belief about) something and having a capacity 
to move (or an ability to do something). (Gallagher 2005, p. 24)

身体像と身体図式
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Gallagher, S. (2005). How the body shapes the mind. Oxford University Press.



• (1) 感覚運動能力　感覚運動的な行動制御を無意
識のうちに実行する。


• (2) 前ノエシス的機能　前反省的な身体的自己意
識や知覚経験を構造化する。


• (3) 習慣性　今ここでの行動を形成し，行動の反
復を通じて更新される。

身体図式
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身体図式
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• 大脳皮質に損傷を負った患者の症例：


• (1) 受動運動で身体部位の場所が分からなくなる


• (2) 触覚刺激の場所が分からなくなる


• 感覚は鈍っているが完全に消失しているわけではない


• 身体全体の枠組みのうちに感覚を定位する機能が働いていない

　身体図式 body-schema

　体位図式 postural schema

身体図式と感覚
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Head, H., & Holmes, G. (1911). Sensory disturbances from cerebral lesions. Brain, 34(2-3), 102-254. 
田中彰吾（2009）「心理的身体と身体知：身体図式を再考する」『人体科学』18(1), 1-12.



• 身体図式は，実験室で受動運動や身体感覚を認知 
するときだけでなく，日常の具体的な行動の制御 
にも関わっている。


• 例：痒いところを掻く。 
　痒いところと手が身体全体のなかに定位され， 
　それに合わせて運動が形成される


• 例：低い天井に頭がぶつからないようにかがむ 
　頭が身体全体のなかに定位されて運動が形成される 
　さらに天井を含む空間のなかでも定位されている

身体図式と行動
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田中彰吾（2009）「心理的身体と身体知：身体図式を再考する」『人体科学』18(1), 1-12.



• (1) 感覚運動能力　感覚運動的な行動制御を無意
識のうちに実行する。


• (2) 前ノエシス的機能　前反省的な身体的自己意
識や知覚経験を構造化する。


• (3) 習慣性　今ここでの行動を形成し，行動の反
復を通じて更新される。

身体図式
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• 身体図式は無意識のうちに感覚を身体的な枠組みのなかに定位す
る。身体全体という枠組みのなかに感覚を定位する自覚的なプロ
セスはない。


• しかし，身体図式はまさに感覚を身体全体という枠組みのなかに
位置づけることで身体感覚の意識を「前ノエシス的 pre-noetic」
(Gallagher 2005, p. 32)に構造化している。 


• 身体全体という枠組みは，主題的に意識されているわけではない
が，まったく意識にのぼっていないのでもない。意識の背景で経
験されている。前反省的な身体的自己意識 pre-reflective, bodily 
self-consciousness。

身体図式と身体的自己意識
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Gallagher, S. (2005). How the body shapes the mind. Oxford University Press.



• 視覚と触覚で感覚が同期すると，ラバーハンドの表面で感覚が生
じているかのように錯覚する


• ラバーハンドに身体所有感 sense of bodily ownership が転移


• 感覚が個別に転移するのでなく， 
腕全体が転移したように感じられる


• 腕全体が枠組みとして 
背景で意識されているのが顕在化する

例：ラバーハンド錯覚
21

Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see. Nature, 391(6669), 756-756. 
Valenzuela Moguillansky, C., O'Regan, J. K., & Petitmengin, C. (2013). Exploring the subjective experience of the 
“rubber hand” illusion. Frontiers in human neuroscience, 7, 659.



• 幻肢 phantom limb：事故や手術で腕や足を失った人が，腕や足
の存在を感じ続ける。しばしば存在しない幻肢痛 phtantom pain 
が生じる。


• 腕や脚が存在しないことを知性では理解しているにも関わらず，
その腕や脚をつかった行動を思わずとってしまうことがある。


［患者］の幻の手は、パンチをかわしたり、転倒を防いだり、小
さい弟の背中をポンとたたいたり、およそ本物の手が無意識にす
ることを、何でもすることができるらしい。トムは左利きなの
で、電話が鳴るたびに、幻の左手が受話器をとろうとする。（ラ
マチャンドラン＆ブレイクスリー 1999，52頁）
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行動における身体的自己意識 (1/2)

ラマチャンドラン＆ブレイクスリー『脳のなかの幽霊』角川書店，1999年．



• 腕や脚は，本人の自覚的な身体像のうちには存在しない。しか
し，具体的な行動を形成する身体図式のうちには存続している。


• それゆえ，前反省的な身体的自己意識では，これまでと同じよう
にさまざまな行動をできるものとして存在する。幻肢を感じてい
る人は「歩く」や「受話器をとる」などの行動をどうやればいい
のかを身体で覚えている。


• それと同じように，羽根帽子に慣れている婦人は「天井の低いド
アを通る」という行動をどうやればいいのかを身体で分かってい
る。逆に「こんなに低いところは通れない」ということも身体で
理解している。

行動における身体的自己意識 (2/2)
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• 身体は知覚経験も前ノエシス的に構
造化する。


• アフォーダンス (Gibson 1979)：環
境が提供する行動や出来事の可能
性。環境と動物の関係で決まる。


• どのような身体図式を持っているか
によって，環境のうちに知覚される
アフォーダンスが変わる。

身体図式とアフォーダンス
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Gibson, J. J. (1979/2014). The ecological approach to visual perception: classic edition. Psychology press. 
ギブソン，J. J. 『生態学的視覚論：ヒトの知覚世界を探る』サイエンス社，1986年． 

Rietveld, E., & Kiverstein, J. (2014). A rich landscape of affordances. Ecological psychology, 26(4), 325-352.
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身体図式
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• 身体図式と行動は循環的な関係にある。


• (1) 身体図式は行動の原因である。現在の環
境における具体的な行動を形成する。


• (2) 身体図式は行動の結果である。行動の歴
史を通じて形成される。


• 例：白杖。はじめは手元に振動を感じる。使い
続けるうちに身体図式が拡張し，杖の先端で地
面を感じられるようになる。

身体図式と習慣
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• サルが熊手を使えるように訓練し，脳活動の変化を調べる。


• (1) 身体図式が更新して身体的自己意識が変化


• もともと手に光を当てたときに発火するニューロンが，手にもっ
ている熊手に光を当てたときにも発火するようになる。

サルにおける身体図式の更新 (1/2)

27

入來篤史『道具を使うサル』医学書院，2004年． 

Maravita, A., & Iriki, A. (2004). Tools for the body (schema). Trends in cognitive sciences, 8(2), 79-86.



• (2) 身体図式の更新して環境に対する知覚が変化。


• もともと手の届く範囲に光を当てたときに発火するニューロン
が，熊手の届く範囲に光を当てたときに発火するようになる

サルにおける身体図式の更新 (2/2)

28

入來篤史『道具を使うサル』医学書院，2004年． 

Maravita, A., & Iriki, A. (2004). Tools for the body (schema). Trends in cognitive sciences, 8(2), 79-86.



• (1) 感覚運動能力　感覚運動的な行動制御を無意
識のうちに実行する。


• (2) 前ノエシス的機能　前反省的な身体的自己意
識や知覚経験を構造化する。


• (3) 習慣性　今ここでの行動を形成し，行動の反
復を通じて更新される。

身体図式（まとめ）
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• 痛みとは何か？


• 表象主義 representationalism：主体に身体状態を示す身体感覚


• 命令主義 imperativism：主体に行動を命令する身体感覚


• 痛みの経験とは？


• 位置・質・強度の3次元で規定される身体感覚を感じること


• 身体の痛みを自覚的な身体像のうちで意識すること

痛みの哲学
31

Corns, J. (Ed.). (2017). The Routledge Handbook of Philosophy of Pain. Routledge.



• 痛みは身体図式に影響する。痛みが生じると，環境に適応するた
めの感覚運動機能の働きは変化する。


• そうすると，無意識の行動制御だけでなく，身体図式の前ノエシ
ス的な働きによって，主体の意識経験にも影響する。


• 痛みの経験には，身体の痛みを自覚的に意識することだけではな
く，痛む身体（痛みの影響を受けた身体図式）を通じて世界を経
験することも含まれる。

痛みと身体図式
32



• 例：寝不足で身体中が痛むなかで仕事をする (Geniusas 2017)


• (1) 前反省的経験 pre-reflective experience


• 自覚的に意識していなくても，腰痛はずっと感じている。


• 特定の身体部位に定位されているわけではなく，身体の居心地
の悪さとして背景で感じられる。前対象的 pre-objective。


• 腰痛は経験全体に影響を与えている。小さな作業が面倒，他人
がうっとうしく感じられる。


• 痛みは対象化されずに身体において生きられている。

痛みの多次元性（村田 2019）(1/2)
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Geniusas, S. (2017). On pain, its stratification, and its alleged indefinability. Gestalt Theory, 39(2/3), 331-348. 
村田純一『味わいの現象学』ぷねうま舎，2019年．



• 痛みは自己の身体に注意を向けさせる 
痛みの「妨害的性格」（村田 2019, 294頁, 298頁）


• (2) 情動的反省 Affective reflection：苦痛として意識


• (3) 認知的反省 Cognitive reflection：疾患として意識


• 表象主義と命令主義は認知的反省と情動的反省における痛みの経
験を一般化しており，痛みの多次元性を見落としている。

痛みの多次元性（村田 2019）(2/2)
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Geniusas, S. (2017). On pain, its stratification, and its alleged indefinability. Gestalt Theory, 39(2/3), 331-348. 
村田純一『味わいの現象学』ぷねうま舎，2019年．



• 特に痛みや不調がないとき，身体はさまざまな行動を実行できる
ものとして意識の背景に退いており，環境はさまざまなアフォー
ダンス（行為の可能性）を含むものとして知覚される。


• 痛みが生じると，身体に注意が引きつけられ，環境のうちに知覚
されるアフォーダンスが変化する。


• 例：足首をひねる。ピッチは走ることよりも寝転がること，他人
は避けることよりも支えてもらうこと，階段は登ることよりも避
けることをアフォードするようになる。


• 急性痛は環境に対する態度を一時的／部分的に変容する

痛みとアフォーダンス (1/2)
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Coninx, S., & Stilwell, P. (2021). Pain and the field of affordances: an enactive approach to acute and 
chronic pain. Synthese, 199(3), 7835-7863.



• 慢性痛は環境に対する態度に持続的／全体的に浸透する


• 環境が全体的に行為をアフォードするものとして感じられなくな
る。


• 例：階段は登ることではなく，ケガすること，痛みを増すこと，
恥ずかしい目に遭うことをアフォードする。他者は交流をア
フォードするよりも，孤独感や孤立感を呼び起こす，など。


——————————————————————————————

• 急性痛では身体図式が一時的に適応するのに対して，慢性痛では
慢性的に痛い身体を前提にした身体図式が定着している。

痛みとアフォーダンス (2/2)
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Coninx, S., & Stilwell, P. (2021). Pain and the field of affordances: an enactive approach to acute and 
chronic pain. Synthese, 199(3), 7835-7863.



• 痛みの経験には，身体の痛みを自覚的に意識することだけではな
く，痛む身体を通じて世界を経験することも含まれる。


• 身体図式の概念は，それが一体どのような経験なのか，どのよう
な原理で生じているのかを考えるための視点を提供する。


• それはもしかしたら，痛む身体を生きる人々に対する治療を考え
る手がかりにもなるかもしれない。(Coninx & Stilwell 2021; 
Coninx & Stilwell 2022)

結び
37

Coninx, S., & Stilwell, P. (2021). Pain and the field of affordances: an enactive approach to acute and 
chronic pain. Synthese, 199(3), 7835-7863. 
Coninx, S., & Stilwell, P. (under review). Chronic Pain, Enactivism, & the Challenges of Integration. 
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