
75

『科学の世界と心の哲学』（小林［2009］1）は，科学史が何を明らかにして

きたかを述べる第Ⅰ部と，それをふまえて心の問題がいかにして解明されう

るのかを示した第Ⅱ部からなり，全編にわたってデカルトの功績を現代に生

かそうとする態度が貫かれている．とりわけ心の哲学を扱う後半において

は，現代ではきわめて旗色がよくない実体二元論を主張したデカルトの方法

が，その評価とは裏腹に，現代の心の理論に十分に生かせるものであること

を示している．この結論に至るまでの議論は啓発的で，ともすれば時代遅れ

との評価を下されがちなデカルトの業績のすぐれた点を浮き彫りにしてい

る．

物理主義の優勢にさらされながら，どうにかして心独自のあり方を模索し

ようとする小林の姿勢には確かに共感できる点がある．しかしながら，小林

の提案を受け入れて，ただちにデカルトの方法を現代に生かした心の理論を

構築する気になるかと言われれば，躊躇せざるを得ない．それは，デカルト
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の思想が現代の科学の発展を視野に入れることができなかったからではな

く，デカルトの心の捉え方に加え，小林によるそれらの擁護法に疑問が残る

からである．本稿では小林［2009］で展開されているデカルトの立場と，小
林によるそれの擁護に光を当て，「心」というものをどう捉えたらよいかを

考える端緒としたい．1節では，デカルトによる心の捉え方と，心身問題に
与えようとしていた答えを概観する．その答えとはつまり，心身関係は一種

の機械論的なものとして科学的に探究される一方で，その関係自体は私たち

の実感から捉えるほかないという二面性を備えているということである．続

く 2節では，このようなデカルトの姿勢こそが現代において心の場所を確保
する道であるとする小林の主張がどのように展開されているかを追い，3節
でそれらの主張に対する反論を提示する．4節では再びデカルトの立場に戻
り，彼の二面的な心身関係の捉え方のもつ危うさを指摘する，5節ではそこ
に起因する他者の心の問題をとりあげ，最終的に 6節でデカルトおよび小林
の困難を乗り越える見込みがある代案を示して結論としたい 2．

1 ．デカルトの心と心身関係

「心」とはどんな存在者なのか．その問いを解く鍵はデカルトの名高い「方

法的懐疑」にある．デカルトは不確実なものをすべて疑うというラディカル

な形の懐疑から出発し，「疑う私」という独自の存在を現出させた．この

「疑う私」は，懐疑の対象になっているすべてのものよりも上のレベルに存在

する（p.86）．懐疑とは文字通り「疑う」ことであるが，これは単に疑うはた
らきにとどまらず，思考を含めた精神活動全般に及ぶと言えるだろう．懐疑

とはすなわち，既存の物事に対して「同意しない」というはたらきである．

このはたらきを小林は「心の能動性・主体性」として捉える．それは，何か

望ましくない状況に接したときどうにかしてそれを回避しようとしたり，逆

に望ましくない行為への欲求を制御しようとする場合に顕著となる（p.155）．
そのとき，行為を拒否したり制御したりするのはこの「私」であり，その根

幹をなしているのは，思考する存在者としての「私」において生じる「意

識」のはたらきなのである．「主体性」はあくまでこの私が
0 0 0 0

腕を動かす，望

まない行為を拒否するという意識のはたらきのうちに現れる．そして，この

主体的で能動的な意識は，私自身が実感として得るほかはなく，外から観察

することができない以上，決して科学的探究の対象にはなりえない．

とはいえ，他方でデカルトは心と身体の関係の機械論的（科学的）説明を

も与えている．心がなぜ身体に影響を及ぼすかは，体内を流れる動物精気

と，脳内にあるとされる「松果腺」によって説明される．動物精気は，脳と
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他の身体部分をつなぐ神経の糸を包む細い管の中にある．外界から刺激を受

けると，その刺激は脳にまで伝えられ，脳室にある動物精気に様々な運動を

もたらす．そのうちのあるものは，脳室の中につるされた状態の松果腺を介

して精神に様々な感覚を与える．反射的な行為も同様に説明され，こちらは

精神の介入なしに，脳室の孔から精気を筋肉の方へ多く流入させて，それに

結びついている肢体を動かす（小林［2009］p.94，『情念論』第一部31-36
節）．『情念論』においては，外的感覚知覚や内的欲求が引き起こす反射的な

運動だけでなく，呼吸したり歩いたり食べたりといった，他の動物と共通の

人間の活動もすべて，肢体の物理的構造と動物精気の運動から機械論的に説

明される．

小林によれば，デカルトの功績の一つは，心と身体は別個の物体であると

する心身二元論を唱えながらも，あえて自然科学の方法で心のはたらきに迫

り，心と身体の関係を一種のメカニズムと見なしたうえで，それがどのよう

に機能しうるのかを明らかにしたことにある．デカルトの立場では，しばし

ば身体と独立した実体としての心の位置づけに焦点が置かれることが多かっ

たが，実際にはいち早く心身関係の物理科学的説明を与えていたのである．

しかしながら小林は，デカルトによる心身関係の科学的説明と心身合一に

よる説明は決して混同されてはならないと強調する．科学的説明は，身体機

能についての神経生理学的，脳科学的究明を進め，なおかつ非物理的な心の

存在を認めることから出てきたいわば「外からの仮説」であり，非物理的な

精神と松果腺という物質がどう作用し合うのかについて答えを与えるもので

はない．一方，心身合一は，心と身体とがどのようにかかわり合うのかの説

明を与えはするものの，それは心の外からの科学的究明によっては決して捉

えることができない．

心身合一を科学からは捉えられないし，捉えるべきではないというデカル

トの主張に，小林は全面的に同意している．心身合一は，たとえば実際に手

を動かすなどして，直接に心と身体との結びつきを体感するしかないような

ものであるとされる．手足を動かすとき，私たちの行為者としての精神は能

動的に意志を働かせて因果的に手足を動かしている．このときは，先の機械

論的説明のとおり，動物精気が筋肉に流入して手足を動かしているのである．

動物精気の動きなどはもちろん意識できないが，それでも私たちは，自分の

意志で手足が動いているということを，「ほかならぬ
0 0 0 0 0

私が自分の手足を動か

す」という形の意志による因果的作用として意識できる．この意識は人間の

内部においてのみ発生するのであり，心の外からの形而上学的概念や科学的

概念に訴えて説明しようとするとかえって曖昧になり，理解が困難となるの
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である（pp.102-3）．

2 ．小林のデカルト擁護

以上のようなデカルトの立場を擁護するにあたり，当然ながらデカルトの

同時代人と同じ手法をとることはできない．現代においては脳科学や神経科

学などがあり，心の哲学がある．これらの研究がデカルトの思惑に反する成

果を提示してきている以上，現代においてデカルトを擁護するためには，こ

れらの分野との対峙は避けられない．本節では，小林がいかにして現代の心

の理論にデカルトの思想を応用し，脳科学や神経科学，および心の哲学から

の反論をかわそうとしたか見てゆこうと思う．

デカルトを擁護する際に小林は，心的なものに備わる「実感」，すなわち

「意識」に軸をおいている．意識は，それをもつ本人からのみアクセスで

き，能動性・主体性を伴い，私の存在を確立しうる役目をする「懐疑」を担

うものである．現代の脳科学および神経科学の進歩は，そのような主体的・

能動的実感としての意識が介入する余地を与えないように思われる．しかし

小林は，主体的・能動的意識の活動は科学理論の扱う範囲を超えており，懐

疑を行使してもその主体である意識自体に懐疑の手が及ぶことはなく，私と

いう意識の存在が科学によって揺るがされることはないと主張する．

実際に展開されている論証を見てみよう．小林によれば，ある理論体系を

「科学」たらしめる形式体系がある．その体系は，対象を数量的に規定でき

る，記号などを用いて抽象化・形式化できる，それを立証するための実験お

よび検証を反復できる，という 3つの条件を備えている（p.141）．これらは
いわば，科学が外部から誰でもアクセスできるものであるための条件であ

る．脳科学や神経科学が打ち立てるような意識についての理論も，当然なが

らこれらの条件を満たしている．しかし私たちは，脳科学や神経科学の対象

としての「意識」がもつ理論の形式体系を十分に理解した上でなお，それが

真ではないのではないかと疑うことができる．というのも（例えば）意識に

ついての理論は，科学者たちの思考の産物であるが，それに対して懐疑を行

使する意識は，その産物の範囲に収まらないメタレベルで現れるからである

（p.140）．たとえ意識についての理論で述べられていることを疑うことがで
きても，意識そのものの存在を疑うことにはならない．懐疑を行うものとし

ての意識と，理論の対象となるものとしての意識は別のものだからである．

このことは，脳を通して心のすべてを理解する「卓越した脳科学者」にお

いても例外ではない（pp.143-4）．その脳科学者は脳についてすべてを熟知
しており，完全な理論をたてることができる．彼の開発した理論はいわば彼
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自身の思考の対象である．すなわち，その理論はデカルト的懐疑の対象でも

ある．卓越した脳科学者がデカルト的懐疑を実行に移すとき，最先端の脳科

学理論を開発した科学者でありながら，彼はその妥当性をあえて疑うことが

できる．というのも，理論を作り出した「彼の思考そのもの」は，それが対

象となるところの理論を完全に超えているはずだからである．そして，懐疑

を実行しているときに彼が行使している思考そのものは，彼の理論からは説

明できない．今後いかに脳科学が発達しようとも，意識はその理論の枠組を

超え出た形で存在しており，決して当の理論によって把握されることはな

い．よって，意識は脳科学や神経科学によって排除されることなく存在し続

けることができるのである．

さらに小林は，当の脳科学者や神経科学者の側から，彼らの射程を超える

意識のはたらきの存在を示唆する現象が確認されていると指摘する．例えば

下條信輔は，「脳の内部に攻めていくと，「能動性」「自発性」「意図」「主体」

が蒸発する
0 0 0 0

」（傍点筆者）と述べる．脳の「中枢」というのは本来「それを

刺激すれば，その機能が作動する」という受動的な性格をもち，さらにはそ

れを扱う神経科学の方法自体が受動的なものであるがゆえに，脳の中では

「主体性」や「能動性」を捉えきれないのである（下條［1999］，pp.140- 146，
小林［2009］，p.147）．小林は下條のこの見解を，「意識の自然化」の試みの
本質的困難を示すものと考え，能動的・主体的意識が神経科学の方法の射程

を超えていることの証左としている．

また，脳科学者のベンジャミン・リベットはその著書『マインド・タイ

ム』（リベット［2005］）において，脳科学の領域を超える意識の可能性を示
している．リベットは，被験者が手首を動かしたときの脳の準備電位が発生

する時点と，手を動かそうとする意図の「気づき（アウェアネス）」の発生時

点，そして，実際に手首を動かすことで生じる「筋肉の活性化」の時点を計

測する実験を行った．実験は，あらかじめ腕を上げることを予定していた場

合と，まったく予定していなかった場合とに分けて行われた．リベットによ

れば，行動を予定していた場合には意図の「気づき」よりも600～800mm/s，
予定していない場合にも350mm/sのタイミングで脳に準備電位が発生する
ことが報告されている（リベット［2005］，pp.151-60）．
準備電位の存在は，一見すると行為が脳の活動に起因するのであり，行為

をしようとした意図の「気づき」によるものではないことを示しているよう

に見える．リベットは，「気づき」が実際には行為の起因にはなりえないと明

言しながらも，被験者の予定の有無にかかわらず，腕の筋電位の発生よりも

200mm/s前に「気づき」が観察されていることに注目する．このタイミング
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で，当初予定されていた行為を取りやめたり制御したりする余地が生じる 3．

いわばリベットはこの200mm/sのタイムラグに行為を左右する「自由意志」
の可能性を読み取っているのである（小林［2009］，p.163-4，リベット［2005］，
pp.160-3）．
以上の例に代表される脳科学・神経科学の諸成果が小林の立場の強力な後

ろ盾となりうるならば，そのことが意味するのは，心の科学的アプローチが

有効であっても決して心特有の主体的・能動的意識の消去につながらないと

いうことだろう．そして，デカルトを支持する小林の試みが的を射ていれ

ば，なじみのある心の概念はすべて脳の概念にとって代わられてしまうので

はないかという不安から私たちは解放されることになる．しかしながら，脳

科学や神経科学よりも（日常的な感覚で捉えられるところの）心の存在に寛

容であるかに見える心の哲学（小林は特に現代の英米圏の哲学に限定してい

る）ですら，物質化されない心のはたらきの存在には否定的であるように思

われる．小林はこのような傾向を厳しく批判し，再び「私の」意識の重要性

を強調する．以下でその批判の内容を見てゆくことにするが，それは 2つの
方向から捉えることができる．最初にとりあげる消去的唯物論批判は，「私

の」意識としての心の存在にかかわる．そして，本書でややページをおいて

なされているデイヴィドソンやキムら物理主義に対する批判は，心の意識と

してのあり方と密接にかかわってはいるものの，もっぱら心身の因果関係に

ついて向けられたものである．この区別に沿って，小林の主張を見ていくこ

とにする．

2－1　消去的唯物論批判

チャーチランドは，素朴心理学が何千年にもわたって進化していない，睡

眠や記憶などの日常的な心理現象を説明できないなどの理由を挙げ，素朴心

理学がきわめて不完全な理論であるがゆえに，科学理論としては排除される

べきだと主張した．消去的唯物論に対する小林の批判は，心身問題の科学的

解明と心身合一とを分けて考えるべきだとするデカルトの立場に対応してい

る．すなわち，心身合一の科学的解明を試みるのが見当違いであるのと同じ

ように， 消去的唯物論の観点から素朴心理学の是非を論ずるのは的外れで
ある，というのである．

ここで小林が着目するのが，消去主義が標的にしている「素朴心理学」が

日常言語の上に成り立っているという点である．日常言語は，「今」「ここ」

「私」など，場所や人物を表す指標詞を含む．これらの語は，何らかの発話

の状況が与えられたときにしかるべき機能を発揮する．「今」という語は，



81

デカルト的な心は生き残れるか？

例えば西暦何年何月何日のどの時刻に発せられたかによってはじめてその内

容を得る．これらの「状況依存語」は，それ自体では何の意味ももたない

が，それらが何千年にもわたって使い続けられているのは，私たちがその表

現に「その直接性・確実性・流動性」のゆえに独自の価値
0 0 0 0 0

を認めているから

である（pp.117-8）．信念などの命題的態度の表現についても同様である．
「私は信じる」などの表現を用いることにより，私たちはその言語表現に主

観性を付加し，主観性を含んだその表現に私たちは意味を認めているのであ

る．しかし，この文脈・状況依存性とは独立した対象を扱う近現代の科学

は，「私の」今・ここでの意識体験などを取り込むことができない．科学は

ある事象を形式化・記号化することで，時代や文化にかかわりなくその理論

にアクセスできるようにする．さらに，実験や観察の手順を整備し，あとか

らでも反復可能なものとする．小林によれば，現代科学の特徴は，科学理論

や現象へのアクセスの普遍化にあり，そこに文脈的・状況依存的な要素は介

入する余地がない．このような手法のもとでは，素朴心理学で行われている

私たちの心の理解の根幹をなす文脈・状況依存性が抜け落ちてしまうのであ

る．

さらに小林は，チャーチランドが提唱するコネクショニズムにも異議を唱

える．コネクショニズムとは，人工的ニューラルネットワークをモデルに人

間の認知を捉えようとする立場である．ニューラルネットワークによる表象

はニューロンの各ユニットに分散して存在しており，自然言語のような統語

論的構造をもたない．例えば目の前に犬がいるのを見るという表象は，自然

言語であれば主語「私が」，目的語「犬を」そして述語「見る」といった諸

要素から構成されるが，コネクショニズムにおいては，表象とはニューロン

のユニットごとの重みづけであり，統語論的構造に対応するものは存在しな

い（pp.121-2）．
この立場に対して小林は，脳の神経科学的解明が「心」や「思考」「表象」

の解明とはたして等価であるのかと疑問を投げかける．神経科学的解明は，

せいぜいのところ心的存在が現れる際に脳の中で起きていること，いわゆる

「相関項」についての解明でしかない（pp.122-5）．そのような解明を心の解
明であると称するのは，はじめから物理主義を前提した論点先取を犯してい

る．さらに，人間の心的・言語的活動と身体・物理的活動との関連がどのよ

うなものとなるかという謎が生じてくる．これはまさしくデカルトが提起し

た謎であり，脳神経科学が発達してもその解決にはまったく近づいていない

ことになる（pp. 127-8）．
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2－2　「心の哲学における物理主義」批判

消去的唯物論ほど極端ではなくても，心的なものの存在を認めはするが，

デカルトが主張したような実体ではないものとして捉え直そうとする動き

が，現代の心の哲学において多く見られる．それは，心がいかにして身体に

因果的な働きかけをなしうるかを論じる際に顕著となる．これらの動きに対

しても，小林はデイヴィドソンとキムを例にその限界を指摘する．デイヴィ

ドソンは，心的出来事と物理的出来事は同一であるが，出来事の心的性質と

物理的性質は別であるとする「非法則的一元論」を展開した．この立場は，

性質としての心的な存在の余地を残しているがゆえに「非還元的物理主義」

と呼ばれ，また，心と身体をともに実体として認めたデカルトに比して「性

質二元論」とも呼ばれる．非法則的一元論においては，心的出来事が物理的

出来事と因果的相互関係をもちうるのは，それが物理的に記述され，すなわ

ち物理的出来事として因果法則に包摂されるときである．小林はデイヴィド

ソンの立場に対し，従来の批判者たちの見解を受ける形で，心的性質に存在

論的に自立した身分が与えられないならば，心的性質は身体との因果関係に

対して何の役割も果たしていないことになるのではないか，と述べる（pp.158 
-60）．
一方，デイヴィドソンの批判者の一人であるキムは，物理主義を維持しな

がら心の実在を主張しようとする都合のよい立場はありえないとして非還元

的物理主義とは異なる道を選び，心の機能的性質を物理的性質に還元する方

向へ向かった．キムの立場にかんして小林は，「私が腕を動かす」ことが

「この意識を持った私が腕を動かす」ことに等しいと強調した上で，そのこ

との実感や，それによって私の腕が動くという因果作用，すなわちデカルト

が心身関係の中心をなすと考えた因果作用を度外視していると評する．ゆえ

に，キムに対して小林は「この私の行為を，私には意識されないミクロの神

経生理学のレヴェルの出来事のせいにすることはできない」（p.162）との反
論を提示する．このように，心の哲学に対する小林の批判は，それらが行為

の主体としての「私」の意識の存在を無視したままで進められることに向け

られている．

3 ．デカルトの方法は有効か？

3－1　消去的唯物論批判に対して

消去的唯物論者は，自らの脳神経科学の理論があたかも心そのものの理論
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であるかのように見なしているが，状況依存的な私の「今」「ここ」の意識

を切り捨てた理論は心の理論たりえない，というのが，小林の消去的唯物論

批判の要点であると思われる．けれども，最初から意識の主観的実感を対象

外にしている消去的唯物論に対して，「『私』の意識の主観的実感を無視して

いる」と主張することははたして反論たりうるだろうか．

あるものの存在をめぐって議論が成り立つのは，（それの存在に賛成する

か反対するかは別にして）いったんその存在者にかんする仮定を共有した上

で，その仮定に対する是非を問う場合であろう．例えば宇宙人が実在するか

どうかを議論する場合，宇宙人肯定派と否定派の間に，「もし宇宙人がいる

と仮定したらどうなるか」「宇宙人が存在するとはそもそもどういうことか」

にかんする理解は共有されている必要がある．それらが共有されずにただ

「宇宙人は本当にいる」「いやそんなものはいない」と言い合っているだけで

は，それは議論の域に達することなくもの別れになるおそれがある 4．

消去的唯物論者に対する小林の批判もそれと同じような結果を招くと思わ

れる．消去的唯物論は，日常的な素朴心理学を斥けようとはしているけれど

も，デカルト的な私の意識そのものにかんしてはそれほど積極的なコミット

メントを行っていない（あえて否定しようともしていない）．コネクショニ

ズムに目を向けても，ニューロンのユニットの重みづけによる表象の説明を

行ってはいるものの，（結果的に，意識なしでも認識や表象を説明できるこ

とになったとしても）そこに意識の否定にかんする積極的な含意があるわけ

ではない．主観的な自己意識にかかわる問題意識および理解が共有されてい

ない相手に向かって意識の重要性や存在を説いたとしても，有益な結果は得

られないように思われる．

それでも，デカルト的な私の意識の重要性を消去的唯物論者と議論する方

法がないわけではない．消去的唯物論者との議論を展開させるためにまず必

要なのは，彼らと同じ土俵に立つことである．すなわち，彼らの展開してい

る科学的な方法論や前提を共有した上で，そこで機能しうるデカルト的な私

の意識とはどのようなものなのかについてのモデルを示すことである．つま

り，デカルトが主張したような，意識や実感による説明を物理的・機械論的

説明の範囲外におくという方法では，消去的唯物論者に対抗するには限界が

あるということなのである．

3－2　「心の哲学における物理主義」批判に対して

デイヴィドソンやキムに対する批判についても，消去的唯物論批判と同様

の特徴を見出すことができる．キムの徹底した物理主義のもとでは，「私が
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腕を動かすのだ」という実感は実在的因果をもたない表層的なことになって

しまう．「私が腕を動かす」というのは，あくまで「この意識をもった私が

腕を動かす」ということであり，「この私の行為を，私には意識されないミ

クロの神経生理学のレヴェルの出来事のせいにすることはできない」と反論

できると小林は主張しているが，この見解が反論として機能しうるのは，キ

ムが「私の意識」の存在にコミットし，肯定的であれ否定的であれ何らかの

態度を明言している場合だろう．しかし，そのような意識にかんしてキムが

何らかのコミットをしている形跡は見当たらない 5．消去的唯物論の場合と

同様，小林は相手方のコミットメントが存在しない状況で，私の意識につい

ての主張を行い，それを反論と見なしているように思われる．繰り返しにな

るが，議論が成り立つのはあくまで，ある物事についての共通理解，および

それの存在についてのコミットメントが成り立つ場合である．もし「私の意

識」が心的因果において重要な役割を果たすことをキムら物理主義者に対し

て示したいならば，そのためにまずしなければならないことは，彼らがその

存在にコミットできるような「私の意識」「私の実感」の具体的・客観的説

明を提示することであろう．

だが，小林の文脈では，実感としての私の意識について物理主義者が議論

に応じられるような説明はあらかじめ封じられている．なぜなら，それは小

林にとって「知的・概念的に説明しようとすると，その実感的直接性が逃げ

てしまう」ようなものであり，「『心』の『身体』に対する『主体的・能動的

作用』の理解は，その事態の知的・概念的説明と両立しない」（p.155）から
である．しかし，「私の主体的・能動的作用」の知的・概念的説明を与えず

してどうやって物理主義からの批判をかわせるのだろうか．主体的・能動的

意識が擁護される根拠のひとつは，その前の段落で述べられている，「この

（『私が』という）言い方が担う事態を独自なこととして理解しようとすれば」

（p.154）私の意識の主体的・能動的作用の存在を認めるほかない，という主
張であるが，「私が」という言い方が独自なものであるといえるのはどうし

てなのかにかんして，デカルトの主張を越えた，しかも物理主義者を納得さ

せることができそうな説明はなされていない．

物理主義者と意識的存在者について議論を戦わせようとするとき，彼らの

側に意識的存在者にコミットする意向が見られないのであれば，こちらから

彼らとの共通理解が可能であるような説明モデルを示す必要がある．しかし

そのことは，ただちに物理主義に屈することを意味しない．そのような共通

理解やコミットメントの場を提示することはあくまで出発点の設定にすぎな

いのであり，結論を先取りすることにはならないからだ．
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4 ．心身合一の困難

以上のことが示しているのは，心のはたらきを科学的探究から分離すると

いう方法が，日常的に理解されているような心の存在を擁護するにあたって

あまり有効であるとは思われないということである．ここではいったん小林

の議論の文脈から離れ，デカルト自身の立場に疑問を提示したい．

心がなぜ身体に影響を及ぼすことができるのかは，ひとつには動物精気と

松果腺によって機械論的に説明される．その一方で，意志的に体を動かすこ

とによって得られる心身合一の実感が主張されるのである．だが，心身合一

という統一的な存在者が，デカルト自身の実体二元論とは矛盾する性格を

もっている，ということは注目されてよい．実体二元論とはそもそも，身体

という物質的実体とは独立した形で，精神的実体が存在するという主張で

あったはずだ．にもかかわらず，「心と身体はどのようにしてかかわり合う

のか」という問いの答えとして，心と身体は一体のものとして体感されると

いう心身合一の主張が援用される．心身が別個の実体でありながら統一体を

形成するということがいかにして可能なのだろうか 6．この主張を矛盾にな

らない形で解釈する方法は，心と身体が別個の実体であることは形而上学的

事実であるが，私たちに経験される心身合一は心においてのみ成り立つ事実

であるとすることであろう．この解釈であれば，心身合一が外からの科学的

アプローチによって把握できないとするもうひとつの主張とも整合する．

しかしその場合には，心身合一としての心身の因果関係
0 0 0 0

の形而上学的根拠

をどこに求めればよいのかという疑問が生じる．仮に心身合一を「因果関

係」として理解できるとしよう（心身合一を体験する際に起きていること

は，実際に心が原因となって行為を引き起こすことなのだから，そのように

理解してもあながち見当違いではないだろう）．因果関係が成立するという

ことは，原因となるものと結果となるものと間に文字通り何らかの「関係」

が存在するということだ．そして，その関係を裏付けるものは心の外になけ

ればならない．方法的懐疑を実行する際にデカルトが述べたように，心身合

一が心の中だけに存在するならば，悪しき神が私たちを騙してあたかもその

ような合一が成り立っているかのように信じ込まされているだけ，というこ

とがありうるからだ．しかし，心身合一の体験は意識の内部において完結し

ており，それを私たちの意識体験の内部に限定するかぎり，外的な（形而上

学的な）領域に因果関係の根拠を見出すことはできない．しかし，何の外的

な後ろ盾もなく，私たちの意識の中でのみ成り立っている関係を，心身の因

果関係と見なすのは困難である．その一方で，もし心身合一を裏付ける外的
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なものが存在するのであれば，それらはただちに科学的探究の対象になり，

心身合一は科学的探究によってはアクセスできないとするデカルトの見解は

修正を迫られるだろう．

すなわち，心身合一は次のようなディレンマに遭遇すると思われる．心身

合一を私たちの意識体験の範囲内のもののみとするならば，それは因果関係

であるという確証を得られない．一方，何らかの外的・形而上学的な裏付け

をもつものとすれば，それは因果関係として許容できるようになる代わりに

科学的探究によってアクセスする余地を与えてしまうがゆえに，心の独自性

を擁護するための手段として心身合一を用いることはできないということに

なる．

5 ．他者の心はいかにして存在するか

デカルトの立場に対してもうひとつ指摘しておきたいのは，他者の心の問

題である．確かに，デカルトおよび小林による，主体的かつ能動的な意識活

動を行うものとしての心の捉え方は，従来の心の哲学における物理主義から

こぼれ落ちてしまうものをうまくすくい取っている．だが，デカルトの心の

理論の中枢をなす意識の主体性や能動性，そして心身合一は，あくまで個々

人の心の内部のレベルにとどまる．このことが「他者の心」をどう理解する

かについて少なからぬ困難をもたらすことはある程度予想できる．

デカルトと小林の立場の要点は，主体的意識や実感によって捉えられる心

の存在にある．これらは，心をもつ本人にしかアクセスできない．たとえ私

の意志が行為を引き起こしているという実感が生じたときに脳の中を調べ

て，しかるべき部位が反応していることが明らかにされたとしても，それを

意識と同一視することはためらわれるだろう．しかし，心はこのような内的

なものに限られるのだろうか．もし，心が身体に対して何らかの形で働きか

けているということが「心の中」で起きているのだとすれば，私たちは他者

の行為の際に生じている心の因果作用を，自分の場合に起きているのと同じ

種類のものとしては理解できないだろう．観察によって知ることのできない

他者の心を私たちはどうして認められるだろう．

もちろん小林もこの難点に気づいていた．彼は自分の心を相手に当てはめ

て考える類推説も，物事を説明する道具として他者の心の存在を認める道具

主義も拒否している．類推説では，他者の心は理性的に推理される存在でし

かなく，「私の理性的思考の対象」という身分しかもたない（p. 177）．ま
た，他者を「合理性」をもった物理的主体として扱うことにし，併せてそれ

に信念や欲求などを帰属させることで行動の予測の手がかりにしているのだ
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とする道具主義に対しても，「私」と「他者」との関係は「私」からの一方

通行になってしまい，両者の間に相互関係があるという日常的直観とはかけ

離れてしまうと指摘する（p.178）．
これらに代わる小林の他者観は，一言でいえば「私たちに何らかの影響を

与えるものとしての存在」である．他者は予測のつかない行為で私たちを脅

かし，こちらの意図を逆手にとって自分を欺くものとして理解される．すな

わち，こちらの行為を予測してそれを左右するものとして他者は存在するの

である．このような他者の存在を認めることができるためには，第一に他者

が「自己意識」や「意図」をもつと理解すること，第二に，自分を喜ばせた

り欺いたりしうる「自由な主体」とすること，そして第三には，言語行為を

介する「相互的関係」が不可欠である．他者が自分に与えるとされている喜

びや欺きは，あくまで他者との言語を介したコミュニケーションにおいて発

生するのである（pp. 179-80）．
私の心は，その主体性・能動性とともに，私がその行為をなしているとい

う実感として理解される．一方，他者については，私たちは，自らの行為を

左右しうる存在を決して実感することはできない．実感することができるの

は，他者からの何らかの影響による私の心の動きだけであり，他者はその理

解における存在にすぎない．この場合，他者の心を私の心と切り離して理解

することはできないだろう．「私に何がしかの影響を与えうるもの」として

他者を捉えたとしても，その把握自体が私自身の思考の範囲内を出ることは

ない．

私の心は他者にとっては他者の心である．同じひとりの人間の心でありな

がら，一方は主体性・能動性の実感を伴うものとして把握され，他方では他

人に影響力を及ぼす存在者としてのみ理解されるという意味で，私の心と他

者の心は非対称的である．この非対称性は心を存在論的に不安定にさせるだ

けではなく，（小林もまた他者の把握の場として認めているところの）コ

ミュニケーションにおいても不都合をもたらすことにならないだろうか．自

分の気持ちが踏みにじられることを相手から言われたとする．その言葉を発

した当人自身の心は彼（女）の主体的・能動的実感に裏付けられている一方

で，私の心は当人の理解の上で成り立つにすぎない
0 0 0 0 0

「他者の心」であるとい

う非対称性は，ともすれば実感の伴わない他者の心など軽視してかまわない

という態度につながりかねない．確かに，コミュニケーションの際に私の心

と他者の心が存在論的に等価でなければならないというのは強すぎる要求で

あるように思われる．だが少なくとも，私の心も他者の心も同等に扱われる

ということが認められなければ，実感を伴わない他者の心をどう扱ってもよ



88

いという利己的な態度につながり，真の相互理解は望めなくなるのではない

だろうか．

すなわち，心を私の主体的・能動的実感としての意識に限定するデカルト

および小林の立場は，他者理解においてまたしても困難にぶつかるのであ

る．この困難を切り抜けるためには，自分の心も他者の心と同じように，つ

まり意識や実感から離れて理解する方法を示す必要がある．

6 ．心の望ましい捉え方

心の働き，とりわけ意識が私自身の実感であるとする見解に与することな

く，それでも何らかの形で意識や心の存在を擁護しようとするならばどうす

ればよいのか．本稿を締めくくるにあたり，その見通しを示しておきたい．

その方法は現在のところ二つある．ひとつは，下條やリベットらのよう

に，科学的なものの間隙を縫ったところに，主体的かつ能動的な心のはたら

きの手がかりを見出すことである．小林は，理論や実験で把握できない心の

存在を認めている例として彼らの研究成果を挙げているが，それは裏を返せ

ば，デカルト的な懐疑する私の意識にはじめから依拠しなくても，心独自の

あり方を把握できる可能性を示唆しているということでもある．

もうひとつは，「私個人にのみアクセスできる意識活動」という見方自体

を放棄する方法である．そのことは，クオリアなどの存在を否定することを

意味しない．ただ，意識的なものが心の活動のすべて
0 0 0

であるという主張を斥

けるのである．例えば日常会話で自分や他人の心をとりあげたり，理論を立

てたりするときは，私たちは誰のものでもない「心一般」について語ってい

るはずである．誰にでも共通にアクセスできる心なくして，私たちはどう

やって心をめぐるコミュニケーションを行うのであろうか．私が自分の意識

について語るときですら，そこでの「意識」は誰にでも理解できるものとし

てコミュニケーションの場面に現れているはずだ．「私個人にのみアクセス

できる意識活動」の代わりとなる心の見方として提案したいのは，「誰にで

もアクセス可能な心一般」というものである．

明日朝から仕事があるのでそろそろ寝ようという私の意図は，意識の形と

して現れているとは限らない．確かに夜遅くまでDVDを見るなど，明らか
にその意図の実現を妨げるような行為をしているときには「これではいけな

い，早く寝なければ」と意識的に自分に言い聞かせるだろう．しかし，特に

用事がなく，通常に早く眠れる状態では，私は特別に何かを意識することな

く普段より早く歯を磨き，顔を洗い，床につくだろう．この行為と，それを

取り巻く状況において，私の意図は成立している．同じようにして，私たち
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デカルト的な心は生き残れるか？

は他者の気持ちや心情を，その行為や彼（女）を取り巻く状況から読み取る

ことができる．相手の行為から意図なり信念を読み取る場合，もしそれが本

人の説明と食い違っていたならば，私たちは適宜当初の予測を改めることが

できる．心の内容を読み取り，予測を修正する際に私たちが参照するのが素

朴心理学であるということは強調されてよい．それは同時に，私たちのコ

ミュニケーションを可能にするという役割も果たしている．そのようなコ

ミュニケーションの典型例が「説明」である．例えば胃に痛みを感じたこと

を「胃が痛い」とだけ伝える場合もあるだろうが，その「感じ」は「胃が痛

いから明日は授業を休みたい」「試験に集中できなかったのは胃が痛かった

からだ」というように，何らかの行為と因果的に結びついた説明の形におい

ても現れる．このような形で，心と行為の間に因果性が成り立つということ

もまた，素朴心理学において保証されている．

素朴心理学を用いた私たちのコミュニケーションの中で読み取られた「心

一般」こそが，私たちが「心」という語で意味しうるものだということを認

め，必ずしも内的な存在者のみを指すものではないと認めることは，私たち

の心の独自性について考える際の選択肢の一つになりうるだろう．その際

「心」というもので名指しされる対象は，自分によって体験されるものであ

りながら，同時に相手にも理解されうる，いわば自分と他者の中間に位置す

るものである．誰にでも共通にアクセス可能であるという小林の特徴づけに

従えば，このあり方は科学理論によって十分に把握可能である．私たちが

「心」と呼んでいるものは，素朴心理学と呼ばれる理論の枠組の中の存在と

しての心のあり方であるともいえるのではないか．

結　論

心と身体のとの関係の理解を私の実感のうちに求め，そこに科学的探究が

入り込めないとしたデカルトの立場と同じ路線に沿って，小林は心の存在の

擁護を試みているが，その実感は，科学との共通基盤をもたないがゆえに，

擁護のための議論を展開することができない．心の存在を主張するならば，

それを私的な場に閉じ込めることなく，コミュニケーションにおいて開かれ

たものとして位置づけることが必要である．

注

 1.  以降，小林［2009］における該当箇所は，他文献と併記する場合を除き，頁
数のみの表示とする．また，デカルトの文献はタイトルと節番号のみを示す．

 2.  書評論文としては本来ならば対象の書籍全体を扱うべきであるが，本稿では
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心についての考察に焦点を定めるため，第Ⅱ部のみを書評対象とした．

 3.  ただし，この実験は限定的なものである．自然発生的な行為拒否の場合には
電気的な筋肉の活性化がなく，そこからさかのぼって頭皮の電気活動をコン

ピュータに記録させることができない．それゆえに，実験で確認できるのは予

定されていた時間に実行するように計画された行為の拒否のみである（リベッ

ト［2005］，pp.161－2）．
 4.  ここでの論点は金杉［2007］，pp.16－30の論点から示唆を得ている．
 5.  ただし，クオリアにかんしてはKim［1998］，p.102（キム［2006］，p.142）で
「機能化を拒む内在的性質」としての存在論的身分が与えられている．

 6.  コッティンガムは，理性が心と身体との区別を知り，経験ではそれらの合一
を知るというデカルト哲学の矛盾は一向に解消されていないと指摘する．心と

身体とのかかわりを詳述している『情念論』においても，そこで展開されてい

るのは機械論的説明のみであり，心身合一がどのようにしてなされるのかには

一切言及されていない（Cottingham［1993］，pp.124－8）
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