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からだの技能とそのありか

昨年，
『チャッピー』
（ニール・ブロムカンプ
監督）という人工知能ロボットを題材とする映画

けることになる。
人の活動（たとえば「意識」
）としてあらわれ
るところの「なにか」が，からだのどこかにある。

を観る機会があった。
犯罪の多い南アフリカの都市ヨハネスブルグ

その「なにか」をなんらかのかたちで得たり，受

で，警察はロボットを警察官として導入する。警

け渡しすることによって，それと対応するとこ

察のロボットは，指令通りに忠実に操られるロ

ろの活動を人が身につけたり，別のからだへと伝

ボットだったが，当のロボットの開発者は，みず

わったりする。

から考え，みずからの「意識」をもつロボット開
発の夢を捨てきれない。開発者は上司に隠れて，
とうとう「意識」をもつ子どものようなロボット

こうした論理は，映画だけではなく，今日，い
ろいろなかたちで目にするように思う。
たとえばひとつ例を挙げると，考古学者ピー

（チャッピー）
をつくりだす。
しかしチャッピーは，

ター・ジョーダンが最近著した『人間の社会的伝

警察ロボットに対抗するロボットを求めるギャン

統としての技術』と題された本は，次のような書

グたちによって盗まれてしまう。ギャングたちに

き出しではじまる。
「人間の技術的伝統は継承に

囲まれて育つなかで，チャッピーはいろいろなこ

よる連続を見せる。人間の技術的伝統は人間の脳

とを学習していく。

に保存された情報から成り立っており，その情報

この映画のなかで，考えさせられる場面があっ

は，社会的学習を通じて他の個体へと受け渡され

た。チャッピーを開発したロボット工学者が怪我

る」（Jordan, 2014, p.2）。ここでは，世界におい

を負って危機に瀕したとき，チャッピーは開発者

て具現するわたしたちの諸活動は，保存された一

の頭に，脳から情報を読み取るヘルメットをかぶ

群の情報が顕在化したものとしてとらえられる。

せて，彼の「意識」を，フラッシュドライブへと

あるいは，技術の伝播は，保存可能な一群の情報

コピーして保存する。保存された「意識」の情報

を脳から脳へと伝達することと等価なできごとと

は，あとでフラッシュドライブから別のロボット

して見なされる。

のからだにアップロードされて，開発者は肉体を

「遺伝型」としての情報と「表現型」としての

失ったあとも，ロボットのからだをもって生き続

技術や人の活動という二分法から技術の伝播をと
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らえる，ネオダーウィニズムの影響を窺わせるこ
うした理論について，懐疑的な人々も少なからず
いる。フランスの考古学者のルーは，
「こうした
アプローチの妥当性は，人と人との接触が社会的
学習の起こる必要かつ十分な条件であるという仮
説に依拠している」
（Roux, 2013）という点を的
確に指摘した上で，技能の社会的伝達がこの仮説
ろく ろ

ほど単純ではないことを，作陶において轆轤を使
う技能の伝播の事例とともにほのめかす。
実際に目の前で，たとえば「わざ」と呼ばれる
ような，わたしたちのからだが環境と切り結ぶ際
の生きた活動が獲得されていくプロセスや，それ

図1

Natalia Goncharova“Cyclist（1913）”
（国立ロシア美術館収蔵）

が他者へと伝えられる場面を見ると，
人が獲得し，
伝えられているところの活動と対応する
「なにか」

にあがる前にと，娘のからだの大きさにあった自

とはいったいなんなのか，よくわからずに当惑せ

転車を自転車屋に選んでもらって購入した。まと

ざるを得ないところがある。

もな自転車を 6 歳まで与えずにいたことの反省も

本稿では，なにがこうした当惑の背景にあるの
か，あらためて考えてみたいと思う。この当惑に
ついて，その一側面をあえて言葉にするならば，

こめて，その日からわたしは，娘が自転車に乗る
練習につきあうことにした。
最初は，自転車好きの知りあいのアドバイスに

あるいは，次のような問いとして表現できるかも

したがって，補助輪はつけずに，両足で地面を蹴っ

しれない。

てポーンとちょっとずつ前に進む，ということを

環境内での人の活動としてあらわれるなにか

何日かやってみた。つづいて，近所の公園に行っ

（「技能」と言ってもいい）が「ある」というとき，

て，ゆるやかな傾斜を下りながら，片足をペダル

それは，
いったいどのような仕方において「ある」

に載せたままもう一方の足で地面を蹴って，勢い

と言えるのだろうか。あるいは，わたしたちが獲

がついたところで両足をペダルに載せてみる練習

得したり，伝えたりするところの環境内で生起す

をはじめた。

る人の活動を，そのような活動たらしめている原

そんなことをして 2 週間ほどたったある日曜

理あるいは根拠とは，いったいどのようなものな

日，わたしたち家族は近所のショッピングセン

のだろうか。

ターを訪れた。娘は併設された広場で，さして上

I

自転車に乗るからだ

自転車に乗れない子どもに，乗り方を伝えると
したら，あなたならどうするだろう。足やからだ

達のきざしが見えない自転車の練習をしていた。
わたしはしばらく妻に娘を見ていてもらって，そ
のあいだに喫茶店で書き物をしていた。
すると，1 時間もしないうちに，紅潮した顔の

の動かし方のお手本を子どもに見せるだろうか。

娘がわたしのところにやってきた。娘は興奮し

あるいは，絵でも描いて，自転車がペダルを踏む

た様子で，
「パパちょっときて！

と前に進むことや，ハンドルのレバーを握ると止

と言った。ついさっきまで両足をペダルに載せて

まる仕組みを図解するだろうか。

から 1 回漕げるかどうか，という状態だったので，

7 回漕げた！」

わたしの場合は，こんな風だった。

わたしは耳を疑った。あわてて一緒に外に出てみ

わたしの娘が 6 歳になった冬のある日，小学校

ると，彼女は自転車に乗り，あぶなっかしいけれ
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の協調に深刻な異常をきたす。しかし，もはや普

いったいなにが起こったのかと娘と妻を問いた

通に歩けなくなったラットだが，ふたたび迷路に

だすと，いっこうに進歩しない娘とわたしを見か

直面すると，体をひきずるようにして転がりなが

ねた妻が，わたしがいない間に，前から自転車を

ら，行き止まりの袋小路に入ることなく，まよわ

引っ張って，
「1，2，3」と数えながら，娘が足を

ず迷路を抜けてしまう。今度は，ラットの大脳皮

ペダルから下ろさないままで連続的に漕ぎ進む訓

質を切除すると，左右の半球のどちらかといった

練をしたとのこと。いずれにしても，この瞬間を

切除の部位によらず，迷路抜けの能力は切除され

境に娘は一気に上達し，30 分後には，ゆうに 50

た領域の大きさに応じて低下していくかのように

メートルはある広場の端から端まで自転車で横切

見える（Lashley, 1950）。
矛盾に満ちたさまざまな実験結果を概観したあ

ることができるようになってしまった。
それ以来，彼女は，かつての「自転車に乗るこ

とで，ラシュレーは次のように述べた。

とができない」状態に戻ったことはない。それに
しても，彼女はいったい，このわずかな時間でな
にを獲得したというのだろう。
わたしたち大人は，
彼女にいったいなにを伝えたというのだろう。
II

技能のありか

わたしは，時折，次のように感じざるを得ない。
学習は不可能だというのが必然的な結論なのだと。
［…］記憶の痕跡は，神経系のどこにも，局所的に
は示すことはできない。そして，いわゆる大脳皮質
連合野は，特定の記憶の倉庫ではない。

1 時間前の娘と，自転車に乗れるようになった



（Lashley, 1950, pp.477-478）

目の前の娘とのあいだに，いったいどんなちがい
があるのだろうか。あるいは，自転車に乗るとき

なにかをできるようになったとき，その活動と

に生じたからだの感覚や運動の痕跡としての情報

対応する「痕跡」は，からだのなかに局所的に示

が，この 1 時間のあいだに，娘の体内のどこかの

すことはできない。このことは，いったいなにを

場所に保存されたのだろうか。

意味するのだろう。ラシュレーが示した事実を踏

1950 年，脳科学者のラシュレーは，
「エングラ

まえると，
「なにかができるようになること」とは，

ムをさがして（In search of the engram）
」と題

いったいどのような出来事だということになるの

された有名な論文のなかで，このような痕跡を探

だろう。迷路を抜けるラットの能力は，いったい

して，関連するさまざまな当時の一群の研究をレ

どのような仕方において「ある」と言えるのだろ

ビューしている（Lashley, 1950）
。

うか。

たとえば，ラットがある迷路を抜けることがで
きるようになったとする。このとき，ラットに起

このような技能の学習については，他にも疑問
がある。

こった変化とはいったいなんだろう。その痕跡は

スポーツ，楽器の演奏などが練習を通してうま

いったい，物理的に体内のどこに残されているの

くなることを指して，運動科学や脳科学ではしば

だろうか。

しば「運動学習（motor learning）」という用語

かつてデカルトは，そのような痕跡は脳に生じ

が用いられる。

ると言った（Descartes, 1649）
。しかし，実際に

しかしこの用語は，現実に起こっていることを

ラシュレーが調べてみると，ことはそう単純では

考慮すると，あきらかに誤解を招くもののように

ないようだった。たとえば，残酷な話だが，迷路

思われる。自転車の例にもどると，わたしたちは

を抜けることができるようになったラットの小脳

自転車に乗ることができるけれど，特定の自転車

を手術によって切除する。すると，ラットは運動

にしか乗れないというわけではない。自転車の種
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類に応じて違ったからだの姿勢や動きをするけれ

特定のコンビネーションや細胞のパターンが，ある

ども，こども用の自転車だって，マウンテンバイ

経験の前よりも後において，応答しやすくなる仕方

クだって，たいていの人は乗ることができる。お

での調律である。

（Lashley, 1950, p.479）

そらく，まだ自転車に乗りはじめて日が浅いわた
しの娘ですら，サドルの高さをちょっと低くして
も，路面の状態がちょっと変わっても，自転車に
乗り続けることはできるだろう。

これは，感覚や動きの痕跡をためるという話と
は，ずいぶんちがう。
たとえて言うなら，このような学習は，ラジオ

いや，それどころか，そもそも自転車を乗る状

の放送内容を逐一覚えていくというよりは，みず

況が毎回おなじなどということは，実際にはあり

からをチューニングすることで，ある特定の周波

得ないことなのではないか。スーパーで牛乳を

数のラジオの電波を検知し，いつでもそこから情

買ってカゴに入れても，ちょっとした歩道の段差

報を取り出すことができるようになることに近

を通るときも，
そのときに生じている
「感覚」
や
「動

い。あるいは，自転車の例で言えば，自転車に乗

き方」は，厳密に言えば，これまで経験したこと

るという活動は，
「自転車に乗る」という出来事

のないものだろう。だとすると，自転車に乗れる

にまつわるまわりとの独特な関係に向けて，みず

ようになることは，そもそも「からだの動かし方

からの活動のチューニングをあわせて，そこに参

を覚えること」や「運動」の学習と見なすことは

加すること，という感じだろうか。

できないのではないか。

上述のラシュレーの提案は，つぶやきといった

また，最初に娘が繰り返していたのは，自転車

趣のもので，言葉足らずで，具体的なところは

に乗ることのできない，あぶなっかしくぎこちな

なにひとつ説明していない。このような「調律」

いからだの動きだ。ぎこちないながらも，はじめ

をいったいなにが可能にしているのかといった

て自転車に乗った娘は，ちょっと足を地面から離

ことについては，
「そのようなことが起こるメカ

してわずかに進むことができただけでも興奮して

ニズムはわからないのだけれど」（Lashley, 1950,

大喜びする。娘はうまく乗れないのにもかかわら

p.479）とひとこと言って，ラシュレーは論文を

ず，
暇さえあれば自転車に乗りたがる。こうして，

終えている。

ぎこちない動きを娘が繰り返したとき，ぎこちな

しかし，このつぶやきにも似たラシュレーのこ

さがさらに強化されていく，ということには，な

とばに，革新的な「新しさ」を嗅ぎとって注目し

ぜならないのだろうか。

た心理学者がいる。

これらの疑問を前にすると，生理学的に見たと

この論文が公刊されてから 16 年経ったあと，

きに「学習は不可能」だというのがいちばん自然

知覚心理学者ギブソンは，右のラシュレーのつぶ

な結論だとするラシュレーの言い分は，なんとな

やきを引用して，次のように述べた。

く説得力をもって響いてくる。
ところで，当のラシュレーは，先にとりあげた
論文のなかで，実験結果をもとにしたみずからの
慎重な見解をひととおり丁寧に述べてから，論文
の最後にポロッと次のようなことを書いている。
学習のプロセスは，複雑なシステム（a complex

このアイデアは新しい。もし学習が，まわりに対
する，システムの「調律」のようなものだとしたら，
それは，痕跡をためるといった話は見当違いだった
ということになろう。このアイデアを，もっと追求
してみたらどうだろう。


system） に 参 与 す る 要 素 群 の 調 律（attunement）
から成り立っているにちがいない。つまりそれは，
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と呼ばれる。知覚とは，言ってみれば，わたしたち

持続とまわり

動物が環境とのコンタクトを保つプロセスそのもの

ギブソンがラシュレーのアイデアに注目したの

である。

（Gibson, 1966a）

は，「学習が必ずしも記憶に依存しないという，
驚くべき仮説をほのめかすもののように思われ
た」
（Gibson, 1966a, p.142）からだった。

しかし，ひとたび「持続」を考慮に入れると，
とたんに心理学では話が変わる。
「これまで」自

なにかをできるようになることを，からだの記

分のまわりに何があったか，どうなっていたのか

憶を「内部にためること」とすることには，ひと

を知ることは「記憶」とされ，「これから」自分

つの問題がある。それは，そのような記憶が「ま

のまわりに何が起こり，どうなるのかについて知

わり」
と切り離されてしまう，
という点にかかわっ

ることは「想像」とされる。そして，そのいずれ

ている。

もが「心的表象」をもつことといった，まわりの

たとえば，ロシアの運動学者，ベルンシュタイ
ンはこんな風に言う。

流れとは隔てられた内部に「なにか」を抱くプラ
イベートな過程としてとらえられることになる。

重力のなか，床や地面の上で倒れずに姿勢を保

でも，一時的に視界から隠れたものが消えてな

ちながらなにかをするとき，わたしたちは，いつ

くなったように見えないのは「記憶」だろうか。

だってなんらかの外力にさらされている。
「なさ

飛んでくるボールにグローブを差し出すとき，ど

れるべきことも，克服すべき外力も，動物のから

こまでが心のなかの「想像」で，どこからが環境

だの内部ではなくて，動物が切り結ぶ先にあるま

とつながる「知覚」なのだろうか。まわりから聞

わりの環境におけるものであって，自分の支配の

こえる音は，時間的な持続があってはじめて意味

及ばないところにある」
（Bernstein, 2006, p.16）
。

をなす。はたして，身のまわりの音に耳を傾ける

駅の雑踏のなか，人にぶつからないように目的

ことは，ある時点までの「記憶」に，現在の「知

地に向かって進むとき，食卓で水の入ったコップ

覚」を継ぎ足すことだろうか。ならば，知覚が起

を倒さないようにサラダに手を伸ばすとき，会話

こる「現在」とは，いったいどのくらいの長さだ

をしている相手のことばに対して会話の流れをさ

ろう。1 秒，1 分，あるいは 1 時間だろうか。

えぎらずにあいづちを打つとき，車に乗っていて

わたしたちが環境とのコンタクトを保つプロセ

後ろからやってくる車を見ながらタイミングを見

スは，ほんとうにそのようなコマ切れのプロセス

はからってレーンを変更するとき，
「なされるべ

なのだろうか。あるいはもしかすると，心理学の

きこと」をうまくやってのけるためには，なによ

概念的な道具立てが不足しているために，こうし

りも，自分のまわりに何があって，どうなってい

たプロセスをコマ切れの「なにか」を抱くことの

るのかを，
ありのままに知る必要がある。しかし，

連鎖としてしかとらえられなくなっている，とい

「まわり」とのむすびつきが絶たれた「内部」の
記憶そのものには，まわりで進行している出来事

うことはないだろうか。
実際のところ，わたしたちの日常のふるまいは，

について正確に知ることの根拠があるわけではな

切れ目なく連続している。そして，それはたいて

い。そこには，欠けている環がある。

い，
「現在」に終わることなく，
「これから起こる」

ギブソンは，「持続」という切り口からこの問
題を論じている。

まわりとの接触に向けて調整されている。
たとえば，こんな場面を想像してみてほしい。
混雑したバスの 2 人用座席の窓際にあなたは座っ

わたしたちが，自分のまわりに何があって，どう

ている。目的地に着くと，通路側に座っている人

なっているのかを知ることは，心理学では「知覚」

に立ってもらい，席からどいてもらわないと，あ
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賃を支払うことに向けて財布をとりだし，小銭を

なたは降りることができない。
いざバスが目的地に到着して，バスを降りよう

確認するといった所作にいたるまで，あなたが「バ

とすると，通路側に座っている人はあなたの気配

スを降りる」という近未来の出来事は，そこかし

を察して，何も言っていないのにすっと立ってあ

こに散らばって「映って」いる可能性はある（野

なたを通してくれる。

中，2016）。

おそらく，混雑したバスで通勤や通学をしたこ

ギブソンはプライベートな「想像」のように人

とがある人だったら，こんな経験を一度や二度は

が心のなかに抱くものではなくて，未来の出来事

したことがあるのではないだろうか。

を特定する構造に注意を向けて同調するわたした

でもどうやって，隣に座っていた人は，あなた

ち動物の知覚システムの活動として，こうした「未

が次のバス停で降りるとわかったのだろう。隣の

来」に向けた活動の調整が理解できるのではない

人は，過去の「記憶」と照合して，あなたの心の

かと考えていた。

なかを「想像」したのだろうか。けれども，隣に

心理学では，わたしたち動物が環境とのコンタ

座っている人は，
自分の判断が心のなかの「想像」

クトを保ち，調整しつづける連続的なプロセスは

のようにあいまいで不確かなものかもしれないと

「知覚」と「記憶」と「想像」のツギハギだとさ

いうそぶりはまったく見せない。いまだ起こって

れてきた。そこでは，わたしたちがまわりとつな

いない他者の行動についての，このゆるぎない確

がる出来事そのものをまるごととらえる言葉が存

信はいったいどこからくるのだろうか。

在しなかった。

ギブソンは，このような「予知」現象を可能に

現実には，わたしたち動物がおこなう環境との

するものについて，次のようなアイデアを手書き

接触の調整は，カミソリの刃のような瞬間で完結

のメモにのこしている。

するものではなく，区切れのない持続のなかにあ
る。このようななかで，持続を切り詰められた「知

暗闇のなかで手探りする場合と，最終的に起こる

覚」と「記憶」と「想像」とのあいだに引かれる

出来事が，当の出来事へといたる複数の出来事に

境界線は，せいぜい恣意的なものにしかなり得な

よって特定されている場合，すなわち「前兆の影を
落とす」出来事を察知したり「事前に」知覚したり
する場合とを対比してみたい。［…］最終的に起こ
ることはいたるところに散在する。もたらされる結
果は，「出来事の流れ」が変えられないかぎり（す
なわち他の出来事が挿入されないかぎり），「不可避
のもの」である。

（Gibson, 1978）

いだろう。
冒頭の問いに戻ろう。環境内で，わたしたちが
まわりとつながる活動としてあらわれる「なにか」
があるというとき，それは，いったいどのような
仕方において「ある」と言えるのだろうか。ギブ
ソンは，持続に注目することによって，この問い
に新たな光をあてる。こうした活動を可能にする
「なにか」を，あたかもフラッシュドライブのな

もし仮に，最終的に起こる出来事が，そこへと

かのバイナリーデータのように，画定され，境界

至る流れのなかに埋め込まれた，さまざまな他の

をもち，取り出すことのできるような仕方でから

出来事に「映って」いるならば，最終的に起こる

だのなかに「ある」ものとして考えると考えるこ

ことはいたるところに散在する。バスの例で言え

とは，的外れなのではないか。そんな風にしか「あ

ば，それまでじっと座っていたあなたが立ち上が

る」ということをとらえられない，心理学におけ

ることに向けて姿勢をそわそわするといったこと

る幼稚な「存在」の理解が，実際に起こっている

から，それまで読んでいた本や携帯電話をカバン

出来事を切り詰めてとらえることにつながっては

のなかにしまうような身支度の流れ，あるいは運

いないか。
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自転車に乗ることのような，環境内の人の生き
た活動を可能にしている根拠は，いったい何なの
だろう。次回も引き続き考えてみたい。
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