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０．はじめに
本稿は、ヴァレラが時間意識を脳科学とフッサール現象学から解明しようとする試みにつ
いての考察である。これについて我々は、先回の「F. J. ヴァレラの神経現象学における時
間意識の分析（1）
」1 において、ヴァレラによるこの試みが、神経ダイナミクスの力学的挙
動を、フッサールの時間意識分析によって明らかにされた「留まりつつ流れる現在」の構成
であるとし、それが現象学の自然化的側面であることを考察した。これは、脳科学の研究か
ら呈示される神経ダイナミクスのタイムスケールと、フッサールの呈示する過去把持という
能作によって構成される「持続」の意識が相応しているということである。
先回の論考には残された課題があった。それは、ヴァレラが行ったフッサールの未来予持
の分析を考察することである。ヴァレラは、フッサールによる未来予持の規定に依拠しつつ
も、それを脳科学の成果に合わせて解釈するのだが、その際、未来予持が本能や衝動、情動
に関わり、それらによって動機付けされた触発の現象を齎すということについて分析を行っ
ている。本稿は、ヴァレラの未来予持に対する理解、即ち、神経ダイナミクスと未来予持の
関係が、神経ダイナミクスの駆動に関わる触発という現象であるということについて考察す
るものである。

１．未来予持という意識の能作
a）未来予持と時間意識の移行形式
未来予持とは、意識において「未だないもの」
、次に意識されるだろう到来しつつある与
件を志向することである。これは一般に、予料として理解される意識現象を指す。しかしな
がら、
『時間講義』においてフッサールは、未来予持が再生産されたものの後景において、
「秩
序付けの志向（Einordnungsintention）
」
（Hua Ⅹ , S. 304）として作動していると述べる。
つまり、未来予持は、意識の持続体を形成する上で、次の意識への連続的移行の能作を担う
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ものとして呈示されている。意識の後景において秩序付けする未来予持は、含蓄的な働きで
あり、顕現的に意識されるものではないということから、言わば無意識的な働きであると理
解することが出来る。より詳細には、未来予持は、統握作用による客観化、即ち、意識的な
現れ以前の次元で働いている無意識的かつ根源的な志向性として性格付けられている。従っ
て、未来予持は、先回考察した過去把持と再想起との関係同様に 2、顕現的な作用として現
れる予期と区別された意識の働きなのである。
以上のような未来予持は、
「未だないもの」に関わることから、間接的な、充実していな
い空虚な志向性であるということが特徴となる。その働き方は、過去把持が充実した与件を
基本として、直観の度合いを減じて空虚へと向うのに対し、過去把持によって空虚なった与
件を未来へと投影し、その空虚な志向が充実へ向けられるというものである 3。意識は、無
意識的にこのようなプロセスを繰り返すことで、意識の流れを形成している。
また、未来予持と過去把持の異なる方向性は、時間的な連続の方向性、即ち、未来から過
去へという、意識の連続的な流れの一方向性を規定している。つまり、意識における志向性
の充実という移行形式は、空虚化と充実化の規則的なプロセスによる一定方向への進行なの
である。その進行は、過去把持的な沈み込みの方向として、移行プロセスを規定している。
このような過去把持と未来予持という意識の本質規則性において、意識の時間的な移行は、
非対称的なものとなる。これに従えば、認識における時間の不可逆性も、主観的な想像や意
識的な規定付けとして定立・設定されるというのではなく、意識の作動における本質規則性
という基礎的な能作によって構成されていると理解されるだろう。これらのことは、内的時
間意識における未来予持の構成的な移行に関する働き方だけでなく、ヴァレラの神経現象学
的な時間意識分析から見出される神経ダイナミクスにおいても、主要な要件であると考えら
れる。
例えば、このような進行プロセスの一方向性は、脳科学的な観測における神経ダイナミク
スのプロセスにおいても同様である。刺激による細胞アセンブリ（以下 CA と略記）の発火
は、その発火自体に一定の持続的な時間を持っており、そしてその発火が弛緩することにも、
同様に一定の持続的な時間を必要とする。これをヴァレラは、刺激に対する意識が発現する
ための準備電位と、その電位の漸減的な消失に関わる CA のプロセスとして理解している。
つまり、意識現象に相応する神経ダイナミクスの発生プロセスにおいて、CA における電位
の興奮と抑制に関わる持続時間を考慮すれば、脳神経システムの活動も、一方向性を示すこ
とになるのである。我々がこのことを現象学的な文脈から理解しようとするならば、CA の
持続時間とは、刺激に対する充実化と空虚化のプロセス、即ち、過去把持による時間的な持
続の構成に相応すると理解することが出来るだろう。この神経ダイナミクスにおける持続時
間は、現象学的な考察において指摘される無意識的な時間意識の構成能作の本質規則性に対
し、左証となるというのがヴァレラの神経現象学における時間意識分析の骨子である。
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このような時間意識の構成プロセスは、過去把持的な能作が基調となっているが、しかし
過去把持のみから構成されるのではない。他方で、この過去把持の能作は、投影された未来
予持に従って、沈み込む方向を包含している。充実されて意識された内容は、同時に過去把
持されて過去へと沈み込んでいくのだが、その沈み込み方は、充実を待ち受けていたその未
来予持の志向に沿って沈み込んで行く。これについて、例えば、或るメロディーを聴く場合、
何らかのフレーズを聴けば、聴いたフレーズを基に、次のフレーズを思い浮かべることが出
来るという、一般的な予期的意識の構成から考えてみることが出来る。勿論、止めど無く流
れるメロディーに対して、我々はその都度「思い出す」という意識を働かせているわけでは
ないので、ここでの構成プロセスの問題は、上述したような無意識的に、根源的に時間的な
流れを構成している過去把持と未来予持の次元において考察せねばならない点を注意してお
こう。
この次元において生じた何らかのフレーズは、
聴かれると同時に過去把持され、
次のフレー
ズを未来予持する。そして未来予持された空虚なフレーズは、充実されれば当然、過去把持
される。ここで、過去把持と未来予持によって意識された諸フレーズは、その前に聴いたフ
レーズの上に積み重なるように移行し（含蓄し）
、過去把持されたもの同士の時間的な前後
関係を生じる。だが、この前後関係は、単にフレーズが過去把持されるだけでは形成されな
い。その都度生じるフレーズの充実という意識は、
次のフレーズと関係付けられることによっ
て、時間的な前後関係を成立させるが、しかし諸フレーズが「連続する」ということは、単
にその都度充実して印象として現れるフレーズの前後関係だけでなく、過去に過ぎ去ったフ
レーズ同士の前後関係、即ち、過去把持されたもの同士の前後関係も、構成される必要があ
る。何故なら、諸フレーズの全体的な統一を考えた場合、それらが連続を保っているかどう
かは、これからやって来るフレーズは勿論のこと、過去に過ぎ去ったフレーズも、その前後
関係を維持し、その維持された過去の諸フレーズが現在のフレーズと共に意識されねば、そ
の都度の今にフレーズが連続しているという意識が成立し得ないからである。全てのフレー
ズが一連のものとして前後関係を構成しているからこそ、連続が連続として意識されるので
ある。従って問題は、この前後関係がどのように構成されるのかということである。
過去把持されたものが次の意識の過去へと移行するのは、過去へと沈み込むという過去把
持自身の能作から、自ずと形成されると素朴に理解することも出来るだろう。しかし、単に
沈み込むと指摘するだけでは、どのようにしてそれらの与件が秩序立って過ぎ去っていくの
か、という点が明確ではない。過去把持された与件が過去地平に沈み込むことにおいて、そ
4
れらが自然と順番に積み重なるのは、過去把持同士において合致が成立する からであるが、

以上のような連続の構成という問題は、まさにこの合致の仕方の「如何に」という点が問題
になる。ここで未来予持という働きが重要になる。つまり、過去把持間の合致について、未
来予持が過去把持の裏返しであること、即ち、過去把持された内容の投影であることがポイ
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ントとなるのである。
過去把持は、以前の諸過去把持と合致することで、諸過去把持が共に持続体を形成し、そ
れによって時間的な秩序形成を果たすのであるが、このことについて、ローマーは、この過
去把持の持続体に未来予持が関わっていると述べている。ローマーはこの未来予持を「過去
「過去把持が更に過去へと沈んでいくことを未来予持する」と説
把持の未来予持」と呼び 5、
明している。これは、未来予持が過去把持の裏返しであることによって、その未来予持的な
志向は、以前の過去把持と類似性において合致するということである。つまり、過去把持は、
それ自体で過去への移行を志向しているが、それだけではなく、未来予持からの一連の充実
化プロセスが過去把持される中で、未来予持的な志向が過去把持の沈み込み方として包含さ
れ、過去把持間の合致に関わることになるのである 6。従って、未来予持は、未規定ながら
与件の到来を志向している一方で、過去把持的な沈み込み方が、未来予持によって既定され
ていると考えることが出来るだろう。ローマーの表現は、或る種、奇妙な言い回しに聞こえ
るかも知れないが、過去把持と未来予持との関係を見た場合、過去把持が、未来予持的な規
定と空虚性を含み込むことで、先の過去把持と後の過去把持の間に合致を生じるということ
を説明しているのである。従って、このような過去把持間の合致による過去の連続が成り立
つのは、単に過去把持されるだけで生じるのではなく、未来予持の空虚性という性質が、構
成契機として必要なのである。

b）未来予持の傾向性という内容的な移行
そして、未来予持のもう一つの重要な特徴とは、未来予持が「意識の傾向性」
（Hua ⅩⅩ
ⅩⅢ , S. 25）として働いているという点である。確かに未来予持は、過去把持の投影であり、
その内容は規定されているのだが、しかし、未来予持の側からすると、上述したように、過
去把持の沈み込みに関連して、次の意識位相（フェイズ）への移行をも志向していることが
見て取れる。未来予持は空虚であり、原印象として充実するまで、あくまで未規定に留まる
が、それでも「何か」を志向しており、この「何か」という内容的な規定を有することを考
慮する必要がある。つまり、未来予持におけるこの内容的な規定が、次の意識位相への傾向
性として理解されねばならないのである。未来予持が、単に移行の方向付けという形式的な
既定を有するだけではないということについて、ヴァレラは、
「単に予測可能なものの期待
なのではなく、
意識の自己運動の際の開示性として理解せねばならない」7 と述べている。フッ
サールの言う未来予持の内容的な傾向性とヴァレラの指摘する開示性について、我々は、ど
のように考えるべきか。
例えば、現出や行為が突然切り替わる状況を考えてみる。私が家の扉を開けて外に出た際、
目の前に友人が立っていて、自然と挨拶を交わすといった場面を考えてみよう。この時、私
の知覚が、屋内から屋外へと知覚的な現出の射映が変化するのは勿論だが、
そこで生じた「友
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人」という知覚に対して、
私の知覚は視覚的な変化を生じるだけでなく、
情動的な（emotional）
変化も生じている。ここでは、このような現出の変化において、その現出が過去把持的に移
行するだけでなく、その現出によって未来予持的な志向も生じてくるのだが、ヴァレラはそ
の未来予持的な志向を、
「情動的トーン（emotional tone）
」8 として理解している。私は友
人を知覚した際、親しみや驚き（時には嫌悪）など、様々な情動が共に引き起こされており、
この情動的トーンが現出の統一の契機を成していることは明らかであるが、更に、この情動
トーンが次の行為、つまり挨拶という行為の切掛に関与するだけでなく、その挨拶の内容に
も関与するのである（例えば、好意的な情動が生じれば、笑顔を向けて握手を求めるといっ
た行動をとるが、そうでなければよそよそしい挨拶になるだろう）
。ヴァレラによれば、こ
こで生じている情動的トーンは、
「友人」という知覚に対する主体の次の行為を「触発（affect）」
するものとして、その働きを指摘出来るというのである。
フッサールによれば、触発とは、
「自我へと向かう傾向性」
（Hua ⅩⅠ , S. 50）であり、自
我の行為は「触発に従いながら、換言すれば「動機付けられながら」
」
（ebd.）行われるもの
である。この触発と自我の振る舞いという一連の構成プロセスに従って、
「友人」を知覚し
た私の次の行為が「挨拶」へと自然に接続していくのである。フッサールは、このような触
発や動機付けに、未来予持的な傾向性が関与すると考えている。特にフッサールは以下のよ
うに述べている。
「人格的な主体が体験流にとって或る種の発展規則を意味するのならば
･･･ この規則は、或る種のいわゆるドクサ的な習性、自我のその都度の振る舞いにおける既
知性、意識流におけるその都度の振る舞いへと関係する或る種の予期の傾向性、あるいは、
可能的な予期の傾向性が対応する ･･･ 背景意識におけるこの振る舞いは、何らかの本来的な
予期ではなく、将来的に出現することへと方向付けられている未来予持であり ･･･ まさに振
る舞い方の主体が構成される」
（Hua Ⅳ , S. 256）
。つまり、その都度の自我の振る舞いを触
発するのは、意識の傾向性、即ち、未来予持的な傾向性に他ならないのである。
ここでフッサールによって開示されている未来予持的な傾向性というのは、
「
「完全に自我
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（Hua ⅩⅩⅩⅢ , S. 276）
を欠く」感性的な傾向性、即ち、連合と再生産の感性的な傾向性」
であるとされる。つまりここでは、未来予持の傾向性が、感性的な傾向性の領域として開示
され、自我の関与を含まない「感性的な衝動」
（ebd.）を指摘している点に注意せねばなら
ない。フッサールが指摘するこの感性的な傾向性は、自我の注意を促すように働いており、
顕在的な意識の注意と対向を基付ける触発の基盤となっている。しかも、感性的な傾向性で
ある感覚与件や衝動が、時間秩序、即ち、意識流の構成プロセスに直接関わることは、自我
が関与しない未来予持の傾向性が、到来する持続体の構成に関わっているものとしても考え
られ得る。つまり、感性的な傾向性は、未来予持の特質を持っており、構成プロセスを方向
付けることも意味しているのである。何故なら、感性的な志向は、感性的な衝動の傾向性と
しての「動機付けの力」
（Hua ⅩⅩⅩⅢ , S. 377）として理解出来るからである。
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この動機付けの力に関して、フッサールは、時間意識に属する「空虚に表象的である地平」
（Hua ⅩⅩⅩⅢ , S. 376）としての過去地平を通過しつつ、以前の過去の想起を覚起する
（wecken）際、志向的な内実に即して、意識の変化を動機付けるものであると述べている。
このことからフッサールは、
「
〈意識の〉プロセスは、ただ単にプロセスなのではなく、プロ
セスについての意識でもあり、そしてそれに属するのが、必然的で未来予持的な動機なので
ある。それは、プロセスの様式を、意識の必然的な原形式として先行描出している」
（Hua
ⅩⅩⅩⅢ , S. 368f.）ことを指摘する。このことから、未来予持的な動機と、その動機付けに
よる触発という現象は、関連性を持っていると言えるだろう。
従って未来予持を触発として理解するフッサールとヴァレラの主張は共通していると言い
得るのである。
ヴァレラの述べる未来予持の開示性という理解からすれば、
知覚や行為といっ
た意識の活動は、動機付ける感覚や情動に関わるものと看做され、特に、触発が主体的な行
為の連続に関する開示性と言う意味で、
「意識の自己運動」の契機となっている。これはフッ
サールの述べる未来予持的な傾向性が、感情や衝動という動機付けによって、顕現的な意識
における自我的な振る舞いとその変化に関連付けることと同様である。
意識の展開について、
それが情動に基礎を置いている点は、両者の主張において、共に重要な位置を占めている。
視覚や運動の体験の急激な移動に情動の変化が関わり、それを触発の機構として理解するこ
とは、単に客観的な刺激 - 反応図式によって、つまり、観察において確保された一対一対応
の固定的なデータから、意識の変化を解釈することとは全く異なっている。情動から自我へ
の触発という意識の構成を志向性として理解することは、
まさに今現在の意識に生じている、
有体的な移行過程とその多様な内容変化を分析し、理解するということを可能にする考察方
法なのである。

２．触発的な能作についての分析
a）素因的（dispositional）傾向性
フッサールにとって、意識における未来予持的な傾向性は、次の現在的位相への触発を動
機付けるものであった。ヴァレラもこの点に注目し、
時間意識構成の質的な素因
（disposition）
として、未来予持的な傾向性による触発を、意識の展開にとって不可欠なものであると主張
する。実際、認知神経科学においても、情動的な意識（恐れ、怒り、不安、自負）は、行為
に対する素因的傾向性という触発的な意識によって調整されることが指摘されている 9。ヴァ
レラは、この素因的傾向性によって方向付けられる認知のシークエンスが、意識における時
間的連続性として認識されると考えており、この点は、フッサールの記述する未来予持の諸
性質を鑑みれば、同様のことであると認められ得るだろう。
このような未来予持やその情動調整（傾向性）という特徴について、ヴァレラは、イナク
触発を「直接の対処（immediate
ティブな（enactive）認知神経科学という観点 10 において、
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coping）
」11 として考えている。ヴァレラはこの対処を、素因的傾向性における「準備性
（readiness）
」と「習慣性（habitus）
」として分析している。準備性とは、
「事物が一般的に
生起するだろうという仕方についての予期」であり、習慣性とは、
「我々の生の反復に関わ
る全てのものを持つこと」であると、ヴァレラは定義している 12。これらの性質は、フッサー
ルによる未来予持の記述からすれば（vgl. Hua Ⅳ , S. 256）
、十分に理解し得る内容であるが、
他方、神経ダイナミクスとして考えた場合、そのダイナミクスに関わる脳神経細胞組織の機
構は、フィードフォワード制御としても考えられる。準備性と習慣性をフィードフォワード
制御として考えることについて、脳科学から例を挙げるとすれば、小脳の働きを参照するの
が適当である 13。以下からは、一旦ヴァレラの記述の考察を離れ、具体的な小脳の活動事例
を確認し、議論の補足とする。
小脳という器官は、身体各部の受容器であり、また逆に、大脳からの信号を受け取って、
これをもとに延髄の前庭神経核や反射中枢である小脳核に運動を制御する信号を投射し、複
数の筋活動の相互関係を計算して協調的な運動を実現させる器官でもある。小脳による運動
制御は、何らか負荷が加わったときに筋張力を与えるといった伸張反射などのフィードバッ
ク制御とは異なっている。つまり、多数の筋肉が関与する複雑な運動の場合に、いちいち出
力を検出しながら（強すぎるあるいは弱すぎるなど）発生したエラーを操作器の側に帰還さ
せて、制御を調整するという機構を用いていないのである。このような制御の仕方では、迅
速な行動が実現出来ないばかりか、信号伝達の遅れに起因するオーバーシュート、つまり、
行き過ぎたり戻り過ぎたりといった不安定性が生じて、病的な震顫を引き起こしかねない。
小脳は、協調的な運動の制御を図るため、あらかじめ筋張力などの目標値を設定し、これに
基づいて信号を一方的に投射している。これがフィードフォワード制御である。
小脳のフィードフォワード的な運動制御として、
「前庭動眼反射弓」と呼ばれる制御シス
テムがある。これは、何らかの物体に焦点が合っている時に（受動的ないし能動的な運動ど
ちらの場合も）
、頭の位置が変化した場合、その動きに応じて眼球の方向を調節することに
よって、視野にブレが生じないようにするものである。このシステムにおいて、頭の動きに
関する情報は、頭位の運動を検出する平衡器官（主に三半規管）から、小脳を経由して前庭
神経核に送られ、ここで更に動眼神経細胞に興奮／抑制を指示する信号へと変換されて眼の
動きを調節するのに使われる。しかし、眼球の運動によって視野のブレが補償されたかどう
かの情報は、中枢神経系に送られるものの、これを前庭神経核へと伝達する経路は存在せず、
フィードバック制御が行われていないと考えられる。つまり、補正の具合を結果において確
認することは出来るが、その結果をもって、前庭神経核自体で調整をすることはないのであ
る。眼球の方向調整がその都度フィードバックされないにもかかわらず、対象の物体から視
線を外さずに正しく注視し続けられるのは、頭部がどれだけ動いたかという情報をもとに、
視線を一定に保つのに必要な眼球の回転角を小脳で計算し、この目標値に向かって運動筋を
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フィードフォワード的に制御しているからである。この時の小脳は、目標値を求めるため、
言わば或る種のコンピューターとして機能していると言える（三半規管から得られた回転速
度に関するデータを積分するなどしていると考えられる）
。つまり、この計算に必要なさま
ざまなパラメーターは、介在するニューロンにおけるシナプス結合数や後シナプス電位の形
で、小脳内部にインプットされていると考えられている 14。
こうしたフィードフォワード制御は、単に小脳のみを介した機械的な動きに使われている
だけではなく、大脳連合野からの指令によって、随意運動が遂行される場合にも利用されて
いる。連合野が随意運動の指令を発するとき、
指令信号は運動野を経て小脳に送られる一方、
小脳からの出力が大脳運動野に接続する錐体路 15 のニューロンに投射されるようになる。
この錐体路（錐体外路）は、随意運動を無意識的に調整しており、しかも運動が実行される
以前に小脳と大脳の間でループを形成する 16。このループの過程で小脳が果たしている機能
については、今なお不明な点が多い 17 が、小脳は運動制御の「コンピューター」として考
えた場合、運動をシミュレートしながら必要な筋張力の値を計算し、これを基にそれぞれの
筋肉を支配する大脳運動野の各部位に適切な「準備」をさせていると看做すことが出来る。
ここで言う「準備」とは、内容的には実際に行われる運動のことであるが、生理学的ないし
認知神経科学的に言えば、運動を生じるのに数百ミリ秒ほど先だって大脳運動野に運動準備
電位を誘起する過程を指している 18。準備電位が誘起された状態では、筋張力それ自体は変
化していないが、これから行おうとしている運動で収縮する筋では、伸張に対する脊髄反射
が増幅し、逆に弛緩する筋の反射は減少することが判明しており、まさに運動の「準備」が
整えられていると言って良いだろう。この準備電位は、神経ダイナミクスのタイムスケール
の基礎的出来事（1/10 スケール）
、
そして統合のための待機時間実際（1 スケール）に対応し、
作動している。小脳によるフィードフォワード制御は、
運動の内容に対応した準備を身体
（筋
肉）に齎しているのである。
このように、運動の実行以前に、その状況を予測してしかるべき目標を設定するという一
部の神経系のフォーマットは、フィードフォワード制御の典型である。しかしながら、運動
制御の目標値は、既定されたパラメーターだけで、常に運動を制御出来る訳ではない。例え
ば、ボールを投げて的に当てようとする時、一度で狙った的に当てるのは容易でないし、ま
たそれが達成できたとしても、常に狙い通り投げられるわけではない。狙い通りの結果を出
すには、運動の反復による学習が必要である。これは、計算された目標値が達成されたか達
成されないかによって、その目標値を修正する学習的機能、即ち、フィードバック制御が当
然必要になる。脳科学的な観測において、或る神経系のシステムにフィードバックする回路
が認められないとしても、実際には、記憶や反復によって運動の修正は可能である。だとす
れば、小脳の運動制御においても、身体の可動はフィードフォワードだけで成立するのでは
なく、フィードバックと協働しながら調節が為される必要がある。つまり、単に観測におい
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て指定できない「不明な点」というのは、神経系の物理的・生理的な機構というより、小脳
の運動制御機能と実際の身体的な運動の「記憶」とが、どのように相関するのか、というそ
の仕方のことであると考えることが出来るだろう（これについては、以下の節において再度
考察する）
。運動の修正に関する学習の反復、つまり、フィードバックとフィードフォワー
ドの絶えざる調整は、ある程度の精度を持つ行為を形成するという意味で、習慣性の形成で
ある。この習慣性が運動の作動の際に、フィードフォワードとして運動のパターンを制御す
るので、運動を導く素因になっていると看做すことが出来るのである 19。
ヴァレラの記述に戻り、再度考えてみよう。以上のような小脳の例において、脳神経のメ
カニズムの中に、準備性と習慣性という素因的傾向性における対処が含まれていることが認
められる。だが、ここでもう一つ考慮すべきなのは、これらの素因的傾向性が、単に形式的
な制御システムなのではなく、情動トーンという意味的な内実を備え、素因的な操作を拡張
するということである。これについて、ヴァレラは以下のような例を挙げる。
「私は今、も
のを書きながら、書くという行為の予料に自分を関わらせ、私の思考を文章化する素因的態
度を取っている。今この単語を書いたとき、素因は、適当な表現が見つからないことに対す
るかすかな苛立ちという情動的な負荷によって彩られている」20。以上のような行為の中で、
ヴァレラは、情動トーンが関わる意識構成のスケールを三つに分類している 21。第一には、
情動それ自体である。ヴァレラはこのスケールを、
「生き生きした現在にとって構成的な全
体的な変化の覚知である」と定め、根源的な時間意識構成のレベル、つまり、上述した未来
予持的な傾向性に対応し、
後のスケールにおける構成の基礎的な部分を担うものと規定する。
そして第二に、触発である。このスケールは、
「身体化された行為の整合的なシークエンス
に特有の素因的傾向性である」
。情動の傾向性を引き継ぎ、実際の身体的行為を引き起こす
際の切掛、ないしは、動機付けによって、知覚や行動を方向付けるものである。そして最後
に、第三のスケールは、気分である。これは、
「叙述的な記述のスケールである」
。実際に触
発によって引き起こされた行為の中で、その際に共に生じる顕現的な情態性は、意識構成に
おけるタイムスケールとは別に、一般的な意味における気分として表現される。これら情動
トーンのタイムスケールは、過去把持的な持続や、それに対応する神経ダイナミクスのタイ
ムスケールと相応するものではないが、意識構成の情動スケールに、段階性の違いが見られ
ることは、注意すべき点であろう。ヴァレラは、このようなスケールの段階性と発展の記述
から、形式的な制御システムからは見出せない具体的で実質的な現象を見落とすことなく、
考察対象とすることが可能になると考えているのである。

３．情動トーンの力学的な理解
我々は、ヴァレラが認識や行為に関する情動とその触発を、脳科学的な見地とリンクさせ
ているという点を確認してきた。その考察の中でヴァレラが述べる最も重要な主張は、「運
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動を実行しようという志向は、様々な程度の情動トーンの変化とカップリングされている」22
という点である。ヴァレラは、情動トーンに関わる様々な CA の発火がカップリングし、そ
のカップリングを神経ダイナミクスにおける力学的なランドスケープとして理解することに
よって、認識や行為を促す駆動的な契機として理解している。ヴァレラは、力学的なランド
スケープの例として、待機ポテンシャルを挙げている。例えば指が運動する際の、脳の電気
ポテンシャルを計測すると、その全体にわたって、運動の開始に何分の一秒かの、
「先立つ」
大きくゆっくりとした電気ポテンシャルが生じていることが観測される。
その時に被験者は、
自分が運動を始めようと決めた、と答えるという。つまり、被験者の運動に先立って、つま
り指を動かすことの以前に、具体的な力学的ランドスケープとして、CA が活動を始めてい
るということである。これは、情動トーンが神経ダイナミクスの中で、運動ないし行為の駆
動の際に、契機として役割を果たしているということを示している。ヴァレラはこの先立つ
電気ポテンシャル、
つまり準備電位を、
意識現象における情動トーンという契機と看做し、
「情
動調整は、神経ダイナミクスの主要な境界条件であり、初期条件である」23 と述べている。
しかも、この情動調整が、以後の運動の構成的な効果として、行為のメカニズムと調和する
というのである。この働きこそが、まさに神経ダイナミズムの駆動を基づけていると考えら
れるのである。
このような、情動トーンによる触発が、知覚や行為の素因的傾向性になっていることが、
未来予持の本性であるとヴァレラは言う。しかも、この情動トーンはという未来予持的な傾
向性は、過去把持と並んで、神経ダイナミクスに応用される力学的な原理であると見ること
が出来る。「位相空間のランドスケープと、その中を動く軌道との間の相互的なブートスト
ラップ」24 が、神経ダイナミクスの意識化、ないし、身体化の際の条件となるとヴァレラは
言うが、これは如何なることなのか。
「ブートストラップ」とは、
「自動、自給の」
「自動実行する」といった意味であり、
「靴を
つかんで自分自身を持ち上げる」といった状況から生じた概念である。一般に、コンピュー
ターに電源を入れたとき、オペレーティングシステム（OS）を起動するための処理を担う
システムを言う。端的に言えば、OS が起動するのに、それを起動させるシステムを必要と
しているという状況である。また、認知発達学や、ロボット工学において、幼児やロボット
が学習する際に、この概念が使用されている 25。この学習は、ブートストラップ学習と呼ば
れ、学習者が外部からのタスク教示や評価、または環境の制御なしに、自身の生得的な能力
に基づいて環境と相互作用し、新たな能力を創造することを指す。例えば、学習者の初期設
定として、特徴的な対象物を注視するという機能が備わっている場合、その機能が対象との
関わりの中で発動して、対象の注視が成功した場合、それを能力として創発するという事態
がある。このような生得的なものと環境的なものとの対において、カップリングという相互
作用による新たな事象の創発をブートストラップ的なダイナミカルシステムとして理解する
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のが、ヴァレラの基本的な立場である。この見解は、それぞれの契機や条件を独立的なもの
と考えることなく、歩行者と道との関係のように、不可分なリンクを基本としている。つま
り、ヴァレラは、それら両契機がそれぞれ立ちあがって来る場面を観測し、そして同時に、
それらの契機以上の何かが立ち上がって来る場面を観測することが、
肝要であるとしている。
これは、古典力学的な因果性や、相互作用といっても作用・反作用のような線形の表現とは
全く異なり、様々なファクターによって、そのファクターからは単純に想像・予測出来ない
ような結果を生じる複雑系、自己組織化として考えねばならない。自己組織化というシステ
ム的な解明を目指す立場から、ヴァレラは以下のことを指摘する。それは、フッサールの二
重の志向性という記述が、不可分な二つの志向性の契機によって、それら以外のもの、それ
ら以上のものが創発されること、即ち、時間意識の創発を記述しているということである 26。
我々は、この二重の志向性において、触発と情動的調性の関与が見出され得るということを
も、指摘し得るであろう。

４．終わりに
ヴァレラは以上の見解において、
最後的に「新たな時間図表」を呈示する。彼は、
フッサー
ルの時間図表を更に改良し、時間意識構成のダイナミクスを表現出来る図表を呈示するのだ
が、この図表の吟味は今後の課題である。端的に言えば、ヴァレラは、複数の構成能作を担
う志向性の協働による時間意識の創発というアイデアによって、この新たな時間図式を呈示
するのである。この吟味によって、
ヴァレラが指摘する意識の非線形的な力学的軌道と、フッ
サールの時間意識のダイナミズムの主張が重ね合う点が明確になるだろう。
しかしながら、やはり神経ダイナミクスという見解を意識構成の考察に持ち込んでも、そ
の自然科学的な性格（量化、記号化、観測方法）から、構成に関する挙動は形式的な説明に
留まっている。つまり、
非線形的な力学による説明であっても、
各々の感覚質（クオリア）や、
意味の連関（文脈）という、意識における根本的な問題に触れることは出来ないのである。
確かに創発という可能性は示されたが、それが質的な意識現象にどう繋がっていくのかとい
うことは、未だ明確ではない。情動と言う諸々の質的な側面に関わる現象が、数式で表現出
来ない以上、自然科学的な理解ではなく、現象学における志向性の分析によって、情動とい
う質的な現象に適切な理解を与えるという考察が必要である。連合や相互覚起という受動的
綜合による発生の分析が、意識現象の質的な側面の解明に本質的な寄与を与えることは、こ
れまで見てきたヴァレラの考察においても見出すことが可能な事柄である。哲学と科学によ
る意識考察の探究プログラムという提示は、このヴァレラの神経現象学によって、科学的研
究を方向付けるためのものであることを再確認する必要があるだろう。
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────────────────────
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11

Varela（1999）, p. 298.

12

Varela（1999）, p. 299.
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Zusammenfassung

Das Zeitbewusstsein beider
Neurophänomenologie Varelas（2）
MUTO, Shinji
In diesem Artikel wird versucht, einen interessanten Zusammenhang zwischen der
Dynamik des Nervensystems bei F. Varela und dem Begriff der Protention bei Husserl zu
erhellen. Beide fokusieren das Phänomen der Affektion. Im Phänomen der Affektion wird
die Gesetzmäßigkeit der Tendenz gezeigt, die als protentionale Tendenz in der lebendigen
Gegenwart in der Zeitlehre der Phänomenologie Husserls und als Antrieb der
Nervendynamik in dem Zeitbewusstsein der Gegenwart bei Varela angesehen werden
kann.
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