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私たちの意識と
脳ＡＩ融合について

生命システム研究所 代表
オフィス・マサル・エモト 顧問

根本 泰行

生命システム研究所・主催
２０２２年１０月２７日（木）１９：００～２１：００

ＺＯＯＭ会議室

簡単な自己紹介
⚫ 東京大学大学院理学系研究科にて理学博士取得（分子細胞生物学）

⚫ 株式会社IHM＆合同会社オフィス・マサル・エモトの顧問

⚫ エネルギー医学インスティチュート（IEMJ）の理事

⚫ 神奈川歯科大学大学院統合医療学講座の非常勤講師

⚫ 生命システム研究所（https://life-system-labo.com/）の代表

➢ 2021年末に立ち上げ、2022年2月11日よりさまざまな講座を開講

➢ これまでに開催した講座

✓ 『宇宙究極の謎』と『理想的な社会の構築』…哲学・霊性・経済

✓ 『現代生物学』…セントラルドグマ・エピジェネティクス・進化論

✓ 『新しい水の科学』…水・情報・エネルギー、水と霊性

✓ 『新型コロナウイルス』と『新型コロナワクチン』…ここではノーコメント！

✓ 『平和の創造における日本の役割』…日本人の発案による憲法九条

✓ 『やさしい超心理学と意識』…意識の本体はエネルギー体

✓ 私たちの『意識』について考えてみよう…11月･12月に開講！

➢ モットー：自分自身（根本）が真実伝えたいことのみを伝える。

➢ 目的：私はネタを提供するだけであり、それを元にして、皆さん自身の頭で
考え、身体で感じてもらうこと。

今回の講義の概要と目的
⚫ クオリア、意識のハード・プロブレムとイージー・プロブレム、哲学的ゾンビに

ついての解説を行う。

⚫ 脳AI融合と呼ばれる技術の現状について、ごく簡単に紹介する。

⚫ 超心理学の分野におけるESP（テレパシーなど）とPK（念力）と呼ばれる現象
について、ごく簡単に紹介する。これらの現象については、唯物論的な考え
方では説明できない。

⚫ 現在の脳科学や脳AI融合技術は、基本的に唯物論的な考え方に基づいて
いるが、そのような考え方では「意識の仕組み」は解明できない、と私は思っ
ている。

⚫ 「意識の仕組み」に関する【根本の仮説】について、解説を行う。

➢ 従来の科学は（ほぼ）すべて物質世界の現象を対象としているが、「意識
の本体」は高次元世界に存在しているために、（従来の科学とは異なっ
て）「意識」の研究は難しい、と私は考えている。

⚫ 最後に「補足」として、唯物論的な考え方の問題点を指摘したい。

お聞きくださった皆様がそれぞれに、「意識」について、さらに深く
考えていくためのきっかけとなれば、大変有り難いことです。

Few are those who see with
their own eyes and feel with
their own hearts.

- Albert Einstein

1879年3月14日 - 1955年4月18日

ドイツ生まれの理論物理学者。
特殊相対性理論および一般
相対性理論、光量子仮説に
よる光の粒子と波動の二重
性、ブラウン運動に関する理
論などを提唱した業績で知ら
れる。

自分の目で見て、自分の心で
感じる人は、とても少ない。

－アルベルト・アインシュタイン

Learn from yesterday, live for
today, hope for tomorrow. The
important thing is not to stop
questioning.

- Albert Einstein

1879年3月14日 - 1955年4月18日

ドイツ生まれの理論物理学者。
特殊相対性理論および一般
相対性理論、光量子仮説に
よる光の粒子と波動の二重
性、ブラウン運動に関する理
論などを提唱した業績で知ら
れる。

昨日から学び、今日を生き、明日に
希望を持つ。大切なのは、疑問を抱
くのをやめない事だ。

－アルベルト・アインシュタイン

平和な社会を構築するため
には、「異論」を「共存」させ
ておくことのできる「寛容さ」
が決定的に重要である。

－ 根本 泰行 19XX年-
「深層（真相）哲学」

（ディープフィロソフィー）
の創始者



2

7

脳

最も重要な問い
『意識はいつ生まれるのか― 脳の謎に挑む統合情報理論』 より

ジュリオ・トノーニ ＆ マルチェッロ・マッスィミーニ 著、花本知子 訳、亜紀書房・刊、2015年

⚫ われわれは、もっとも重要な問いには答えられないでいる。その問いとは、
なぜ脳という物質が、意識を宿すことができるのか、ということだ。

⚫ もしも、意識の秘密というものがあるのなら、それはいったいなんなのか。

https://fin.miraiteiban.jp/nou-yasuragi/

ヒトの脳 (模型) ヒトの大脳。前頭葉の一部
が切除された状態。

Wikipedia
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神経細胞と
シナプス

「神経細胞」（＝「ニューロン」）と「シナプス」

• 脳内にはおよそ1,000億個の神経細胞
（＝ニューロン）が存在する。

• 1つの神経細胞に伝わってきた電気パ
ルス（＝活動電位）は、シナプスを介し
て次の神経細胞に伝わる。

• 1つの神経細胞は、平均すると約1万の
シナプスを形成していると言われている。

• 他の神経細胞に興奮を伝える「興奮性
シナプス」が80％、訳に興奮を抑制する
「抑制性シナプス」が20％存在する。

• 神経細胞は他の細胞からの情報入力
の総和がある一定の値を超えると発火
し、活動電位という電気パルスを生み
出す。

• 1つの神経細胞には、約1万の神経細
胞からの入力と約1万個の神経細胞へ
の出力があると言われている。

• 脳は、極めて複雑なネットワークを形成
している。

11

ニューロン発火の
リアルタイム映像

「脳の情報処理と人工知能」 大木研一教授
2022年3月18日・「第5回サイエンスカフェ」Beyond AI 研究推進機構 (2分11秒)

https://youtu.be/CvH4m5sS6RI
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クオリアとは？

クオリアとは
Wikipediaより

⚫ クオリアまたは感覚質とは、感覚的な意識や経験のことであり、意識的・
主観的に感じたり経験したりする質のことである。

⚫ 簡単に言えば、クオリアとは「感じ」のことである。「イチゴのあの赤い感
じ」、「空のあの青々とした感じ」、「二日酔いで頭がズキズキ痛むあの感
じ」、「面白い映画を見ている時のワクワクするあの感じ」といった、主観
的に体験される様々な質のことである。

⚫ 外部からの刺激（情報）を体の感覚器が捕え、それが神経細胞の活動
電位として脳に伝達される。すると何らかの質感が経験される。例えば
波長700ナノメートルの光（視覚刺激）を目を通じて脳が受け取ったとき、
あなたは「赤さ」を感じる。このあなたが感じる「赤さ」がクオリアの一種
である。

⚫ 人が痛みを感じるとき、脳の神経細胞網を走るのは、「痛みの感触その
もの」ではなく電気信号である（活動電位）。脳が特定の状態になると痛
みを感じるという対応関係があるだろうものの、痛みは電気信号や脳の
状態とは別のものである。クオリアとは、ここで「痛みの感覚それ自体」
にあたるものである。

15

意識の
ハード・プロブレム

意識のハード・プロブレム①
Wikipediaより

⚫ 意識のハード・プロブレムは、1994年当時「意識に関する大
きな問題は、もう何も
残されていない」と考
えていた一部の神経
科学者や認知科学者、
関連分野の研究者に
対する批判として、オー
ストラリアの哲学者デイヴィド・チャーマーズによって、提示
された。

⚫ ハード・プロブレムとは、物質および電気的・化学的反応の
集合体である脳から、どのようにして主観的な意識体験（＝
現象的意識＝クオリア）というものが生まれるのかという問
題である。

意識のハード・プロブレム②
Wikipediaより

⚫ 当時の研究者が「解けた」と考えていたのは全て意識に関するや
さしい問題ばかりであり（＝イージー・プロブレム）、真剣に議論さ
れてさえいない「意識に関する本当に難しい問題」（＝ハード・プロ
ブレム）がまだ残されている、とした。

⚫ 具体的には次のような問題である。

1. 物質としての脳の情報処理過程に付随する主観的な意識的
体験＝クオリアというのは、そもそも一体何なのだろうか？

2. この主観的な意識的体験＝クオリアは、現代科学によって、
一体どのように説明されるのだろうか？

とても単純化して言えば…
⚫ 唯物論…脳が「意識」を生み出していると考える。
⚫ 二元論…脳は「意識」と肉体の間のインターフェイスであって、「意識の本体」

は、高次元世界に存在する「エネルギー体」である（根本の表現）。

現象的意識（クオリア）と機能的意識
⚫ あなたが車を運転しながら物思いに耽ってい

たとする。ビュンビュン飛ばしていたところ、交

差点の直前で信号が赤だったことに気がつ

き、恐怖をともなった驚きを感じる。その瞬間
の状況を描いたのが左図だと考えてほしい。

⚫ 赤信号から出た光は、あなたの網膜で化学
反応を起こし、神経細胞を興奮させる。その
興奮は視神経を通って、脳の視覚野に入力さ
れる。脳内の各部位で一連の神経細胞が発
火したあと、運動神経への出力が足の筋肉を
収縮させ、ブレーキを踏みこませる。また交感
神経への出力が心臓の動悸をはやめ、発汗
を引き起こす。

⚫ これら一連の現象は全て、脳内で起こる物理
的・化学的・電気的反応の問題であり、そのメ
カニズムを研究することは、イージー・プロブ
レムに位置づけられる。

⚫ しかしこれが全てではない。赤信号の赤い感
じ、突然訪れた恐怖、「ハッ」とした驚きの感
覚、それら様々なクオリアとはそもそも何なの
か、物理的・化学的・電気的反応からいかな
る因果関係によって生じるのかについての研
究は、意識のハード・プロブレムに位置づけさ
れる。

Wikipedia
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イージー・プロブレムと
機能的意識

⚫ イージー・プロブレムとは、右図で示されている、物質としての脳はどのように情報を処理しているの
か、という形の一連の問題を指す（上向き矢印で表現されている部分は扱われない）。

⚫ 医学、脳科学、生物学の分野で現在行われている研究は、主としてイージー・プロブレムについて
である。

⚫ 右図は、基本的にチャーマーズの言うところの「哲学的ゾンビ」を示している。

WikipediaWikipedia

ハード・プロブレムと
現象的意識（クオリア）

⚫ ハード・プロブレムとは主観的な意識体験（クオリア）とは何なのか、それは脳の物理的・化学的・電
気的反応とどのような関係にあるのか、またどのようにして発生するのかという問題を指す。

⚫ 主観的な意識体験を外部から観測する方法が無いため、科学的方法が通用するかどうかすら分か
らないという意味でハードであるとされている。

⚫ 根本私見：現象的意識（クオリア）は、高次元世界に存在する「意識の本体」の機能ではないか。

WikipediaWikipedia
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哲学的ゾンビ

哲学的ゾンビ
『意識はいつ生まれるのか― 脳の謎に挑む統合情報理論』 より

ジュリオ・トノーニ ＆ マルチェッロ・マッスィミーニ 著、花本知子 訳、亜紀書房・刊、2015年

⚫ 「哲学的ゾンビ」はオーストラリアのデイビッド・チャーマーズによって有名に
なった。カリブの呪術師が呼び覚ますゾンビとも、ホラー映画をにぎわす、部分
的に腐乱した死体とも違い、哲学者たちが仮想するゾンビとは、行儀よく、まと
もで、外見からはわれわれとまったく見分けがつかない存在である。どんな医
学的検査や心理テストを受けさせても、人間と哲学的ゾンビは見分けられない。

⚫ 唯一の違いは、哲学的ゾンビには意識がないということである。もし熱された
表面に触れたとしたら、哲学的ゾンビはわれわれと同じように手足を引っ込め、
叫び、ののしり言葉を発する。だが、哲学的ゾンビはなにも感じない。

⚫ 別の人間の身体的状態をいくら完全に記述できたとしても、その記述をもとに、
その人に意識があることを示すことは、論理的に不可能である。

⚫ 哲学的ゾンビとは、「外面的には普通の人間と全く同じように振る舞うが、その
際に内面的な経験（意識やクオリア）を持たない人間」という形で定義された仮
想の存在である（Wikipediaより）。

クオリアに関する唯物論と二元論の考え方

A.唯
物論

Ａ．物的一元論
（唯物論）

Ｂ．心身二元論（根本流）
（二元論）

入力 出力
脳

エネルギー体

クオリア

⚫ クオリアは脳の中で作り出され
る、と考える。

クオリア

⚫ クオリアは脳によって作り出すこ
とはできず、エネルギー体によっ
て作り出される、と考える。

入力 出力脳

The Feeling of Life Itself: Why Consciousness Is 
Widespread but Can‘t Be Computed（未邦訳）

⚫ 大好きな食べ物の味わい、刺すような虫歯の痛み、満腹の後の充
実感、何かを待っている時の遅い時間の流れ、何かを意図的にな
そうとすること、そして、競技会の直前に感じる不安の混じった躍動
感、これらに共通することは何だろうか？

⚫ すべて、他と区別できる経験を伴っています。それらに共通するの
は、すべて主観的な状態であるということです。

⚫ 意識とは、経験のことです。

⚫ 経験というものがなければ、私は何者でもなく、ただのゾンビになっ
てしまうことでしょう。

（仮訳） 生命の“感じ”それ自体：意識は広く存在しているのに、
計算で求めることができないのは何故か？

Christof Koch（クリストフ・コッホ） 著、The MIT Press; Reprint版、2020年

『意識をめぐる冒険』 クリストフ・コッホ著、土谷尚嗣＆小畑史哉・訳、
岩波書店、原著2012年、翻訳書2014年

⚫ 脳のなかにおける物理現象が、地球上の人間の主観的経験の世界
を生み出していることは疑いようがない。
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意識と脳AI融合
について

以下の書籍の内容を紹介します。

参考文献

『脳と人工知能をつないだら、
人間の能力はどこまで拡張
できるのか － 脳ＡＩ融合の
最前線』

紺野大地（こんの だいち）＆
池谷裕二（いけがや ゆうじ）・著
講談社・刊、2021年12月16日

https://www.amazon.co.jp/dp/4065265150/

① 概要

② 脳AI融合（脳とAIを繋げること）
⚫ AIを使って、脳の情報を読み取る
⚫ AIを使って、脳に情報を書き込む
⚫ イーロン・マスクが設立したニューラリンク社のテクノロジー
⚫ 【参考】ムーンショットプロジェクト
⚫ 池谷脳AI融合プロジェクト
⚫ 【参考】トランスヒューマニズム

③ 根本の私見
意識に関わる場合の＜トランスヒューマニズム＞の限界

⚫ 唯物論的な考え方の限界
⚫ AIは「考えて」はいない
⚫ 多次元同時存在としての「人間」の真の姿

解説の流れ ① 概 要
「はじめに」より
⚫ 私たちは今、人間という存在、その意味や価値が変わりつつある激動の時

代を生きている。その理由の一つは、人工知能（AI）の台頭であるが、それ
だけではない。本書で主眼となる「脳の改造」がポイントである。

⚫ 科学の力によって身体的規制が緩んだとき、人間の在り方が根源から転覆
することは間違いない。これこそが冒頭に「人間の意味や価値が変わる」と
書いたことの意味である。

根本コメント
⚫ 私見では「人間という存在の意味や価値が変わる」のではなく、「人間という

存在に関して、太古からの智恵（霊的な教え）の中で言われてきた「真実」が、
ただ再認識されるだけである」と思っています。

⚫ 「人間の在り方が根源から転覆する」などということはないでしょう。仮に、
「転覆する」とすれば、それは「誤った方向に向かって転覆する」ということで
はないか、と私は思います。

⚫ 脳やAIの研究に関わる人々の間で、人間存在の全体像が見えていない現
段階において、 「脳の改造」を試みるということは、余りにもリスクが大きい
のではないか、と私は考えます。

② 脳AI融合 (1)
地磁気を「感じて」迷路を解くネズミ
⚫ 私たちの研究室では、（2015年に）「地磁気セ

ンサーを生まれつき持っていない生き物に地
磁気を感じさせる」という一件無謀にも思える
挑戦に取り組んだ。

⚫ 視力を失ったネズミの脳に地磁気センサーを
含むコンピューターチップを埋め込んだ。この
チップはネズミが北を向いたときに右脳を電気で刺激し、南を向いたときに左脳を刺
激するように作られている。私たちは、チップを埋め込んだネズミに迷路を解かせるこ
とを試みた。私たちが用意したのはＴ字型の迷路で、常に東側にエサが配置されてい
る。

⚫ 驚くべきことに、コンピューターチップを脳に埋め込んでからわずか数日後には、ネズ
ミは高い確率で東がどちらかを判別し、エサを手に入れることができるようになった！
これはすなわち、ネズミがコンピューターチップを介して伝えられる地磁気の情報を活
用できるようになったことを意味する。脳はこれまで経験したことがないような刺激に
対しても素早く反応し、その情報を活用することができるのである。

根本コメント
⚫ 右脳もしくは左脳への電気刺激というのは、余りにも荒っぽい刺激ではないか。

② 脳AI融合 (2)
「念じる」だけでロボットをあやつる
⚫ 「脳と機械をつなぐ」という意味で「BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）」と呼ばれ

たり、「脳とコンピューターをつなぐ」という意味で「BCI（ブレイン・コンピューター・イン
ターフェース）」と呼ばれたりする。

⚫ BMIを用いた研究で代表的なのは、「念じるだけでロボットをあやつる」というもの。

⚫ 「異なることを想像しているときには、異なる脳活動が生じている」という事実を利用し
ている。すなわち、「右手でコップをつかんでいることを想像しているとき」にはロボット
の右腕がコップをつかむように事前にプログラムし、「左手を机の上に置いていること
を想像しているとき」にはロボットの左腕を机の上に置くように決めておく。

⚫ 2012年の時点では人間の患者さんにおいて、
念じるだけでロボットアームを動かし、ペットボ
トルの水を飲むことに成功している。

⚫ 最近では車椅子やロボットをあやつるだけで
はなく、考えていることを直接文章にしたり、
他の人が見ている夢の内容を見たりすること
もできるようになってきている。

根本コメント
⚫ 人間の意図を、脳波で読み取るのは、かなり粗いやり方であるように感じます。
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② 脳AI融合 (3)
思い浮かべたことを翻訳してくれる人工知能
⚫ 「脳活動を人工知能で読み取ることで、その人が考え

ていることを直接文章に翻訳できるようになった」。

⚫ エドワード・チャンらは、「皮質脳波計」というシート状
の電極をてんかんの患者の脳に手術で埋め込んだ。

⚫ 次に、脳波計を埋め込まれた患者に50個ほどの短い文を音読してもらい、その間の
脳波を記録しました。患者に短文を音読させ、その間の脳活動を記録するという一連
の流れを繰り返すことで、人工知能は「こういうことを話しているときには、脳はこう
いった活動をする」という関係性を学習していく。人工知能がこの対応づけをきちんと
学習することができれば、その人工知能を逆方向に用いることで、その人の脳活動か
ら文章を予測することができるようになる。

⚫ この研究がさらにすごいのは、「文章を音読せずに頭の中で思い浮かべるだけで、そ
の文章を予測できるようになった」という点である。これが可能になったのは、「文章を
声に出して音読しているとき」と「文章を声には出さずに思い浮かべているとき」の脳
の活動が似ているからである。

⚫ 最終的にこの研究では、「頭の中で考えていることを文章に翻訳する精度」が最大で
97%に到達したと主張している！

② 脳AI融合 (4)
他人が見ている夢を読み取る人工知能（1）
⚫ 京都大学の神谷之康らの研究。眠っている人の脳活動を二種類の方法で記録した。

一つは頭皮上脳波で、もう一つはfMRI（ファンクショナル・エムアールアイ、機能的磁気
共鳴画像法）と呼ばれる手法。脳波が脳の活動によって生じる電気的な信号を捉える
手法であるのに対して、fMRIでは脳の血流量がどれだけ変化したかによって、脳活動
の程度を判定することができる。

⚫ 被検者が眠ったかどうかは、脳波で判定できる。ウト
ウトするとシータ波になり、眠りに落ちるとデルタ波に
なる。

⚫ 被験者は眠りに落ちた瞬間に起こされて、「どんな夢
を見ていたのか」と聞かれる。質問に答えたら再び寝
ることを許され、また眠りに落ちた瞬間に再び起こさ
れて夢の内容を聞かれる。これを200回繰り返した。

⚫ この実験において、脳波は「眠りに落ちたかどうか」
を判定するためだけに利用され、脳の活動はfMRIで
記録されたデータを使っている。そして、「こういう夢
を見ているときはこういう脳活動をしている」という関
係をひたすら蓄積することで、人工知能は脳活動と
夢との関係性を学習していく。

② 脳AI融合 (5)
他人が見ている夢を読み取る人工知能（2）
⚫ 人工知能が一度この対応づけを学習してしまえば、今度は逆に「脳がこういう活動

をしているということは、この人はこういう夢を見ているはずだ」ということが予測で
きる。この研究で達成されたのは、「今この人は食べ物の夢を見ている」というよう
に、どんな夢を見ているのかを「言葉で」言い当てるということであった。

⚫ この研究を行った神谷らのチームは、最近は「頭の中にあるイメージをそのまま画
像にする人工知能」を開発中である。この研究がうまくいけば、頭の中にあるイメー
ジを言語化することなく他人に伝えることができるようになる。

⚫ 2021年時点では、頭の中でイメージした簡単な図形を画像化できるくらいの段階の
ようであるが、この先どこまで研究が進歩するのか要注目である。

⚫ 一方で、考えていることや夢の内容を脳の活動から「翻訳」できるようになることは、
極めてセンシティブな情報を他人に読み取られてしまう危険性も秘めている。

⚫ テクノロジーの進歩による利便性は、プライバシーと表裏一体でもある。特に頭の
中というのは、「究極のプライベート空間」と言えるであろう。脳に秘められた情報を
どう活用していくのか、研究者だけでなく私たち全員がじっくり考える必要がある。

根本のコメント
⚫ いずれにしても、脳の信号を読み取る手法の精度には限界がある。

② 脳AI融合 (6)
「意識」についての最新理論
⚫ 古くから科学者たちは意識について思いを巡らせ、悩まされてきた。いったいなぜな

のだろうか？

⚫ そもそも科学（とりわけ、自然科学）とは、外界の対象物を「客観的に」観察し、分析す
ることで世界を理解しようとする営みである。（中略）しかしながら、「意識」はどうしよう
もなく主観的なもの（＝クオリア）である。

⚫ 意識を生み出しているのは脳であり、脳はタンパク質や糖質、脂質から構成された物
理的な物質である。また、一つの神経細胞がどのように活動するかは、数式やシミュ
レーションで十分に再現することができる。このように、脳を構成している物理的な物
質や最小単位の神経細胞についてはかなりのことが分かっているにもかかわらず、
そのような物理的物質たる脳からいったいどうやって主観的な意識が現れるのかは
さっぱり分からない。意識研究においては、このような難問が大きく立ちはだかってお
り、しばしば「意識のハードプロブレム」と表現されている。

⚫ このように、対象を客観的な手法で扱う科学にとって、意識は極めて相性が悪いと
言っても過言ではない。

根本のコメント
⚫ そもそも「意識を生み出しているのは脳」という考え方は、決定的に間違っているので、

この方向の研究は、遅かれ早かれ、必ず壁にぶつかることになるであろう。

② 脳AI融合 (7)
ニューラリンク社のテクノロジー
⚫ イーロン・マスクが2016年に設立したニューラリンク社は、設立後の数年間、沈黙を貫

いてきたが、2019年7月16日のイベントで世界中の研究者の度肝を抜いた。

⚫ ニューラリンク社による発表内容を簡潔にまとめると以下の通り。

1. 髪の毛よりも細い電極1,000本以上を脳に埋め込む。
2. それらの電極で脳波を記録する。
3. 1本1本の電極で脳を直接刺激することもできる。

⚫ 衝撃的な発表であり、各種メディアによって「ついに脳と人工知能が融合する」などと
大々的に取り上げられた。

⚫ ニューラリンク社による発表にインパクトがあった理由は以下の2点である。

1. 刺せる電極の数が「桁違い」に多い…以前は100電極程度であった。
2. 電極の埋め込み手術をロボットが行う…電極を脳に埋め込む際には血管の損

傷が大きな問題となる。それに対して、ニューラリンク社は「自動で血管を避け
ながら電極を埋め込んでくれる手術ロボットを開発した」。

⚫ 2020年8月28日にニューラリンク社はアップデートを報告した。

1. 第2世代の電極デバイス（The LINK）が開発された。
2. 手術ロボットがアップグレードされた 。
3. ブタの脳に電極を差し込み、脳波の記録に成功した。

② 脳AI融合 (8)
念じるだけでゲームをプレイするサルの誕生
⚫ 2021年4月にニューラリンク社は、またもや

あっと驚くような成果を発表した。「脳に電
極を埋め込んだサルが、人工知能の力を
借りて、念じるだけで卓球ゲームをプレイ
した」ということ。詳しく言えば「1024チャン
ネルの電極が埋め込まれたサルが、脳活
動のみでPongという卓球ゲームをプレイ
することに成功した」ということである。

⚫ 但し、「サルが脳活動だけでゲームをプレ
イすることは、脳研究の世界ではすでに
達成されている」ことである。今回の発表
で新しい点は以下の3点である。

1. サルに1024チャンネルの電極を埋め込んで脳活動を記録した…彼らは2019年7
月や2020年8月の時点で、この電極についてアピールしていたが、実際にサルに
埋め込み、きちんと機能した。

2. 将来的な実用化を見込んだ各種デバイスの設計…リアルタイム性、スマートフォ
ンとのペアリング、ソフトウエアのデザインなど。

3. 成果を出すスピード感…2019年の最初の報告会からわずか1年半で辿り着いた。



7

MONKEY MINDPONG BY NEUROLINK (50秒)
画面右端のラケットは「ペイジャー」（＝サルの名前）が脳波を使って操作している。
口にくわえている管からは、報酬としての「バナナ・スムージー」が送られている。

https://youtu.be/rsCul1sp4hQ

② 脳AI融合 (9)
ニューラリンク社のテクノロジーの疑問点
⚫ サルは本当に念じるだけでカーソルを操作しているのか？

➢ ニューラリンク社が発表した動画を見ていると、「脳活動だけでカーソルを操作
している」と言いながら、サルは顔や体を大きく動かしている。このような身体の
動きは脳活動に大きく影響を与える。そのため、「カーソルを動かそうという意
図による脳活動」ではなくて、「顔や体の動きで生じる“ノイズ”としての脳活動」
によってカーソルが操作されている可能性を否定することができない。

➢ BMIの研究では、このようなノイズは真っ先に除去しなければならない。ニュー
ラリンク社の研究者たちがこの点に気づいていないはずはないので、「サルは
本当に“念じるだけ”でカーソルを操作しているのかどうか」について、続報が待
たれるところである。

⚫ 電極の劣化を防ぐことができるのか？
➢ 一般に、脳に埋め込む電極は時間とともに性能が低下する。ニューラリンク社

が発表した論文中では「一生使える電極を作製した」と主張されているが、根拠
となる技術は記載されていない。2021年時点で、脳に埋め込んだ電極の劣化を
数十年単位で防ぐ方法は存在しない。

➢ 今後、ニューラリンク社がこのデバイスを普及させようと思った場合には、この
電極の劣化が最大の問題点になると考えられる。

② 脳AI融合 (10)
イーロン・マスクとニューラリンク社は脳と人工知能をどう変えるのか
⚫ イーロン・マスクは「これらの技術を実際に2020年から人間に対して臨

床応用したい」、そして「まずは四肢麻痺の患者さんに対して電極を埋
め込む」と発言している。

⚫ 日本でも、BMIへの注目は着実に高まってきている。2020年から内閣府
主導で始まったムーンショットプロジェクト「身体的能力と知覚能力の拡
張による身体の制約からの解放」では、BMI研究を通じて、「2050年まで
に、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現する」
（＜トランスヒューマニズム＞を含むと思われる）という非常に野心的な
目標を掲げている。

⚫ 将来的に脳についての理解がもっともっと進めば、私たちは自らが望む
「世界」そのものを自在に作り出すことができるようになるかもしれない。
これは文字通りの意味で「メタバース（複数の世界・宇宙）」である。筆者
（紺野）は、この「神経科学とメタバースの融合」こそが、アカデミアとイ
ンダストリーをつなぐ切り札になるのではないかと非常に期待していま
す。

ムーンショットプロジェクト
ムーンショット目標１ - 2050年までに、人が身体、脳、空間、時間

の制約から解放された社会を実現（内閣府）

◆ 身体の制約から
の解放

◆ 脳の制約からの
解放

◆ 空間、時間の制約
からの解放

⚫ 「ムーンショット」とは、前人未踏で非常に困難だが、達成できれば大きな
インパクトをもたらし、イノベーションを生む壮大な挑戦のこと。

⚫ 本来は月に向かってロケットを打ち上げることを指す。

② 脳AI融合 (11)
池谷脳AI融合プロジェクト
⚫ 「人工知能（AI)を用いて脳の新たな能力を開拓し、“脳の潜在能力はいったいどれほ

どなのか”を見極めること」を大きな目的としている。具体的な研究内容は以下の4つ。

1. 脳チップ移植…脳にコンピューターチップを移植することで、地磁気や血圧の変化
といった本来人間が感知できない環境や身体の情報を脳にインプットする。赤外
線チップや紫外線チップ、さらにはX線チップを埋め込むことにより、見えない世界
が見えるようになるかも知れない（根本コメント：誰でもオーラが見えるようになる
かも (^^;) 磁気感覚を持ったコマドリは磁気を見ている⇒【拡張現実】）。

2. 脳AI融合…脳内に存在する情報を人工知能で分析し脳にフィードバックすること
で、脳の機能を拡張するというアプローチである。たとえば、わずかな音の高低や
メロディーの違いなど、本人が意識的には区別できない情報を人工知能が解読し
て脳にフィードバックすることで、これらの違いを知覚できるようになるかを調べる。

3. インターネット脳…脳をインターネットや電子機器と連携させることで脳活動をもと
にウェブ検索や家電操作を行うというアプローチで、脳と環境をシームレスに接続
することを目指す。

4. 脳脳融合…複数の脳の情報を人工知能技術で連結し、個体間で情報を共有する。
これにより、言葉や仕草などの古典的な手段を超えた未来のコミュニケーション
のかたちを模索するアプローチである。

⚫ 【根本私見】 脳から情報を読み取ることは易しいが、書き込むことは難しい。

トランスヒューマニズムとは？

⚫ トランスヒューマニズムは、科学技術を積極的に活用することで生物学的限
界を超越しようとする思想および運動、そして哲学なのです。

⚫ 科学技術で積極
的に人間を改良
するという思想
は、一聞すると
非常に非人道的
で冷酷な考えの
ように感じること
でしょう。

⚫ しかしトランスヒューマニズムの本質は、生命の抑制ではなく促進です。

⚫ 科学技術の力によって病気や障害のみならず老化や死までをも克服し、生
きていることの喜びを最大限に感受できるようになること。だれもが生きてい
ることの素晴らしさを実感できるようになること。生という貴重で美しい体験を
あらゆる手段をもって保護・保存すること。これこそがトランスヒューマニズム
の基礎をなす考え方です。
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トランスヒューマニズム：サイボークや
バイオハックが再定義する美しさ

CNN style - https://www.cnn.co.jp/style/beauty/35159699.html

ニール・ハービソンさんは全色覚
異常だが、頭がい骨にアンテナを
埋め込み、色を音として認識して
いる/David Vintiner

ロブ・ペンスさんは無線式のビデ
オカメラを右目に埋め込み「アイ
ボ ー グ 」 と 称 し て い る /David
Vintiner

ジェームズ・ヤングさんの義肢は細かな
筋肉の動きを検出するセンサーによっ
てコントロールされる/David Vintiner

③ 根本の私見
意識に関わる場合の＜トランスヒューマニズム＞の限界

1. 唯物論的な考え方の限界
⚫ 脳やAIの研究に携わっている研究者は、物質的な「脳」が意識を作り出していると

思っている。

⚫ 意識のハードプロブレムが解けないこと、ESPやPKなどの超心理学的現象（すぐ
後で説明します）、前世を記憶している子供たちの存在、臨死体験、体外離脱体
験などを考慮すると、これは（少なくとも私にとっては）明らかに「間違った考え方」
であるので、彼らが達成できる事柄には限界がある。

2. AIは「考えて」はいない
⚫ AIは、ビッグデータに含まれている個々のデータを互いに比較し、パターンを抽出

してグループ分けし、そこから何らかの「構造」を導き出すことによって、与えられ
た問題に対して、計算上、最適な「解」を提示しているだけである。

⚫ AIはクオリア（自己意識のクオリア、理解のクオリア、感動のクオリア…）を感じるこ
とができないし、「なぜ自分は存在するのだろうか？」などと考えることもできない。

3. 多次元同時存在としての「人間」の真の姿
⚫ 人間の本質は、「多次元同時存在」である（物質次元、エーテル次元、アストラル

次元、メンタル次元などに同時に存在している）、と私は考えている。

⚫ 別の表現をすれば、物質世界の意識は「脳」が司っているが、「意識の本体」は、
より高次元の世界に存在している、と私は考えている。

45

超心理学における
実験結果の紹介

ESP(超感覚)
PK（念力）

ESP実験（視線感知実験）
ルパート・シェルドレイク博士（「形態場の理論」の提唱者）

1. 「見つめられる人」をA、 「見つめる人」をBとする。

2. 後ろ向きに座ったAの後頭部を、数メートルの位
置からBが見つめる。

3. コインを投げて、表が出たらBはじっと凝視し、裏
が出たら見つめないという試行を繰り返す。

4. 1試行は10秒くらいに設定し、10秒
経過するごとにブザーなどでAに
合図を送り、Aは合図が来たら、
自らの感覚に基づいて、見つめ
られていたかいないかを答える。

5. 偶然当たる確率は50%である。

2002年6月6日 撮影

• 60回の視線感知実験、総計3万3357試行をメタ分析した。視線感
知実験全体の正答率は偶然期待の50.0%に対して54.5%であった。

• その偶然比は2×10の59乗分の1という天文学的数字であった。
（「量子の宇宙でからみあう心たち」ディーン・ラディン著、石川幹人・訳より）

実験値

偶然値

ミクロPK実験（乱数発生器）

⚫ 乱数発生器は、放射性元素の崩壊や熱雑音、光子が関
与する量子過程（ハーフミラー透過現象）などの自然界
に存在する乱数発生源を利用して、真の乱数列を発生
する装置である。

⚫ 人間の意識によって、乱数発生器が生成する乱数に偏
りが生じることが報告されており (Jahn 1989)、スプーン
曲げなどの巨視的な現象であるマクロＰＫに対して、ミク
ロＰＫと呼ばれる。

⚫ ロジャー・ネルソン博士らによる「地球意識プロジェクト」
（Global Consciousness Project）では乱数発生器に対す
る人類の集合意識の影響をリアルタイムで測定している。

（RNG：Random Number Generator ＝ REG：Random Event Generator）
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個人の念力による乱数の変化

⚫ 上のグラフは1が多くなるように念じた場合、下のグラフは0が多くなるように念じた場
合、中央のグラフはベースライン（何も念じない場合）であり、横軸は試行回数。

⚫ 有意水準5%を超えて、最終的には1％も超えている。 Jahn (1989) より引用

Ｚ
の

累
積

値

試行回数1が多いと増加し、
0が多いと減少する。

１％

５％

５％

１％

1が多くなるように念じた場合

0が多くなるように念じた場合

ベースライン（何も念じない場合）

【参考】 「法則」に関する唯物論的科学者の見解
『真理の探究－仏教と宇宙物理学の対話』 より

佐々木閑（仏教学者）＆大栗博司（物理学者）・著、幻冬舎新書、2016年

大栗博司氏の文章

⚫ 私たちが日常生活で経験する現象を支配する物理法則はほぼ完璧に確
立しています。

⚫ 法則に合わない現象は、起きないと断言することができます。たとえば、
テレパシー。人体が発することのできるエネルギーで離れた場所に情報
が伝わるとすれば、音か光、電磁波しかありません。そして、これらの現
象の仕組みは完璧に分かっていて、テレパシーのような現象がないこと
は明らかです。また、さきほどの「水からの伝言」の話のように、水が言葉
の影響を受けて結晶の形を変えるなどということもありえません。ほとん
どの「超常現象」は、すでに確立している法則によって、簡単に否定でき
てしまうのです。

【根本私見】 「テレパシーのような現象」の存在は、「視線感知実験」などによって、
明らかです。「健全」な「科学」としては、次に、その仕組みの解明に取りかかります。
「テレパシー」において、「音か光、電磁波」以外の、今までに知られていない何らかの
情報伝達手段が存在しているのではないか、と考えるのは、極めて自然なことです。

【参考】量子もつれ＝量子の絡み合い
• アルベルト・アインシュタイン（1879年3月14日～1955年4月18日）は「量子もつ

れ」を「不気味な遠隔作用」と呼び、その実在を最後まで信じなかった（1935
年：EPRパラドックス）。その後、約30年間、「量子もつれ」は忘れ去られた。

• 1964年にジョン・スチュワート・ベル（1928年6月28日～1990年10月1日）によっ
て導かれた「ベルの不等式」によって、実験的に「量子もつれ」が存在すること
を証明する道が開かれた。

• 1982年のアラン・アスペによる実験で、「ベルの不等式」が破られていることが
示され、「量子もつれ」が存在することが実証された。

52

意識に関する
根本の仮説

「意識」は、物質世界と高次元世界に分かれて存在している。

⚫ 物質世界の「意識」は、「脳」（＋肉体）が司っているが、「脳」だ
けではクオリアを生成することはできない。

⚫ 高次元世界の「意識」こそが「意識の本体」（＝意識場、形態場、
量子真空場、魂）であり、この「意識の本体」がクオリアを生成
している。

脳が意識を生み出しているのか否か

脳の中のニューロンのネットワーク
が意識を生み出している。

意識の本体は空間場（魂）に存在しており、脳の
中のニューロンのネットワークは、意識の本体と
肉体の間の界面（媒介、送受信機）となっている。

Ａ．唯物論的な考え方 Ｂ．根本の仮説

死後の世界

脳も肉体も消失すると同時に、意識
もまた消失する。

脳と肉体が消失しても、意識の本体は空間場
に存在しているため、不滅であり永続する。

Ａ．唯物論的な考え方 Ｂ．根本の仮説

死んだらどうなるか？
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輪廻転生（生まれ変わり）

生まれ変わりはあり得ない。生ま
れる前も、死んだ後も、「無」である。

死によって脳と肉体が消失した後、意識の本体を
元にして、再び肉体に意識が宿り、生まれ変わる。

Ａ．唯物論的な考え方 Ｂ．根本の仮説

生まれ変わりはあるのだろうか？

臨死体験（体外離脱）

臨死体験（体外離脱）を説明
できない。

顕在意識の主体が、脳と肉体から離れて、
意識の本体（空間場）に移る。

Ａ．唯物論的な考え方 Ｂ．根本の仮説

臨死体験（体外離脱）とは何か？

宇宙人やUFOの存在

物質世界では、超光速はあり得な
いので、宇宙人が地球を訪れるこ
とも（ほぼ）あり得ない。

高次元の世界では、超光速で移動することは容
易である。高次元の世界に存在する宇宙人は、
肉眼では見ることができない。

Ａ．唯物論的な考え方 Ｂ．根本の仮説

宇宙人を目撃することが難しい理由と
ＵＦＯが超光速で地球を訪問できる理由

ヒトのクローンに関連して

⚫ 受精卵からの発生過程におけるエ
ピジェネティックな制御が完全に解
明されれば、核を除去した卵細胞に
成体の核を移植し、代理母の胎内
で育てることによって、クローン人間
を作ることができるであろう。

⚫ 「意識」は、脳の中でニューロンの
ネットワークが構築されていくどこか
の段階で「創発」するはずである。

⚫ 肉体のクローン化は比較的容易であると思われるが、
問題は、「意識の本体」が、クローン化によって作られた
肉体（脳）とどのように結びつくか、というところであろう。

⚫ 「意識の本体」と結びつかなければ、生命として維持で
きないかも知れないし、「哲学的ゾンビ」として生きていく
しかなくなる、のかも知れない。

Ａ．唯物論的な考え方 Ｂ．根本の仮説

そもそもヒトのクローンを作ることができるだろうか？

私見：意識の本体と脳の間の共鳴仮説①

意識の本体（空間場、魂）と脳の中のニューロンのネットワークの間で、シェルドレイク博

士が言うところの「形の共鳴」が起きているのではないか。それによって、意識の本体と
脳の間で、双方向性の情報伝達が起きているのではないか。

意識の本体と脳の間のリンクの仕組みに関する作業仮説

意識の本体（空間場、魂）
脳と肉体

形の共鳴
（双方向性の

情報伝達機構）

Ｂ．根本の仮説

意識の本体（空間場、魂）
脳と肉体

形の共鳴
（双方向性の

情報伝達機構）

Ｂ．根本の仮説

私見：意識の本体と脳の間の共鳴仮説②

この仮説を証明するための「手がかり」となると思われる現象

⚫ テレパシーや念力などの超心理学的現象（次のスライド参照）、臨死体験、体外離脱体験、生まれ
変わり、前世記憶や胎内記憶を語る子どもたちの存在（イアン・スティーヴンソン、大門正幸、池川
明など）、過去生を覚えている人やエネルギー体を見ることのできる人の存在など

⚫ 全身麻酔や強力な磁気作用（経頭蓋磁気刺激法：TMS）によって、脳を強烈に刺激した後も、脳の
働きに問題は生じない。意識の本体から脳に、情報をコピー・ペーストすれば良いからではないか。

⚫ 脳の働きだけでは、クオリアが生まれる仕組みを説明できない。
➢ 幻肢の痛みなどの現象から、痛みのクオリアを生じる神経の働きはエーテル体（肉体にもっとも近い

エネルギー体）が担っている可能性がある。

➢ 物質次元のみを考慮したAI（人工知能）は、感情を持ったり、思考したりすることができない。感情の
クオリアや、思考のクオリアを生成するには、神智学で言うところのアストラル体やメンタル体（エーテ
ル体よりもさらに高次のエネルギー体）の働きが必須ではないかと考えられる。
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空間場と脳の間の共鳴仮説とＥＳＰ

超心理学（ＥＳＰ：超感覚）

脳と肉体
意識の本体（空間場、魂）

脳と肉体

形の共鳴
（双方向性の

情報伝達機構）

形の共鳴
（双方向性の

情報伝達機構）

ESP(テレパシー）の仕組み

⚫ 意識の本体（空間場、形態場または魂）には、集合意識的な部分があり、その部分を
介することによって、テレパシーと呼ばれる、個人から個人へ、物質世界を介すること
なしに情報を伝達する現象が起こるのではないか。

空間場と脳の間の共鳴仮説とＰＫ

超心理学（ＰＫ：念力）

意識の本体（空間場、魂）
脳と肉体

形の共鳴
（双方向性の

情報伝達機構）

形の共鳴
（一方向性の

情報伝達機構）

PK（念力）の仕組み

⚫ いかなる物質にも、物質次元よりも高次のエネルギー体が存在する。
⚫ 意識の本体（空間場、形態場または魂）が、物質のエネルギー体に作用して、念力と

いう現象が起こるのではないか。

川谷潤太 OFFICIAL 
WEB SITEより

遠隔地に置かれた
水の物理化学的な変化

シンギュラリティ（技術的特異点）

⚫ AI（人工知能）が人間の知性を超える時のことは、シン
ギュラリティと名付けられ、（知性の定義にもよるが）一
説によれば2045年とされている。

⚫ 若干うがった見方ではあるが、私見では、唯物論的な
脳科学に基づいたAIの能力をいくら高めても、決して人
間の意識を再構築することは不可能であることが、大
多数の脳科学者やAI研究者によって認識される時のこ
とを、シンギュラリティと名付けるべきであると考える。

⚫ その時初めて、正しい見方（古代からの霊的な智恵と
最新の科学との融合）に基づいて、意識や脳の研究が
再スタートすることになる。

64

まとめ

ま と め
⚫ 「意識の仕組み」については、さまざまな説があるが、少なくとも現時点におい

ては、唯物論的な考え方が主流となっている。

⚫ しかしながら、唯物論的な考え方では説明できない現象が存在している。

➢ 意識のハード・プロブレム（＝クオリアが生じる仕組みが分からない）

➢ ESPやPKなどの超心理学的現象、前世を記憶している子供たちの存在（＝生
まれ変わり）、臨死体験、体外離脱体験など

⚫ これらの現象の存在、ならびに、意識に関する私自身の科学的および霊的な
理解・推測を合わせて考えると、以下の仮説が、今のところ、もっとも確からしい
ように、私には感じられる。

⚫ 【根本の仮説】「意識」は物質世界と高次元世界に分かれて存在している。

➢ 物質世界の「意識」は、「脳」（＋肉体）が司っているが、「脳」だけではクオリア
を生成することはできない。

➢ 高次元世界の「意識」こそが「意識の本体」（＝意識場、形態場、量子真空場、
魂、エネルギー体）であり、この「意識の本体」がクオリアを生成している。

⚫ 従来の科学はすべて物質世界の現象を対象としているが、「意識の本体」は高
次元世界に存在しているために、（従来の科学とは異なって）「意識」の研究は
難しい、のではないか。

【参考】 「意識」に関する唯物論的科学者の見解
『クオリアと人工意識』 より

茂木健一郎（脳科学者）・著、講談社現代新書、2020年

⚫ 私たちは、人間の意識について、次のような直観を持っている。そして、
このような直観は、現在知られている脳と意識の関係についての科学
的知見に支えられている。すなわち、「私」という人間は、意識を持った
存在としてこの宇宙の歴史の中でたった一度だけ生まれる。そして、
「私」という存在がやがて死んでなくなってしまえば、「私」という意識は、
二度と戻ってこないという考え方である。

⚫ 生物学においては「DNAがRNAをつくり、RNAがたんぱく質をつくる」

という考え方が「セントラルドグマ」と呼ばれている。同じように、私たち
の自己意識が、この宇宙の全歴史の中で一回だけのものであり、一
度死んでしまえば二度と戻らないという考え方を自己意識に関する
「セントラルドグマ」と呼ぼう。

【根本私見】 私の「直観」によれば、こうした唯物論的な生命観は、まったくの誤りである。
「セントラルドグマ」は、生物学においては現時点でも基本的に有効であるが、

この自己意識に関する「セントラルドグマ」は、遅かれ早かれ必ず否定されることだろう。
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【参考】 「わたし」に関する唯物論的科学者の見解
『死の講義－死んだらどうなるか、自分で決めなさい』 より

橋爪大三郎（社会学者）・著、ダイヤモンド社、2020年

⚫ 「このわたし」が死ぬことは、経験的な事実ではない。自分でそれを経験
することはできないからだ。でも、それは起こる。ならばそれは、何か。「こ
のわたし」が死ぬことは、超経験的な事実である。

⚫ 人間は誰でも、この世界に生まれた。それまで存在しなかったのに、存在
するようになった。このことは、確かであろう。けれどもよく考えてみると、
「このわたし」はこの出来事を、経験していない。気がついたら、この世界
に存在していただけだ。（略）「このわたし」が生まれることも、超経験的な
事実である。

⚫ 自分が生まれる前、どんな経験もなかった。ある意味、世界は存在しな
かった。同じように、自分が死んだあと、どんな経験もないだろう。そして
世界は、存在しなくなる。

⚫ ふたつの超経験的な事実に挟まれて、「このわたし」は存在している。

【根本私見】 「自分の死は、自分で経験することはできない」と断定しているが、その見解
は正しいのだろうか。また、「自分が生まれる前には世界は存在せず、自分が死んだ

あとにも世界は存在しない」と断定しているが、その見解は正しいのだろうか。

補足：
1. 個人の意識について

➢ 唯物論的科学者たちの考え方…肉体を持って、この世に生まれた瞬間（もしく
はそれから数年間の間）に、まったくの「無」から「意識」は生じ、肉体が死ぬ瞬
間に、「意識」はまったくの「無」に還る。

➢ 根本の私見…私にとっては、余りにも不自然な考え方である。物事を真面目に
考えているのか、と言いたいくらいである。

2. 人類の意識について

➢ 唯物論的科学者たちの考え方…地球という惑星の上で、 「現代進化論」（＝
ダーウィンの進化論＋突然変異）に従って、原始的な生命から約40億年の時を
経て、現在の人類が進化した。そして、脳の中の神経のネットワークが複雑化し
ていくどこかの過程で、 「自己意識」を含む「意識」が「創発」した。

➢ 根本の私見…余りにも不自然な考え方である。「意識」は実際には、肉体や脳
の進化とは無関係に、時の始まりから時の終わりまで（永遠に）存在し続ける。
いわば「意識」が宇宙を創っている。「物質」から「意識」がボトムアップに進化し
たのではなくて、「意識」から「物質」がトップダウンに創造された。

現代生物学（もしくは現代科学）における
「意識」と「生命」に関する大きな誤解

【根本私見】 このような唯物論的な（しかも誤った）生命観の元で、自分や他人に対する
「尊厳」が健全な形で生まれるのかどうか、私には大いに疑問である。

【参考】 「科学」に関するアリス・ベイリーの見解
『国家の運命』 より アリス・ベイリー（神智学者）・著

AABライブラリー翻訳・発行、原著1949年、翻訳書2005年

⚫ 私たちは科学の時代を迎えようとしているが、科学は、現在の行き詰まっ
た袋小路から抜け出し、ーーこれまでにも行われてきたことであるが、不
可視の領域を洞察することでーーこれまでよりも遙かに主観的に機能し
始めるであろう。通常の感覚を超えた、肉体の五感を拡大したものである
感覚が存在することが認められるであろう。

⚫ 主観的な原因の世界が存在することが立証されるや否や、科学は新しい
時代を迎えるであろう。

⚫ （世界が今理解しているような）物質主義は消え去るであろう。「物質主
義」という言葉さえ死語になり、将来において人々は私たち現代世界の限
定された視野を滑稽なものに感じ、私たちがなぜそのように考え感じてい
たのかを不思議に思うであろう。

【根本私見】 1949年に書かれた文章ですが、2022年の時点においても、まだまだ
「物質主義」という言葉は生きています。ですが、将来において、「人々は私たち

現代世界の限定された視野を滑稽なものに感じ、私たちがなぜそのように
考え感じていたのかを不思議に思うであろう」と私も思っています。

補足２：死後、生命が存続するか否か

死後、まったくの
「無」であった場合

死後、生命が存続して
いた場合

唯物論者の場合
◎

まったく問題なし

×
パニックになる。
下手したら、不成仏霊
になってしまう (^^;)

二元論者の場合
（根本の立場）

◎
まったく問題なし

◎
まったく問題なし

【根本私見】 著書『生きがいの創造』において、飯田史彦先生が、同様の議論を
されていたように記憶しています。そして二元論の立場を取った場合、

何も不都合なことはない、という風に言われていたと思います。
私（根本）の場合、実際に「二元論が正しい」と考えています。

補足２：死後、生命が存続するか否か

死後、まったくの
「無」であった場合

死後、生命が存続して
いた場合

唯物論者の場合
◎

まったく問題なし

×
パニックになる。
下手したら、不成仏霊
になってしまう (^^;)

二元論者の場合
（根本の立場）

◎
まったく問題なし

◎
まったく問題なし

【根本私見】 著書『生きがいの創造』において、飯田史彦先生が、同様の議論を
されていたように記憶しています。そして二元論の立場を取った場合、

何も不都合なことはない、という風に言われていたと思います。
私（根本）の場合、実際に「二元論が正しい」と考えています。

まとめ２：唯物論 vs 二元論
⚫ 二元論者である根本の立場から見た場合の「唯物論 vs 二元論」

➢ 二元論は、唯物論に負けず劣らず、最悪でも五分五分の考え方だと思う。

➢ 二元論で説明できるが、唯物論では説明できない現象がたくさん存在する。

✓ 超心理学的現象（テレパシーや念力など）、臨死体験、体外離脱体験、生
まれ変わり、過去生の記憶、ヒーリング技術の有効性、オーラやエネル
ギー体（霊体）を見ることができる人の存在、見えない存在からメッセージ
を受け取ることができる人の存在など。クオリアについては諸説あり。

➢ その逆に、唯物論で説明できるが、二元論では説明できない現象があるのか
どうか、根本には不明（そのような現象はないように思える）。

➢ 唯一、唯物論の方が、二元論よりもシンプルなので、「オッカムの剃刀」的には、
唯物論が有利と言えるかも知れないが、これは本質的ではない。

⚫ 根本の判断基準

➢ あくまで「真実は何か」ということを知りたいと思う。

➢ 唯物論者の中には、「それは神秘主義/形而上学だ」と言って、二元論を端か
ら否定する向きもあるように思えるけれども、「真実」が神秘主義/形而上学の
領域にあるのであれば、その領域に対しても、勇気をもって踏み込んでいくの
が、「本当の科学的な態度」ということではないか。
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お知らせ

⚫ アクエリアス４周年記念イベント 11月3日（木・祝）13:00～17:30
詳細：https://aquarius-g.com/2022/09/12/4th/ ZOOM は 無料
申し込み：https://ws.formzu.net/fgen/S57638183/

テーマ：『人類の未来は、トランスヒューマニズムにあるのか？』
➢ 13：10～13：40 トランスヒューマニズムの歴史（森川尭史）
➢ 13：50～14：20 リアルな時代の最先端の動き（為田奈美）
➢ 14：40～15：10 脳の働きから考える限界（上川充広）
➢ 15：10～15：40 秘教生物学から考える限界（根本泰行）
➢ 15：40～16：10 対談：根本＆上川
➢ 16：30～17：30 ディスカッション：根本・上川・為田・森川＆神尾学

⚫ 生命システム研究所主催の講座（講師：根本）
詳細： https://life-system-labo.com/ （ZOOM もしくは 会場：アクエリアス）
申し込み： https://ws.formzu.net/fgen/S377249303/
➢ 「私たちの『意識』について考えてみよう－ (0) 意識と脳AI融合について」

無料：ZOOM講座 10月27日（木） ← 今、ココ！
➢ 「私たちの『意識』について考えてみよう－ (1) 何が問題なのか？」

有料：会場（アクエリアス）＆ZOOM講座 11月18日（金）／11月20日（日）
➢ 「私たちの『意識』について考えてみよう－(2) 自由意志は存在するのか？」

有料：会場（アクエリアス）＆ZOOM講座 12月15日（木）／12月17日（土）

今後のセミナーの予定

「アクエリアス４周年記念イベント」主催者の神尾学先生からのコメント

満月ツインハート瞑想会
毎月満月の日の21時～22時に、ZOOM上で無料で開催します。

初心者大歓迎！ 聖なる愛と光を地球全体に送るための瞑想法です。

⚫ 2022年11月8日（火）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2022年12月8日（木）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年1月7日（土）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年2月6日（月）21時～22時、担当：あんどうさわこ
⚫ 2023年3月7日（火）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年4月6日（木）21時～22時、担当：あんどうさわこ
⚫ 2023年5月6日（土）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年6月4日（日）21時～22時、担当：あんどうさわこ
⚫ 2023年7月3日（月）21時～22時、担当：あんどうさわこ
⚫ 2023年8月2日（水）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年8月31日（木）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年9月29日（金）21時～22時、担当：あんどうさわこ
⚫ 2023年10月29日（日）21時～22時、担当：根本泰行
⚫ 2023年11月27日（月）21時～22時、担当：あんどうさわこ
⚫ 2023年12月27日（水）21時～22時、担当：根本泰行

必ずウエブサイトから申し込んでください。
https://life-system-labo.com/2022-3twinheart/

Thank you for 

your attention !

ご静聴、ありがとうございます。

I love you.

I thank you.

I respect you.

生命システム研究所
講演のご依頼については、メールでご相談ください。

ynemoto@life-system-labo.com

https://life-system-labo.com/


