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機能的還元と心的説明の妥当性	

	

太田	 雅子（お茶の水女子大学）	

	

はじめに	

	

	 我々の信念や欲求が行為を惹き起こすのは、脳から神経組織への信号伝達によるという

理解は今や自明となっているように思われる。だが一方で、心の働きそのもの、とくに信

念や意図や欲求といった志向的状態による行為の因果的説明も当然のごとく行われている。

つまり、我々は素朴な物理主義を認めながら、物質的世界に場所をもたないように思われ

る心的なものに因果的効力を認めるという、一見背反したような態度を心についてとるこ

とができるのである。なぜこのような態度が可能なのかを理解するためには、大体におい

て物質的なものから成り立つ我々の世界において、因果性をもつものとして心のありかを

いかにして確保できるかを明らかにする必要がある。	

	 だが、Ｊ・キムはこのような態度には否定的である。キムによれば、物理主義と心の因

果性を同時に成立させるような都合のよい立場は存在しない。物理主義を採る以上は、心

を物質的に実現されるものとして捉える還元主義か、心はそれ自体では何の因果的効力を

もたず、ただ物質的因果過程に随伴するだけであるとするエピフェノメナリズムを掲げる

しかないという。それに対し、物理主義を受け入れつつも心の存在論的身分を確保したい

と考える、いわゆる「非還元型物理主義」の側から提示される反論のひとつが、心的な因

果的説明が我々の説明実践において広く行われていることに注目し、因果的説明を成立さ

せるものは何なのかをさぐる観点から、心的なものの存在を擁護しようとする立場である。

これを「説明実践アプローチ」と呼ぼう。ここでは、｢心的な因果的説明｣を、痛みやまぶ

しさなどの感覚や、信念や欲求や意図などの志向的状態が行為に何らかの因果的影響力を

もつと見なし、その原因によって結果である行為を説明することとして理解する。	

心的因果の問題、すなわち、「心的なものはいかにして行為に因果的影響を及ぼしうる

か？」という問いが正当な哲学的問題だと考える点では、キムと説明実践アプローチの支

持者の間に違いはない。それどころか、キムはこの問いに答えるためにこそ物理主義が保
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持されるべきだと考える。だが、それにいかに答えるかで両陣営の見方は異なってくる。

キムが「因果関係の物理的閉包性の原則」を支持し、それを適用できない心的なものを物

質に還元することで心的因果の問題の解決を図ったのに対し、説明実践アプローチの支持

者たちは、心に因果の物理的閉包性の原則が適用できないとしても、心的なものを説明項

とした日常的な因果的説明がいかにして成功するかを明らかにすることで、心的因果の問

いに答えようとする。本発表では、キムの問題提起に対し、心的因果に関して我々はどの

ような存在論および説明理論を採用すべきなのかを、心的な因果的説明の実践者しての観

点から追究する。	

	

1. 	

	

	 まず、キムが「物理主義者は還元主義かエピフェノメナリズムのいずれかを選ばざるを

えない」と判断する根拠として提示した「スーパーヴィーニエンス論法	(supervenience	

argument)」の内容を見てゆくことにしよう。この論法の要点は、物理主義をとるかぎり、

心は心的なものとしては因果的効力をもちえないことを示す点にある。ある心的状態の心

的性質Ｍが、ある行為の物理的性質Ｐを惹き起こすと想定しよう。もしＭがＰに対して因

果的効力をもつのなら、同じＰという結果に対してＭとＰ´という二つの原因が存在する

「過剰決定」という事態になり、物理的なものを惹き起こすのは物理的なものだけだとす

る「因果関係の物理的閉包性の原則」に抵触する。身体運動として生じる行為が物質的な

ものにしか惹き起こされないのなら、心はどうして行為に対して因果的効力をもつといえ

るのか。	

	 その答えは、従来では「スーパーヴィーニエンス」という関係を援用することでもたら

されると考えられてきた。スーパーヴィーニエンスとは、一般的には高次の非物質的な性

質の、それより低次の物質的な性質に対する非対称的依存関係であり、心的性質が物理的

性質にスーパーヴィーンすると言われるとき、その意味するところは、簡潔に言えば「あ

る事物の物理的性質の変化なしには心的性質の変化はありえない」ということになる。ス

ーパーヴィーニエンスはたんに性質の共変化関係にすぎず、心的性質のような高次の性質

の、物理的性質のような低次の性質への還元を意味するものではない。スーパーヴィーニ

エンスによって心身の因果関係を定式化するならば、ＭはＰを実際に惹き起こす物理的性

質Ｐ´にスーパーヴィーンし、そのことによってＭはＰに対する因果的効力をもつという
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形で、心的性質に因果的効力をもたせることができるように思われていた。けれども、も

し「因果性の物理的閉包性の原則」にしたがうならば、Ｐ´がＰを惹き起こすとき、Ｐが

生じるには同じく物理的なＰ´のみで十分なので、たとえＰ´にスーパーヴィーンすると

しても、非物理的な性質Ｍはもはや因果的に余剰となるだろう。この問題は「排除問題	

(exclusion	problem)	」と呼ばれる。しかし、スーパーヴィーニエンスという関係を援用

せずに心の因果的効力の存在を立証しようとするなら、先ほど述べたように過剰決定とな

るのは避けられない。スーパーヴィーニエンス論法の要点をまとめるならば、心身関係に

スーパーヴィーニエンスが成り立つならば排除問題にぶつかり、成り立たなければ過剰決

定となるので、いずれにしても心身の因果関係は理解不可能だ、ということになる	(Kim	

[1998],	pp.	39-46)。物理主義を保持しながら心的因果を主張しようとするなら、キムの

スーパーヴィーニエンス論法が提示するディレンマに何らかの形で解決を与える必要があ

る。	

	 キムの提案に対しては様々な批判が提出されているが、本発表で取り上げるのは、心的

説明の観点からの反論である。この観点においては、行為の説明の日常的なあり方から考

えれば、スーパーヴィーニエンス論法により物理主義に課されるといわれる困難は心的因

果にそれほど大きな影響を及ぼさないことになる。ここで、説明実践アプローチの側から

キムにどのような批判が寄せられたかを見てゆくことにする。	

説明実践アプローチの提唱者のひとりであるＬ・Ｒ・ベーカーは、キムが心的因果の形

而上学的根拠として挙げており、なおかつ物理主義が満たすべき 小限の条件である「（強

い）スーパーヴィーニエンス」と「因果性の物理的閉包性の原則」の両方が、心的状態の

内容的性質が因果的な力、ひいては行為を因果的に説明する能力（以下ではこれを「因果

的説明力」と呼ぶ）をもつことを妨げていると論ずる	(Baker	[1993],	pp.	83-86,	[1995],	

pp.	129-131)。一方の性質をもつものは必然的に別の特定の性質をもつような関係にある

２つの性質が、同じひとつの結果に対して、必ずしもともに因果的関連性	(causal	

relevance)	をもつとはいえない事例がある。このことは、ひとつの非物理的・マクロ性質

が複数の異なる物理的・ミクロ性質によって実現されるとする「多重実現可能性」による

議論からも明らかである。身体に鋭い痛みを感じて思わず飛び上がるという行為は、人間

にもカエルにも、また異星人にも見られるかもしれない。だが、痛みがスーパーヴィーン

するＣ繊維の興奮による物理レベル因果過程は、痛みを飛び上がるという行為の原因たら

しめることはあっても、カエルや異星人の飛び上がりにも同じように適用できるとは限ら
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ない。痛みがスーパーヴィーンする性質は、カエルや異星人においては人間とは異なるか

もしれないからである。心的説明項に対応する性質のスーパーヴィーニエンス基盤と結果

の間の因果関係を特定しただけでは、その性質が本当に結果に対して因果的効力をもつの

か、またそれを説明項とした説明が本当に因果的に適切であるかどうかを判断するには不

十分である。このことから、スーパーヴィーニエンスが必ずしも心的原因そして説明を妥

当にするものとは限らないことがわかる。	

また、物理主義のもうひとつの柱である「因果性の物理的閉包性」に関しては、もしこ

の原則を理由に心がそれ自体として因果性をもつことを否定するならば、この議論はそれ

が物理学以外の諸科学、つまり「特殊科学	(special	science)」の性質の因果性を否定す

るところまで拡張されてしまうのではないかという危惧が生じる。生物学的性質や化学的

性質もまた、それをもつ存在者の分子レベルの基礎物理的性質にスーパーヴィーンすると

考えられる。そして、スーパーヴィーニエンスに基づく心的因果の議論をそのまま当ては

めるならば、これらの性質はそれがスーパーヴィーンするところの基礎物理的性質の因果

的効力のおかげで結果を惹き起こす力をもつのであり、それら自体では真の因果的効力を

もたないことになる。このことがすべての特殊科学について成り立つならば、水溶性や遺

伝情報、火山性微動といった身近な科学的性質や現象までが因果的効力をもたないという

結果になりかねない。このような危険性のある原則を用いて心そのものの因果性を否定す

るのは賢明なやり方ではないと主張するのがいわゆる「特殊科学への一般化論法」である	

(Baker	[1993],	p.	87,	Burge	[1993],	p.	102)。	

スーパーヴィーニエンスと因果性の物理的閉包性が、心的因果や心的な因果的説明の形

而上学的根拠としてあまり有益でないのなら、物理主義者は心の因果性をあきらめねばな

らないのだろうか。ベーカーと同じく説明実践アプローチをとるＴ・バージは「そんなこ

とはない」と考える。現に、日常的場面においては我々は行為の物理的説明と心的説明が

同時に存在するということに違和感を抱いておらず、それらを両方認めたとしても、大抵

の場合は、説明の面では因果的過剰決定だとは見なしていない。バージによれば、同じひ

とつの結果に対する心的説明と物理的説明は、互いに干渉することなく共存しうる	(Burge	

[1993],	pp.	116-7)ので、キムが考えるように、たとえ心の働きに関して物理主義をとる

としても、そのことは心的説明の排除にはつながらない。心的状態の内容的性質が行為の

原因となることは、我々の行為者性	(agency)	の理解の前提であり、心的状態の特定や個

別化もその内容的性質に基づいてなされる。よって、心的因果の理解もまた、心的性質を
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物理的に記述しなおすことによってではなく、心的説明そのものの理解によってもたらさ

れるべきである。心的因果の問題を物理的因果関係によって解決しようとするやり方は方

向を誤っているとバージは指摘する	(Burge	[1993],	p.	111)	

説明実践アプローチが心的因果の拠り所とするのは、原因と結果の間の反事実的条件法

に基づく関係である。たとえばベーカーは、「ｃがｅを惹き起こすとき、（この場合、ｃと

ｅが指すものは出来事でも性質でもかまわない）との間に因果関係があるのは、他の条件

が等しい場合	(ceteris	paribus)、ｃが起こらなかったらｅは生じえず、ｃが起こればｅ

の発生は不可避である」	(Baker	[1993],	p.	93,		[1995],	p.	131)とする「制御テスト

(control	test)」を提案する	。そして、スーパーヴィーニエンス基盤レベルでの結果の説

明はこのテストをパスしない。痛みの例で言えば、「もし痛みが生じなかったら飛び上がら

なかっただろう」は成り立っても、「Ｃ繊維が興奮しなかったら飛び上がらなかっただろ

う」が常に成り立つわけではない。ゆえに、スーパーヴィーニエンス基盤レベルの因果関

係に訴えるやり方は、「心的な因果的説明はいかにして可能か」という問いに有効な解答を

与えてくれるとは言いがたい。そして、説明についての問いが十分に解決されないのなら

ば、同じことが心的因果の問題についても当てはまるとベーカーらは考える。	

	 	

2. 	

	

これらの批判に対するキムの側からの応答1は次のようなものである。まず多重実現可能

性については、心的性質を実現する物理的性質がどう特定されるかは、その性質が発生す

る状況において支配的な自然法則に相対的である。痛みを実現する物理的性質は人間とカ

エルでは異なるだろうが、人間については人間に有効な法則に基づいた物理的性質によっ

て、またカエルにはカエルに有効な法則に基づいた性質によってそれぞれ局所的に痛みが

実現されると考えれば(Kim	[1998],	p.	111)、心的性質と物理的性質の間に、すべての種

に共通の一対一対応が成り立たなくても、そのことは心的性質をその物理的基盤に還元す

る妨げにはならない。第二に、特殊科学への一般化論法に対しては、マクロ・非物理的性

質のミクロ・物理的性質への依存は、因果関係を担うのは後者であるとされることによっ

て前者の因果性が消滅したり、特殊科学の法則が支持するところの因果性が基礎物理の側

に移行することを意味しないので	(Kim	[1998],	p.	82)、心的因果についての議論は容易

にその他の特殊科学に一般化されるわけではないと述べている。さらに、ベーカーが心的
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因果の代替的説明モデルとして提案した反事実的条件法によるアプローチには次のような

反例がある。はしかは妊婦の赤斑の原因であると同時に嬰児の障害の原因でもある。この

とき、妊婦に赤斑が生じれば、必ず嬰児に障害が出るだろう。つまり「妊婦に赤斑が生じ

なかったら嬰児に障害は生じなかっただろうし、赤斑が生じれば嬰児の障害は不可避であ

る」ということが言え、赤斑と嬰児の障害は制御テストをパスするだろう。けれども、も

ちろん嬰児の障害は妊婦の赤斑によって惹き起こされたものではない	(美濃	[2004],	47

頁)。反事実的条件法のアプローチは、このような事例を排除できず、因果的説明がなぜ妥

当となるかを正確に捉えているとはいえない。	

結局のところ、説明実践アプローチは問題を把握し損ねているとキムらは考える。キム

によれば、彼自身の立場は、心的なものによる因果的説明が実際に説明として妥当となり

うることを否定するものではない。むしろ心的なものが因果的説明力をもつ可能性につい

てはベーカーらと見解をともにしている(Kim	[1998],	p.	70)。ただ、そのような説明が真

に妥当となるためには、心的説明項に対応するところの心的性質が実際に因果的効力をも

ちうるような形而上学とは何かを明らかにする必要があると主張するのだ	(Kim	[1998],	

pp.	62ff.)。もしベーカーらの試みが現行の因果概念の改訂を示唆するものだとしたら、

それは問題のすりかえ、または回避でしかない。心的因果の問題は、まさに現行の因果概

念のもとで生じているからである	(美濃	[2004],	48 頁)。つまり、心的因果の形而上学的

根拠を危うくするスーパーヴィーニエンス論法がもたらす困難は依然として解消されるべ

き課題なのである。	

それではこの困難はどのように解消されるのか。ディレンマの一方の角である因果的過

剰決定は、因果関係の物理的閉包性の原則の否定につながるが、それは物理主義の中枢を

なす原則である。よって、多くの物理主義者たちはそれを回避する方針を採るであろう。

彼らの当面の課題はディレンマのもう一方の角、すなわち因果的排除問題にどう対処する

かにある。この問題の解決としてキムが選んだ道は還元主義であった。といっても従来の

同一説とは異なる、「機能的還元」と呼ばれる考え方である。心的性質は物理的性質にスー

パーヴィーンするのみならず、それによって「実現」されている。両者の性質の共変化が

成り立つのは、心的性質が適切な物理的性質によって実現されているからだ。痛みという

感覚が生じるのはＣ繊維という特定の神経繊維が興奮することによるのだし、砂糖の水溶

性もその分子構造があってはじめて現れてくる性質である。痛みはそれが生じる患部を引

っ込めさせたり、顔をゆがめさせたりする「機能」をもち、砂糖の水溶性は溶液を甘くさ
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せるという「機能」をもつ。だが、それらの性質の「機能」の担い手となるのは、それを

実現させている物理的性質のほうであり、物理的性質によって実現される痛みや水溶性は

それのみで・それ自体で機能を果たすわけではない。痛みや水溶性などのマクロの性質が

もつようにみえる機能を実際に果たすのは、それらの性質を実現するミクロ物理的性質で

あり、それらのマクロ性質は、そのような機能をもつというミクロ物理的性質をもつよう

な二階(second	order)の性質であると定義される	(Kim	[1998],	pp.	24-5)。この定義は心

的性質にも同じように当てはまり、心的性質がもつとされてきた機能は、実際にはそれを

実現する物理的性質の働きへと還元される。手を引っ込めるという行為を惹き起こすのは

指先の鋭い痛みであるかのように思われるが、実際にそれを惹き起こしているのは、痛み

を実現させる（指先の患部の）Ｃ繊維の興奮である。指先の痛み自体は手の引っ込みに対

して因果的効力をもたないものの、手の引っ込みを生じさせる性質（一階の性質）をもつ

という性質（二階の性質）である。心的因果に関して機能的還元の関係を定式化するなら

ば、「ある心的性質Ｍがある行為の物理的性質Ｐに対して因果的に作用するのは、ＭがＰを

惹き起こす機能をもつＰ´という性質をもつという二階の性質であることによる」という

ことになる。そのとき、「Ｐ´という性質をもつという性質」はまさにＰ´に他ならず、

ＭはＰ´と同一視される。	

機能的還元は、非物理的またはマクロレベルの性質をその機能によって物理的・ミクロ

レベルの性質に還元する。心的なものの存在は述語または概念としてのみ許容されるにす

ぎず	(Kim	[1998],	pp.	104-5)、それ自体の因果性は確かに放棄せざるを得ないが、因果

性の物理的閉包性とスーパーヴィーニエンスは保持したままで心的因果がいかにして可能

かを示し、あわせてスーパーヴィーニエンス論法からくるディレンマの解決を与える。機

能的還元においては、心的性質が果たすようにみえる機能の実際の担い手を物理的な性質

とするので過剰決定には陥らず、なおかつ排除問題を無害化することができる。キムによ

れば、この機能的還元こそが、スーパーヴィーニエンス論証から逃れて心的因果を説明す

る唯一の方法なのである。	

	

3. 	

	 	

	 ここまで、キムをはじめとする機能的還元主義者の主張と、ベーカーやバージらによる

説明実践アプローチの間でどのような応酬があったかを見てきた。以降では、キムの問題
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提起に答えると同時に説明実践アプローチを擁護し、あわせて、もしキムの提案を却下す

るならどのような代替案が可能かを探ることにする。	

まずキムから提示されたのは、反事実的条件法に対する批判であった。ベーカーが提示

した反事実的条件法によるアプローチに対して、同じ原因から生じながら互いに別個の結

果同士にも反事実的条件法が成り立つので、因果関係の定義としては不十分であると指摘

されていた。この点に関してはキムの立場に賛成であるが、反事実的条件法は因果関係を

説明するものではなく、むしろ因果関係が成り立つかどうかのテストにすぎず、（実際にベ

ーカーは「制御テスト
、、、

」と呼んでいる）、反事実的条件法によるアプローチが成功しないか

らといって説明実践に立脚した立場が破綻するという評価は公平さを欠いている。因果関

係を判定するテストに通過しながら因果関係でない事例がでてくるならば、それはテスト

そのものに問題があるのであり、そのテストの基本となる発想に問題があると判断するの

は早計だろう2。	

第二に、説明実践アプローチの提案がもし物理主義的因果論の改訂を求めるものである

とするなら、それによる心的因果の説明がうまくゆかないからといってなぜ現行の因果原

則を改訂する必要があるのかという批判には、次のように返答することができる。ベーカ

ーたちの見解は必ずしも因果概念の「改訂」を意味するものではない。心の状態が脳や神

経の働きに依存し、それによって行為が惹き起こされることは彼女らも否定していない	

(Kim	[1998],	p.	67)。ただ、それだけでは行為の因果的説明の妥当性の根拠としては不十

分であると述べているのだ。両者の対立点は、物理主義的因果論自体を肯定するかしない

かではなく、説明の妥当性の根拠づけとしてそれを支持するかしないか、あるいは説明の

妥当性のために何か他の原則を必要とするかしないかであると思われる。この争点のもと

で物理主義者と異なる因果論を採用しようとすることがたとえ「現行の因果概念の改訂」

と呼ばれるとしても、物理主義的因果論が心的説明の実態をうまく捉えていないのならば、

心的な説明を妥当とするような因果関係の新たな「見方」を提示しようとするのは正当な

試みであると思う。	

さらに言えば、多くの物理主義者が立脚すると思われる「現行の因果概念」	(美濃	[2004],	

48 頁)というものがどのようなものを指し、またそれがどれほど自明であるのかが、十分

に明らかであるとはいえないと思う。おそらく彼らの想定するのは、因果性の物理的閉包

性をはじめとする、たとえば「物質的なものを惹き起こすのは物質的なもののみであり、

霊魂や怨念などの非物質的なものが何か物質的なものを惹き起こすとは考えにくい」とい
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った考え方だろう。けれども、そのような因果概念のもとで心的因果を考える際に、脳や

神経組織のレベルまでは理解できても、それよりミクロレベル、すなわち下位レベルの分

子や原子のレベルにまで因果性を要求せねばならないのだろうか。もし要求しなければな

らないとしたら、そのようなミクロレベルの理解なしでも我々が実際に心的なものに因果

性を認め、それを行為の説明に用いることができるのはなぜなのかを物理主義者、とりわ

け還元主義者は説明する必要があるだろう。ともあれ、因果性が物理主義的にどのように

実現されるのかが明らかにされないうちは、それに基づいた心的因果の形而上学的裏付け

を受け入れるには慎重であってもよいと思う。	

	

4. 	

	

ここで譲歩して、仮に心的因果に形而上学的・物理主義的基礎づけが必要であり、機能

的還元によってなぜ心的因果か可能かの説明が与えられることを認めたとしても、そのこ

とによって行為の心的な因果的説明がいかにして可能になるかが形而上学的に解明される

のだろうか。キムは、痛みの感覚を「催眠性」や「水溶性」と同様に機能的性質として扱

うことができると考えるが	(Kim	[1998],	pp.	19-21)意図や欲求などの志向的状態の場合、

痛みほどには容易に機能が特定されないかもしれない。痛みに対する反応はたいていにお

いて瞬間的であり、指先の痛みはほぼ確実に手を引っ込める動作を惹き起こすので、「痛み

とは患部の引っ込みを惹き起こす物理的性質をもつという（二階の）性質をもつ」という

形で機能を定式化することは容易であり、この意味では痛みは機能的還元の好例となるだ

ろう。だが、同じことを志向的内容をもつ心的状態によって説明しようとする場合、たと

えば「水が飲みたいという欲求は、目の前の飲料水を飲む行為を惹き起こす物理的性質を

もつという（二階の）性質をもつ」という言明が感覚の場合と同じように成り立つとは限

らない。水が飲みたいという欲求は必然的に水を飲むという行為を惹き起こすわけではな

い。水が飲みたくなったときにたまたま冷たい水が手元になくて熱いコーヒーを飲んだ場

合を考えてみよう。「水が飲みたいという欲求は、水を飲む行為を惹き起こす物理的性質を

もつという（二階の）性質をもつ」はずであるが、このとき生じた行為はコーヒーを飲む

ことである。当初の欲求を実現する物理的性質のもつ機能がコーヒーを飲むことを目的と

しないのは明らかだが、そのとき「水を飲みたい」という欲求は、行為者にコーヒーを
．．．．．

飲

ませる機能をもつ性質をもたないがゆえに、コーヒーを飲んだことの原因ではないことに
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なってしまうのだろうか。実際には、「水が飲みたかった、でも水がなくてコーヒーしかな

かったからそれを飲んだ」というような状況説明を付け加えれば、水が飲みたいという欲

求がコーヒーを飲む行為を因果的に惹き起こしたと見なしてもよいように思われる。キム

は、機能の還元先がどのような物理的性質になるかはその場の状況や法則に相対的である

としているが、たとえその相対性の範囲内であっても、その欲求が惹き起こしうる行為が

当初の欲求と相容れない可能性があるならば、行為を生じさせる機能自体を特定すること

も困難になり、志向的性質を機能によって物理的性質に還元できる見込みは少なくなるだ

ろう。その場合、還元が行われるための状況や条件を規定した上で還元を行うという方法

も考えられる。けれども、それらの状況や条件のなかには社会的規範や規則など、物質化

されないものが含まれる。行為の説明一般において重要な役割を果たしているのは、往々

にしてそのような非物質的要素である。同じコーヒーを飲むという行為が「水を飲みたか

ったから（でも手元になかったから）」と説明されるか、それとももともとコーヒーが飲み

たくて仕方がなかったからと説明されるかを決めるのは、物質化をこうむらない状況や背

景条件である。還元主義的な因果論が、そのような背景条件や状況の特徴を把握し損ねて

いるがゆえに妥当な因果的説明を与える助けにならないのではないかという指摘は、様々

な論者によって物理主義者に幾度となく向けられてきたものである。	

その中のひとりであるＲ・ヴァン・ギュリックは、心的性質が何らかの機能的性質であ

り、それが物理的性質によって実現されると考える点でキムと見解をともにするが、その

機能を実現する物理的性質がどの高次の性質を実現するかの関係は物理理論によっては捉

えられず、それゆえに心的性質は物理的に還元しえないと考える	(Van	Gulick	[1992],	p.	

165)。ヴァン・ギュリックによれば、我々の心的性質がどのような内容をもつかは、理論

と世界に理論の使用者もまじえた三者関係において、「理論と理論使用者との因果的相互

作用」や「理論が貢献しうる目的の性格」など４つの基準によって決まる(Van	Gulick	[1992],	

pp.	166-8)3。彼が強調した心的因果の理論的側面、すなわち、心的性質の機能を実体的な

ものとしてよりもむしろ理論的なものとして考えるべきだという示唆をとりいれることで、

物理主義を認めながら心的説明の妥当性をいかにして与えることができるかについて、暫

定的見解を提示できると思う。	

心的な感情や意図や信念などが何らかの行為を惹き起こすことができるという我々の理

解は「素朴心理学」と呼ばれる。まず第一に、この素朴心理学が心に関する一種の「理論」

であることを前提する。素朴心理学を「理論」と呼んでよいかについては様々な異論があ
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るが、一般的な科学理論が現象の観察や予測の際に援用されるのと同じように、我々は素

朴心理学を用いて相手が何を考えているかを観察したり予測したりしていることを考慮す

れば、これを理論と呼んでも差し支えないと思う。第二に、理論としての素朴心理学を適

用する個々の場面において、それが他のどの特殊科学理論によって支えられているかを見

極めることによって、心の因果性を捉えることを提案する。素朴心理学は決してそれのみ

で成り立つ理論ではない。のどが渇いたと思ったら水分を摂るという規則性は、水分の欠

乏を補おうとするメカニズムに言及した生理学的理論によって立証される。心的なものが

物理的なものに依存するといえるのは、素朴心理学と物理学、およびその他の特殊科学の

理論間の関係としてである。この関係がどのようなものになるかを現時点で明確に述べる

ことはむずかしいが、おそらく正当化関係および立証関係のようなものになると思われる。

しかし、心的な因果関係が物理理論によって根拠づけられるからといって、そのことは物

理理論の優位を意味せず、これを根拠に心的なものを還元すべきだということも帰結しな

い。Ｃ繊維による神経生理学的説明は、痛みがなぜ顔をしかめさせたり呻かせたりするか

を明らかにするが、物理理論が心的因果の説明の際に威力を発揮するのは、それが素朴心

理学における種々の因果関係の説明に役立つ限りにおいてである。さらに、素朴心理学を

基礎づけるのは物理理論だけではない。窮地に陥ったときにどういう回避策をとるかにつ

いての理論や、社会的・宗教的タブーについての理論などが複雑に組み合わさって素朴心

理学は形成され、また行為者がどの理論を採用するかによって、何が原因となりうるかも

異なってくる。ゆえに、ある心的性質がどのような物理的行動を惹き起こすのかも、それ

らの理論に即して説明されるのであり、心的説明における因果性というものがもし意味を

もつとすれば、そのような理論的背景においてである。このような図式のもとでは、心的

なものがいかにして行為を因果的に説明するかは、理論の内容や理論と行為者（理論の使

用者）との関係によって決まり、心的なものの因果的効力は｢因果的説明力｣という形で保

持される。この立場を「心的因果の理論化図式」と呼ぶことにする。	

心的因果の理論化図式の利点のひとつは、心的なものが行為を惹き起こす際に介在する、

物質化不可能な背景条件や文脈などを因果的なものとして説明に取り入れることができる

点にある。さきほどキムの機能的還元に言及した際、痛みなどの感覚から生じる衝動的ふ

るまいについては成功しても、意図や信念などの内容的性質の機能を把握できないのでは

ないかと指摘した。だが、どういう要素が機能の実現に関与するか、またどのようなミク

ロ・物理的性質によって心的機能が実現されるかを、説明が行われる場面の背景条件や状
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況についての理論に照らし合わせつつ特定することにより、この方策はその難点を解消す

る見込みがある。第二に、この方策は様々な不合理性の説明にも応用できるという点があ

る。機能的還元のみならず、デイヴィドソンの非還元型物理主義においても、行為が不合

理な信念によって惹き起こされたり、ある意図によって本来起こるはずがない行為が生じ

た場合、それらの信念や意図によっていかにして行為が説明されるかは難問のひとつとな

っていた。熱いものにふれれば瞬時に手を引っ込めることを正当化する神経生理学的理論

のもとでは、火の中にあえて手を入れようとする人の行動は説明が困難である。心的因果

の理論化図式では、不合理な意図や信念の因果的な力は、行為者がどのような理論のもと

で行為するかに左右されるので、物理的・生理学的法則と相容れないようにみえる行為に

も、それらとは独立に因果的な説明を与えることができるのである。	

だが、この図式には次のような反論が考えられる。第一に、心的因果および非還元型物

理主義の支持者からは、心的因果の理論化図式は文字通り心的なものを理論化することに

よりそこから実在性を奪うものであり、心の真の因果的効力を立証することはできないの

ではないかと指摘されるかもしれない。それに対しては、キムの見解をある程度支持せざ

るをえない。心が何かを惹き起こす際には、脳と神経の働きに言及せずにその因果性を説

明するのは不可能であり、心がそれだけで、またはそれ自体で何かを惹き起こす力をもつ

とは考えにくい。そう考えれば、いかに実体としての心が別個の実体である身体に影響を

及ぼすのかという、デカルト的な難問に直面することになる。脳科学や神経生理学がこれ

だけ発達した現代においては、物質的でない形で心の働きを立証するのは困難である。け

れども、そのことは、心的なものがそれ自体で何かを因果的に説明できないという意味に

はならない。心的な因果的説明を可能にする理論的図式は想定可能であり、因果的説明力

としての因果性を保持する見込みはまだあると考える。確かに形而上学的なものではない

という点でこの因果性は不十分であるかもしれないが、それでもないよりはましといえる4。	

第二に、心的性質の物理的性質へのスーパーヴィーニエンスを否定しないのならば、心

の理論化図式もまたスーパーヴィーニエンス論法を逃れ得ないのではないかという問いが

なされるだろう。けれども、多重実現可能性の議論が示していたのは、心的性質がどのよ

うな物理的性質にスーパーヴィーンするかは、物質化をこうむらない状況や文脈によって

決まるということだったのではないか。この点においては心的因果の理論化図式はなおも

有効であり、心的因果を形而上学的なものに限定しない限りにおいて、エピフェノメナリ

ズムか還元主義かという極端な選択肢をとる必要はないと考える。	
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結論	

	

以上の考察によって、我々はキムのスーパーヴィーニエンス論法からくる帰結を必ずし

も受け入れる必要はないと結論することができる。ひとつには、心的因果の理論化図式を

より洗練させることにより、物理主義的因果論に頼らなくても、また物理主義を因果関係

のありかたの唯一の選択肢としなくても、心的因果を理解できる可能性が開かれているか

らであり、もうひとつには、スーパーヴィーニエンス論法から来る困難の解決策として提

示された機能的還元が、（キム自身が機能化不可能だと見なすクオリアを除いても）あらゆ

る心的状態に適用できるかどうかが確信できないからである。	

	

【注】	

	
1	以下の応答は、Kim	[1998]	の他に、キムを全面的に支持する美濃[2004]をもとに再構成した

ものである。	
2	もちろんその基本発想とは、因果関係を反事実的条件法によって理解するということではな

く、説明の妥当性の観点から心的因果を理解しようとする考え方のことである。	
3	ヴァン・ギュリックが標榜する立場は、行為を成功に導く目的志向的状態として心的内容を

捉える目的論的機能主義(teleo-functionalism)であり、この立場自体論争の余地がある。しか

しここでは目的論的機能主義の是非を問うよりも、理論と理論使用者の関係に着目して因果関

係を考えるという着想を生かしたいと思う。	
3	柴田[2004]は、機能的還元による性質還元型物理主義の難点を指摘し、代わりにエピフェノ

メナリズムを推奨する。柴田の指摘にはおおむね同意するものの、心的性質が因果的に無効か

否かに関しては判断を保留しておきたい。というのも、ある存在者がどのような性質をもつか、

なおかつそれが因果的な力をもつかどうかが理論相対的に決まるとする見方からすれば、心的

性質が本当に因果的効力を欠いていると断定することはできないからである。	
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