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因果的排除問題と性質の因果説

海田大輔∗

1 はじめに

意志，意図，信念などの心的性質が，身体的行動を因果的に引き起こすということ（心的因果性）

は，ほとんど否定しがたいように思われる．たとえば，タクシーを止めたいという欲求と手を挙げ

ることによってタクシーを止めることができるという信念が，手を挙げるという身体的行動を因果

的に引き起こすと考えられる．こうした心的因果性がたしかに存在することをわれわれはごく日常

的に受け入れており，心的因果性の概念を適切に説明することは，健全な哲学理論が果たすべき重

要な課題である．しかし，心的因果性の成立の困難さを示す一連の議論が存在する．本稿は，そう

した諸議論を一つの方向から整理し，それに解決の見通しを与えることを目的とする．

考察は以下の手順を踏む．心的因果性の問題の根は，次の三つの要請を同時に主張することの困

難さに存すると思われる．要請１：心的性質は因果的効力をもつ．要請２：心的性質は物理的性質

によって多重的に実現されうる．要請３：物理的世界は因果的に閉じている．第２節では，これら

の要請がそれぞれにもっともらしいものであること，それにも関わらず，三つを同時に保持するの

がいかに困難であるかを示す．第３節では，三つの要請を同時に満たす一つの有力な試みとしてト

ロープ一元主義を検討し，その問題点を明らかにする．最終節で，性質の因果説に基づくシュー

メーカーのアプローチのアウトラインを示すとともに，そのいくつかの帰結を整理する．

2 三つの要請

本稿が扱うのは，「因果的排除問題 (The Causal Exclusion Problem)」と呼ばれる問題である∗1．

これは，ごくかいつまんでいうなら，次のような問題である．一方で，心的性質は，物理的性質と

∗ ダーラム大学哲学科博士課程 kaida@kb3.so-net.ne.jp
∗1 心的因果性の問題は，「因果的排除問題」と「心的性質の外在性 (extrinsicness)から来る問題」に大きく分類される．
本稿が扱うのは前者に限られるが，後者についてごく簡単に言及しておく．「心的性質の外在性から来る問題」は，
信念や欲求といった志向的な心的性質について限定的に生じる問題である．多くの哲学者は，志向的な心的性質は
外在的 (extrinsic) であると考えている．すなわち，行為者の信念や欲求の内容は，行為者の外の環境にも依存する
と考えている．ところが，一般に対象が何かを引き起こすときに効力を持つのは，対象の持つ内在的性質 (intrinsic

property)（この場合なら行為者の脳状態）であると考えられないだろうか．したがって，志向的な心的性質は，因
果的効力を持ちえないことになるかもしれない．
本稿で扱う「因果的排除問題」が解決されたとしても，「心的性質の外在性から来る問題」は未解決のまま残る．こ
の問題について論じるためには稿を改める必要があるが，基本的態度だけ述べておくなら，私は，志向的性質を内在
的性質としてとらえることが可能であると考えている．こうした「心的内容への内在主義的アプローチ」については，
Heil (2003), ch.18などを参照．
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は異なる性質であると考えられる．しかし他方で，物理的性質の総体は因果的に閉じた系を形成し

ているように思われる．そうであるなら，非-物理的性質としての心的性質は，この閉じたシステム

に介入することができず，排除されることになるのではないだろうか．

因果的排除問題は，J. キムの一連の論考によってポピュラーになり，現在ではおびただしい数

の研究が存在する（cf. Kim 1989, 1993, 1998. また，Heil and Mele (1993)に含まれる諸論文な

ど）．しかし，論者たちの用いる諸前提や術語の使い方が必ずしも一定しておらず，論点の混乱が

みられることもしばしばある．本稿は，因果的排除問題を，次の三つの要請を同時に満たすことの

困難さに由来する問題と特徴づける．

要請１：心的な性質は因果的効力をもつ

因果関係項が何であるかについては，出来事 (event)，事実 (fact)，対象 (object)，性質の個別事

例 (property instance)など，いくつかの可能性があり，哲学者によって見解が分かれる．しかし，

因果関係において対象や実体の持つ「性質」が何らかの重要な役割をはたす，ということについて

は，哲学者の間で一定の了解が成立しているように思われる．

これは，デイヴィドソンの非法則的一元論 (Anomalous Monism)をめぐる諸議論を通して，あ

る程度明らかになったことである．デイヴィドソンは，因果関係を個別的出来事の間に成立する外

延的関係であるとみなし，因果関係の成立・不成立は，原因出来事や結果出来事がいかなる性質を

持つか（デイヴィドソンに即して言うなら，出来事がどのように記述されるか）には依存しないと

主張した．しかし，原因となる出来事が複数の性質を持ち，そのうちのある性質は因果関係におい

て重要な役割を果たし，その他の性質は果たさない，ということを示すように思われる例が存在す

る．たとえば，ソプラノ歌手がハイピッチで「割れろ！」と歌ったところ，その声でガラスが割れ

たとする．ソプラノ歌手の声は，（１）ハイピッチであること（２）「割れろ」という意味をもつこ

と，という少なくとも二つの性質を持つ．前者は，ガラスの粉砕という結果に対して因果的な効力

を持つが，後者は持たない，と考えるのは自然ではないか．両者の違いは，たとえば，ハイピッチ

という性質が物理法則に登場するのに対して，「割れろ」という意味を持つという性質は物理法則

には登場しない，というところに存するのかもしれない．「ハイピッチという点で互いに類似して

いる声は，ガラスを粉砕する」という形でハイピッチは法則に現れる．それに対して，「割れろ」と

いう意味を持つ点で互いに類似している声がガラスを粉砕するとは限らないから，「ある意味を持

つ」という性質（これが性質であるとして）は法則に現れないと考えられるのである．いずれにし

ても，因果関係において両者の果たす役割の違いをうまく説明できないなら，哲学理論としては不

満足なものであると言わざるをえないだろう．

要請２：心的性質は物理的性質によって多重的に実現されうる

心の哲学における機能主義は，主体の持つ心的状態ないし心的性質を，主体が果たす因果的役割

によって特徴づける．機能主義によれば，ある主体がある心的性質を持つということは，その主体

が一定の因果的役割（機能）を果たすような一つの内部状態にある，ということである．たとえば，

「痛み」という心的性質は，体組織の損傷という入力によって引き起こされ，うめき声を発したり手

足を引っ込めたりする行動を出力として引き起こすような，ある内部状態として特徴づけられる．
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このように特徴づけられる性質のことを，機能的性質 (functional property)と言う．

機能的性質に関して重要なのは，一つの機能を果たしうるメカニズムが複数個存在しうるという

ことである．たとえば，「卵の泡立て装置」の持つ機能が，生卵という入力と泡立てられた卵とい

う出力によって定義されるなら，この機能は料理人の手と（針金でできた）泡立て器によっても果

たされうるし，もっと洗練された電動泡立て機によっても果たされうるだろう．同様に，「痛み」

という性質を定義する機能は，人間においてはＣ繊維の発火によって果たされ，他の生物やロボッ

トにおいてはそれとは異なった物理的メカニズムによって果たされるかもしれない．ひとつの機

能的性質はさまざまな仕方で実現 (realize) されうる．このことを，機能的性質の多重実現可能性

(multiple realizability)と言う．

機能主義は，さまざまな難点が指摘されつつも，いまだに心の哲学における標準理論とみなされ

ている．心的性質が物理的性質によって実現されるというのは正確にはどのようなことなのか，と

か，一つの心的性質が複数の物理的性質によって多重的に実現されるというのは正確にはどのよう

なことなのか，といった問題が存在論的に考察されることはあまりなく，論者が性質についていか

なる存在論をとっているのかという点も多くの場合は明らかでない．しかし，おそらく多くの哲学

者は，多重的に実現される性質を考えるさい，暗黙のうちに，タイプ（普遍者あるいはクラス）を

考えていると思われる．タイプ間の同一性の必要条件は等外延性である．ところが，心的タイプが

物理的タイプによって多重的に実現されるなら両者の外延が等しいことはあり得ない．したがっ

て，多重実現可能性は，心的性質と物理的性質の同一化を阻むように思われるのである．

要請３：物理的世界は因果的に閉じている

多くの哲学者は，程度の大小はあれ，物理主義にコミットしている．物理主義を正確に定義する

のは，きわめて骨の折れる仕事であり，本稿の範囲をはるかにこえる．しかし，次のような原理を，

物理主義の必要条件と考えることはできそうである．

物理的世界の因果的閉包性の原理 (The Principle of Causal Closure) ∗2：ある物理的結果 e

が時刻 tにおいて原因を持つなら，物理的性質 Pが存在し，時刻 tにおいて Pが例化される

ことが eを因果的に引き起こすのに十分である．

三つの要請を同時に満たすのは難しい

以上の，それぞれにもっともらしい三つの要請を同時に満たすのは非常に難しい．

時刻 tに生じた心的状態ないし出来事が，物理的結果 eを引き起こしたとしよう．このとき，要

請１より，時刻 tに例化される何らかの心的性質（Mとする）が，物理的結果 eに対して因果的効

力を持つことになる．ところが，要請３によれば，この物理的結果 eについて，時刻 tに例化され

∗2 物理的世界の因果的閉包性の原理は，物理的原因の完全性 (completeness)の原理と呼ばれることもある．また，「性
質」に言及せずに，次のように定式化されることも多い．「ある物理的結果 eが時刻 tにおいて原因を持つなら，eは
時刻 tにおいて十分な物理的原因 pをもつ．」(cf. Kim (1989)) こうした，「性質」に言及しない定式化をした場合
は，ドナルド・デイヴィドソン的なトークン同一説が成立する余地が残る．本稿は，因果関係において，個体の持つ
性質が重要な役割を果たすという立場をとる（要請２）ので，この定式化は採用しない．こうした点については，海
田 (2006)でも論じた．
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ることが eを因果的に引き起こすのに十分であるような物理的性質（Pとする）が存在することに

なる．したがって，一つの物理的結果 eに対して，二つの性質Mと Pが時刻 tに存在し，いずれ

も eを引き起こす因果的効力を有していることになる．このとき，Mと Pの関係をどのように考

えればよいのだろうか．

Mと Pは実は同じ性質なのだと言えるなら，問題は解決する．しかし，要請２が，Mと Pの同

一化を阻むように思われる．それなら，Mと Pは互いに異なる性質なのだろうか∗3．しかしこの

場合，e を引き起こすという点において M に残された仕事は存在しないように思われる．なぜな

ら，要請３より，eを引き起こす仕事は Pによってすでに完全に遂行されているからである．eを

引き起こすにあたって，Mは余分であり，十分な物理的原因によって排除されるように思われる．

これを，因果的排除問題と言う．

3 性質の存在論を少しだけ：普遍者とトロープ

三つの要請を満たす理論を探求するまえに，ここで，性質の存在論について少しだけ述べておき

たい．後で明らかになるように，因果的排除問題を解決するためには，性質の存在論について何ら

かの立場にコミットする必要が出てくるのである．

性質の存在論について，普遍主義者 (universalist)とトロープ主義者 (trope theorist)が対立し

ている．ここで，トロープとは個別的な性質のことである．たとえば，机の上にリンゴが二つあ

り，両者は赤さの点で全く同等であるとしよう．この場合，普遍者としての＜赤である＞は一つし

か存在しない．二つのリンゴは（と普遍主義者は主張するのだが）一つの普遍者＜赤である＞を共

有している．それに対して，個別者としてのトロープ＜赤である＞は，右のリンゴと左のリンゴの

ところに，それぞれ別に存在する．左のリンゴの所有するトロープと右のリンゴの所有するトロー

プは数的に異なるのである．トロープ主義者は，自分の存在論のアイテムの，性質の項目の中に，

トロープだけを加える．それに対して普遍主義者は，性質の項目の中に普遍者を加える（トロープ

については，その存在を認める場合と認めない場合がある）．

さて，一般に，性質は次の二種の問いに答えるものとして導入される．

（１）このリンゴが赤いのは，何によってか？

（２）ここにある二つのリンゴがいずれも赤いのは，何によってか？

すなわち性質は，個々の個体を特徴づける役割と，複数の個体を一つのグループに統一する役割を

果たすのである．普遍主義者は，（１）と（２）の両方に，同じ答え－「リンゴが普遍者＜赤であ

る＞を持っていることによってである」－を与える．このリンゴが赤いのは，普遍者＜赤である＞

∗3 このとき，Mと Pが互いに独立である場合と，Mと Pの間に何らかの依存関係が成立している場合が考えられる．
前者の場合には，e は二つの原因によって，それぞれ独立に引き起こされていることになる（これを過剰決定とい
う）．過剰決定という概念自体は，それほど不自然なものではない．一人の人間が二人の暗殺者によって独立に殺害
されるという事態は生じうる．しかし，心的因果性が成立するすべての場合に「もれなく」過剰決定が生じているこ
とを何の説明もなしに受け入れるのは困難である．一方，後者の場合は，過剰決定の問題は免れる．しかし，いずれ
にしても，因果的排除問題が避けられないのは本文で述べるとおりである．
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を所有しているからである．また，二つのリンゴがいずれも赤いのは，それらが普遍者＜赤である

＞を共有しているからである．一方，トロープ主義者は，二つの問いに対して異なる答えを与える

ことになる．トロープ主義者は，（１）に対して，「このリンゴが赤色トロープを持っていることに

よってである」と答えるが，（２）に対して，普遍主義者のように「二つのリンゴが一つの赤色ト

ロープを共有していることによってである」と答えることはできない．トロープは，二つの場所に

同時に，その全体が現れうるような存在者ではないからである．トロープ主義者の（２）に対する

答えは，「右のリンゴの持つ赤色トロープと左のリンゴの持つ赤色トロープが類似していることに

よってである」となる．赤色トロープ（あるいはそれを所有する個体）は，類似性によって一つの

集合を形成する．この集合は，普遍主義者なら普遍者＜赤である＞と呼ぶものに対応するだろう．

しかし，トロープ主義者にとっては，存在するのはあくまでも集合の要素であり，集合じたいがそ

の諸要素と別に存在するわけではない．

トロープどうしは，厳密に類似している場合とそうでない場合があり，この違いは重要である．

赤さの点で全く同等である二つのリンゴがあるとき，普遍者主義者なら，普遍者＜赤である＞が

存在すると考えるし，トロープ主義者なら，厳密に類似するトロープの集合に言及する．しかし，

真っ赤なリンゴと薄い赤のリンゴがあって，普遍主義者が普遍者の存在を言い立てない場合でも，

トロープ主義者が「非-厳密に類似性するトロープからなる集合」に言及することはありうる．つま

り，トロープの集合は普遍者の代用になる場合とならない場合がある（厳密な類似性によって形成

されたトロープの集合だけが普遍者の代用になる）．この点は，次の節で問題になる．

4 トロープ一元主義

D.ロブによるトロープ一元主義 (Trope Monism)は，三つの要請を同時に満たそうとする興味

深い試みである．以下しばらく，Robb (1997)で展開されたトロープ一元主義を検討する．

ロブによれば，三つの要請を同時に保持するのが不可能に思われるのは，それらに現れる「性質

(property)」という概念の分析が不十分だからである．性質には，トークンとしての性質（すなわ

ちトロープ）とタイプとしての性質がある．タイプ∗4とトロープとを区別するなら，三つの要請の

見かけ上の両立不可能性は解消され，すべてを同時に保持することが可能になるのである．

少し歴史を遡って，デイヴィドソンの非法則的一元論を思いだそう．デイヴィドソンは，心的原

因出来事と物理的原因出来事とを同一とみなすことによって，結果出来事が過剰決定される問題を

解決しようとした．しかし，原因出来事の持つ心的性質と物理的性質のいずれが因果的効力を持つ

のか，ということが問題にされた．ロブは，心的出来事と物理的出来事を同一化することに加えて

さらに，原因出来事の持つ心的トロープと物理的トロープを同一とみなす．これによって，心的ト

ロープは因果的効力を持つことになる．物理的トロープは因果的効力を持つので，物理的トロープ

∗4 ロブは，トロープ主義/普遍主義の論争からニュートラルな用語としてタイプ (type)を導入している．タイプは，ト
ロープ主義者ならトロープからなる集合，普遍主義者なら普遍者と呼ぶものに対応する．ちなみに，ロブ自身はト
ロープ主義者である．
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と同一である心的トロープも因果的効力を持つというわけである（要請１を満たす）．心的原因ト

ロープと物理的原因トロープは同一であるので，因果的閉包性の原理も満たされている（要請３を

満たす）．また，多重実現可能性は，心的タイプと物理的タイプの間で成立していると考えられる

（要請２を満たす）．つまり，タイプとトロープを区別した上で，要請１と要請３で言及される「性

質」をトロープと読み，要請２で言及される「性質」をタイプと読むことによって，三つの要請を

同時に満たすのが，ロブの与えた解決である．

ただちに思いつく疑問は，デイヴィドソンの非法則的一元論で生じたのと同じ問題が繰り返され

るのではないか，というものである．たとえロブの言うとおり心的トロープが物理的トロープに等

しいとしても，そのトロープが「心的なものとして」結果を引き起こしているのか否かが問題にな

るのではなかろうか．

これに対するロブの応答は，おおむね次のようなものである（Robb 1997, 2001）．デイヴィドソ

ンの体系における出来事は，様々な性質を担う（さまざまな記述を許す）個別者である．しかしト

ロープは，出来事と同様に個別者ではあるが，性質の担い手ではなく，性質そのものである．した

がって，出来事について「それが結果を引き起こすのは，それが心的な出来事であることによって

か？」と問うのは意味をなすが，トロープについて「それが結果を引き起こすのは，それが心的な

トロープであることによってか？」と問うことは意味をなさない．性質について，それが「何かと

して」因果的効力を持つと考えるのは，カテゴリーミステイクである．（心的でも物理的でもある

ような）あるトロープが因果的効力を持つ，ピリオド，であって，それ以上問うことは許されない．

トロープについて「～として因果的効力をもつ」と言うことは意味をなさない，というロブの意

見には，それなりの説得力があると思われる．次のような考察によって，その説得力をサポートで

きるかもしれない．デイヴィドソンの非法則的一元論において，因果関係項は，個別者としての出

来事であった．ところで，具体的個別者 (concrete particular) は，裸の個別者 (bare particular)

と性質とに分析されるのが普通である（cf. Loux 2002, ch.3）．非法則的一元論においては，裸の

個別者が心的性質と物理的性質の両方を持つ，という構図になっていると考えることができる．こ

の構図において，裸の個別者の持つどの性質が因果的効力を有するのか，という問いが生じた．一

方，ロブ説において，心的トロープは物理的トロープと同一化されることで因果的効力を与えられ

た．この個別者としての性質（トロープ）は，裸の個別者と性質とに分析されるだろうか．それは

不可能であろう．というのも，性質そのものが性質を欠くというのは，端的に矛盾しているからで

ある．心的トロープと物理的トロープが同一であるなら，その（心的であり物理的でもある）ト

ロープは，それ自体で因果的効力を有していると考えられるのである．

しかし，ロブに抗して，次のように言われるかもしれない．心的であり物理的でもあるような一

つのトロープが，複数の側面 (aspect) をもっており，件のトロープのいずれの側面が因果的効力

を有するのか，ということが問われるのではないか，と．ノルドフの反論は，この点を突いたもの

である（cf. Noordhof 1998）．これに対するロブの応答は，性質の側面（あるいは性質の性質）な

るものを想像するのは難しい，というものである（cf. Robb 2001）．この点について，私はロブに

与する．ノルドフも，性質の側面というものの存在を説得的に示す例を挙げられていないと思われ
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る．ノルドフの挙げる例は，「家の焼失に対して，空気のどの側面が因果的効力を持つかを問うこ

とは正当である．空気は，部分的に酸素であることによって因果的効力を持つのである」（逐語訳

ではない）というものである（Noordhof 1998, p.223）．しかし，酸素の性質（もしくは酸素であ

るという性質）は，空気の「構成要素」が持つ性質であり，空気の性質（もしくは空気であるとい

う性質）が持つ性質ではない．

それでは，ロブによって因果的排除問題は解決されたのだろうか．残念ながら，十分に解決され

たとは思われない．少なくとも，ロブ説はロブ自身が意図していた成果を上げることは出来ていな

いと思われる．

まず次のことが問われなければならない．すなわち，トロープ一元主義の主張どおりに互いに同

一であるとされる心的トロープ mと物理的トロープ pが，それぞれ互いに異なるタイプM, Pに

属し，しかもタイプM, Pがおのおの厳密な類似性によって形成されている，ということが果たし

て可能であるのか，ということである．答えは否であろう．というのも，厳密な類似性関係は，対

称的かつ推移的かつ反射的な関係だと考えられるからである．厳密な類似性関係が，対称的かつ推

移的かつ反射的な関係であるなら，厳密な類似性関係によって形成された集合は互いに排反であ

り，一つの要素が複数の異なる集合に属することはありえない（cf. Armstrong 1989, ch.6）．した

がってこの場合，心的タイプMと物理的タイプ Pの少なくとも一方は，非-厳密な類似性によって

形成された集合にすぎないことになる．

心的タイプMが，物理的タイプ P, Q, R, … によって多重的に実現されると言われるとき，物理

的タイプ P, Q, R, …（の少なくとも一部）は，厳密な類似性によって形成されたタイプであると

考えられる．たとえば，素粒子やクォークの持つ質量，スピン，チャームといった物理的性質は，

厳密な類似性によって形成されたタイプに対応するだろう．それに対して，心的性質 Mの要素は，

非-厳密な類似性によってまとめられているにすぎない．これは，Mを実現する P, Q, R, … が互

いに異なる物理的性質であることが，多重実現可能性の意味するところであることからも明らかで

ある．

タイプMの要素が互いに厳密に類似していないということは，Mは P, Q, R, … と同等の資格

で「真正の」性質であると言うことはできない，ということを意味する．ここから，多重的に実現

される心的タイプは（性質ではなく）「概念」にすぎない，という考えに導かれるかもしれない．

これは，物理的性質と同等の身分を有する存在者としての心的性質の存在をあきらめる立場であ

り，最近の J.キム，J.ハイル，美濃正等の立場に限りなく接近することになる（cf. Kim (1998),

Heil (2003), 美濃 (2004)）．こうした立場の当否はまた稿を改めて検討すべき問題であるが，少な

くともロブがこの帰結を喜ぶとは思いにくい．なぜなら，この立場は，心的性質と物理的性質の相

違性を主張するというよりはむしろ，心的性質の存在を否定し，心的性質を心的述語あるいは概念

に格下げすることに他ならないと考えられるからである．タイプを真正の性質とみなしつつトロー

プ一元主義とタイプ多元主義とを両立させることをロブが目指していたとするなら，ロブの方策は

この目標を達成できていない．

実は，トロープ一元主義とタイプ多元主義とを両立させる方法は，考えられなくもない．それは，
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一つの性質が複数の側面を持つことを認めることで可能になる．トロープ m(=トロープ p)が側面

X1および Y1を持ち，トロープm′(=トロープ q)が側面 X2および Y2を持ち，側面 Y1と Y2は

厳密に類似するが，側面 X1と X2はそうではない，と考えることはとりあえず可能である．この

ように考えれば，二つのトロープが側面 Y1 と Y2（心理的側面）について厳密に類似しており，

X1と X2（物理的側面）についてそうではない，ということができるかもしれない∗5．しかし，前

にも述べたように，性質の側面（つまり性質の性質）という存在者を想像することは簡単ではない．

ここで，一つの可能性について考察してみるのは示唆的である．それは，トロープm(=p)が，複

数のトロープの組み合わせからなる可能性である．たとえば，白い三角形と黒い三角形という二つ

の対象があったとする．両者は，形トロープについて厳密に類似しており，色トロープについては

類似していないと考えられる∗6．これと類比的に，心的因果性における原因トロープが心的トロー

プと物理的トロープの組み合わせからなると考えれば，心的トロープ，物理的トロープがおのおの

厳密な類似性によってまとめられた集合を形成しつつ，互いに異なる集合に属することが可能にな

る．しかしこれは，トロープ一元主義を放棄することであり，ロブが採用できる方策ではない．

5 性質の因果説

それでは，われわれは，真正の心的性質－成熟した物理学理論が与える物理的性質と同等の資格

をもって存在すると考えられるような心的性質－の存在をあきらめざるをえないのだろうか．あき

らめるのはまだ早い．

S. シューメーカーは，Shoemaker (2001) において，興味深い解決案を提示した．シューメー

カーの方策は，彼自身が提唱した「性質の因果説 (causal theory of properties)」を，因果的排除問

題に応用するものである．シューメーカーによれば，性質は次のように定式化される．すなわち，

性質とは，その性質を持つことが，性質の担い手に一群の条件的力 (conditional powers)を与える

ような，そのような存在者である（cf. Shoemaker 1980, 1998）．たとえば，一つの果物ナイフを

考える．この果物ナイフは，「鋭利な形をしている」という性質を持っている．この性質は，その

担い手（つまりナイフ）に，「もし鉄で出来ていたら，木を切ることができる」，「もし木で出来てい

たら，バターを切ることができる」などの一群の条件的力を与える．「鋭利な形をしている」とい

う性質は，このような条件的力をすべて集めてできた集合によって特徴づけられると考えられる．

ある性質によって与えられる条件的力の集合が，他の性質によって与えられる条件的力の集合の

部分集合になることがある．二つの性質の間に被決定体 (determinable) －決定体 (determinate)

の関係が成立している場合がそうである．たとえば，「赤い」と「あかね色である」という二つの性

質を考えよう．このペアにおいては，前者が被決定体であり，後者が決定体である．そして，「赤

い」という性質に対応する条件的力の集合は，「あかね色である」に対応する条件的力の集合の部分

∗5 Gibb (2004)がこの点を指摘している．
∗6 これは連言的性質を受け入れることを意味するかもしれないが，連言的性質のいかがわしさは，性質の性質のいかが
わしさよりはいくぶんましかもしれない．
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集合になっている．たとえば，あかね色には反応するが，他の色相の赤（たとえばあずき色など）

には反応しないように条件づけられたハト Aを考えてみよ．性質「あかね色である」は，「（しかる

べき条件のもとで）ハト Aの反応を引き起こす」という条件的力を持つが，性質「赤い」はこの条

件的力を持たない．

シューメーカーは，実現関係 (realization relation)を次のように定式化する．「ある性質 Xが別

の性質 Yを実現しているということは，Yに対応する条件的力の集合が Xに対応するそれの部分

集合になっているということである」．たとえば，ある脳状態が痛みという心的状態を実現してい

るとしよう．この痛みという心的状態は，別の生物においては異なった身体状態によって実現され

うる．しかし，痛みを実現しているすべての物理的な状態は，ある条件的力の集合を共通部分とし

て含んでいると考えられる．すなわち，ある条件下で，身体的なダメージを受けたなら，ひるむと

表現されるような身体行動を引き起こすという条件的力である．

このように考えれば，因果的排除問題は解決することができる．なぜなら，心的因果性において，

原因の心的性質と物理的性質は部分－全体の関係にあり，部分と全体とは，結果を巡って因果的に

争うことはないと考えられるからである∗7．

いくつかコメントをしておきたい．まず第一に，性質の因果説は，因果性についての本質主義

（反ヒューム的立場）に明示的にコミットしている．性質の因果説によれば，性質はその因果的特

徴によって個別化される．したがって，因果法則は，それが成立する場合は，必然的に成立するこ

とになる∗8．

第二に，シューメーカー説においては，実現性質と，その部分としての機能的性質は，両者とも

内在的性質でありうる．標準的見解（アームストロング等に代表される立場）によれば，一つの内

在的性質は，その世界でどのような法則が成立しているかに応じて異なる振る舞いをしうる．した

がってここでは，機能的性質は一種の関係的性質とみることができる．しかし，因果性についての

本質主義をとるなら，性質の振る舞いは性質に（いわば）ビルドインされており，実現性質とその

部分としての機能的性質の両者がいずれも内在的性質であることは，すこしも不自然なことでは

ない．

第三に，シューメーカー説においては，（多重的に）実現される性質は，高レベルの (higher level)

性質∗9ではない．標準的な機能主義は，機能的性質を，これこれの機能を満たすようなこれこれの

物理的性質を持つという性質，というように高レベルの性質として定義する．しかし，シューメー

カー説においては，実現される性質は実現性質の部分であり，両者は同じレベルに属する．

性質の因果説に基づく解決案は，まだ非常にラフなものであり，詰めなければならない細部がた

くさん残されている．たとえば，個々の事例において条件的力がいかなる形態をとるのかについて

∗7 シューメーカーの方策とほぼ同等のものを，クラップが独立に発表した．なお，シューメーカーが，性質は条件的因
果的力のクラスターによって「特徴づけられる」と考えるのに対して，クラップは，前者は後者に「他ならない」と
いうより極端な立場をとる．しかしこの点についての両者の違いは，本稿には関係がない（cf. Clapp 2001）．

∗8 因果性に関する本質主義については，Swoyer (1982), Shoemaker (1998), Heil (2003)などを参照．
∗9 Heil (2003)に従って，「高階 (higher order)の性質」（性質の持つ性質）と区別する意味で，高レベルという語を用
いている．高レベルの性質の担い手は対象であって，性質ではない．
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は，不明確な点が多い．シューメーカーの挙げる具体例は，「ナイフの形をしている」とか「鉄でで

きている」などという素朴なものにとどまっており，現代物理学や脳神経生理学に合致するような

形で具体的な議論が行えるようになるまでには，まだそうとう長い道のりが残されていると言わざ

るをえない．しかし，心的性質の実在性を物理的性質の実在性と同等の資格で主張できる点は，非

常に魅力的である．本稿でアウトラインを描いた，性質の因果説にもとづくアプローチは，心的因

果性の概念を明らかにするための一つの有望な道筋を示していると思われる．
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