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サーベイ論文 

拡張されたシステム 

――認知、心、自己の境界―― 
 

君嶋泰明

 

1. はじめに 

 本稿は、認知、心、自己（self）といったものの境界を、個体を超えたものとしてとらえ

るべきであると主張する、近年のいくつかの研究を紹介する。だがその前に、議論をより

明確化するために、それらの研究の背景にある機能主義と呼ばれる立場を簡単に説明し、

私なりに問題の所在を整理しておこうと思う。 

 

2. 背景と問題の所在 

 機能主義は、心の哲学における有力な立場の一つである。様々なヴァージョンがあるな

かで、広義の（因果論的な）機能主義は、個体に対する刺激と反応の間にあると考えられ

る心的状態を、それが担う因果的役割によって記述する立場である。例えば、あるひとが

冷蔵庫の中を見て、弟に「私のプリンを食べただろう」などと詰問しているとする。この

とき、機能主義は、このひとの内的過程として、「プリンを食べたい」という欲求や、「プ

リンを食べたのは弟である」という信念や、怒りといった心的状態を、刺激（冷蔵庫の中）

と反応（弟を詰問する）の間で果たしている因果的役割の観点から記述するのである。 

 なお、このように記述された心的状態は、これはこれで、個体の反応（行動）を素朴心

理学的に説明しようとする際の説明項となる。すなわち、素朴心理学的説明では、上のよ

うに記述された信念や欲求という心的状態が、「弟を詰問する」という行動の理由をなすこ

ととなるのだ。 

 さて、こうした心的状態の因果論的な記述は、心的状態がどのように物理的に実現され

ているのか、ということから（比較的）独立になされる。これは、機能主義の重要な特徴

の一つである。すなわち、機能主義的な記述においては、刺激と反応の間にあると考えら

れる認知過程・心的過程は、その基礎にある物理的過程を支配している規則から（比較的）

独立な規則に従うものとしてとらえられるのである。このように、記述レベルにおいて物

理的過程から区別された認知過程・心的過程は、しばしば、（信念や欲求のような）何らか

の表象的状態を操作する「計算論的（computational）」過程と呼ばれ、その内実について様々

に議論されてきた。本稿はその詳細には立ち入らないが、一つの大きな傾向として、この

- 128 - 



拡張されたシステム 
 

計算論的過程は、表象的状態の意味論的性質ではなく、統語論的性質（あるいは形式的性

質）のみにかかわる規則によって導かれるものとされる（次節でその一つの説明を見る）。 

 大まかにいって、機能主義には以上のような二側面————(1)心的状態を機能的（因果的）

役割の観点から記述する、(2)認知過程・心的過程を物理的過程から（比較的）独立の規則

に従うものとしてとらえる————がある（もちろんこれにあてはまらない機能主義もありう

るが、本稿の議論には関わらない）。本稿が以下で見る諸研究は、認知過程・心的過程を大

筋でこのような機能的・計算論的過程としてとらえたうえで、その境界を問題としている。

まず、そうした過程を、個体の内在的状態のみに適用されうる規則に従うものとして分類

する場合（すなわちそうした過程の境界を個体の内部にとどめる場合）、多かれ少なかれ個

体主義（individualism）と呼ばれる立場にコミットすることとなる。これに対し、以下に見

る論者たちは、機能主義（あるいは計算主義）を徹底すると、そうした過程の境界は個体

を超えたものとなる、ということを示そうとしている。まず Wilson は、上の(2)を強調しつ

つ、認知過程を計算論的に記述することは、必ずしも個体主義を帰結しないとし、認知過

程に個体の外部の過程をも含める「広い計算主義（wide computationalism）」が可能である

と論じている（3 節）。Clark やChalmers は、上の(1)を強調しつつ、潜在的信念（dispositional 

belief：現前していないが記憶の中にあるような信念）が行動を導く心的過程を例にとり、

そのような心的過程には、個体の外部の（生物学的記憶とは区別された）記憶装置をも含

めるべきであるとしている（4 節）。 

 これらの議論のポイントは、上述した機能主義の二側面(1)と(2)を徹底すると、認知過

程・心的過程の境界を拡張することが可能である
、、、、、

、ということだ。それゆえ、この拡張が

もっともらしい
、、、、、、、

ことを主張するためには、別の基準に訴える必要がある（特にWilson がこ

の点を強調している）。そこで効いてくるのが、認知過程・心的過程の「説明項」としての

側面だ。上で触れたように、素朴心理学は、個体の行動を、機能主義的・因果論的に記述

された心的状態・心的過程でもって説明する。拡張されたものとして記述されたそうした

心的状態・心的過程が、個体主義的に記述されたものよりもよい説明となっていれば、そ

うした記述はもっともらしいと言えるかもしれない（この視点は、心理学の「よりよい説

明」にかんして Wilson(1994a)が主張していることを下敷きにしている）。以下ではこの点

にも触れることとなる。 

 ところで、Clark は、そのように認知過程・心的過程を拡張されたものとしてとらえるこ

とは、「拡張されたシステム」としての自己というものを含意するとしている。本稿は 後

に、主に Clark の研究を取り上げ、こうした「拡張されたシステム」としての自己観がい

かなるものなのかをも紹介する（5 節）。 
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 では、背景と問題の所在の整理はここまでにして、具体的な議論に入っていこう。 

 

3. 拡張された認知 

 本節では、認知過程を、個体を超えて拡張されたものとして記述することが可能である

とする、Wilson(1994b)の試みを見る。 

 まずはそうした試みの論敵となる個体主義というものを、しっかりと定式化しておこう。

Wilson によれば、認知についての個体主義は、次のようにして自らの立場を論証する。 

 

(1)認知心理学は、分類学的に（taxonomically）、心的状態・心的過程を、計算論的状態・

計算論的過程としてのみ個別化する。 

(2)個体が例化するそうした計算論的状態・計算論的過程は、その個体に内在的な物理

的状態に付随する（supervene）。 

(3)認知心理学は、そうした状態と過程を例化する個体について、この個体に内在的な

物理的状態に付随する状態と過程のみを、個別化する。(Wilson, 1994b, p. 352) 

 

ここで本稿にとって問題なのは、前提(2)である。この前提が必ずしも真でないことを示す

ことができれば、つまり、ここで計算論的状態・計算論的過程とされている認知状態・過

程が、それを例化する個体の内在的な物理的状態に必ずしも付随するものではないことを

示すことができれば、認知過程を、個体を超えて拡張されたものとして記述する可能性が

生じてくる。 

 Wilson は、認知過程を個体主義的に性格づけようとする Egan(1992)を引き合いに出し、

この前提(2)が必ずしも真ではないことを示している。まずは、Egan の主張を見よう。Egan

は、個体の認知過程を、記号の形式的操作として「解釈」する。この記号の持つ特徴には、

「実現関数（realization function）」によって、個体の物理的特徴の同値クラス（equivalence 

class）がマッピングされている（それゆえ、この記号は、単に関数的に性格づけられた対

象に過ぎない）。この実現関数によって、記号の形式的操作に、物理的状態の推移の因果関

係が対応することとなる。その結果、認知過程を、個体に内在的な物理的状態に付随する

記号操作、すなわち「計算」として解釈することが可能となる。Egan によれば、認知過程

をこのように計算論的に解釈することは、個体主義的である。というのも、この解釈は、

個体の外の環境や社会的文脈への言及なしに、個体の物理的状態のマッピングによっての

み成り立っているからだ。 

 これに対し Wilson は、Egan のこうした実現関数による計算論的解釈には、個体主義を
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帰結するようなものは何もないとする。というのも、この解釈そのものには、実現関数が

マッピングする物理的状態の特徴のクラスに、個体の外の環境の一部を加えてはならない

との含意はないからだ。そのように解釈された認知過程の境界は、必ずしも個体の境界と

一致している必要はない。 

 しかし、こうしたWilson の主張に対しては、次のように反論することが可能だろう。す

なわち、心的記号には、いわば（Fodor が言うような）「形（shape）」のような内在的性質

があり、認知過程はこうした内在的性質が因果的に作用することで成り立つのであり、こ

の過程は個体に内在的な物理的状態に付随しているのだ、と (cf., Fodor, 1981)。だが、こう

した反論に対し、Wilson は、そのように記号の「形式的」性質を「内在的」性質とみなす

ことは、ミスリーディングであるとする。例えば、「A⇒B」という規則のみを含むある形

式的システムにおいて、記号「A」を例化したものから、記号「B」を例化したものが、そ

れらの「形」のおかげで導かれるとしよう。だが、ある記号の、そうした特定の「形」を

持つという形式的性質が、他の記号を導くことができるのは、「A⇒B」という規則を含む

形式的システム内においてのみである。 

 ここで、2 節で確認しておいたことを思い出そう。そもそも計算論的に記述された認知

過程は、物理的過程を支配するものとは（比較的）独立の規則に従うものである。言い換

えれば、そもそも計算論的記述は、物理的過程のそれとは区別された記述レベルでなされ

ているのである。それゆえ、計算論的過程は、一次的には、物理的状態に付随するような

内在的性質によってではなく、その過程が従う規則によって性格づけられなければならな

い。したがって、計算論的に記述された認知過程の境界は、必ずしも個体の内在的な過程

の境界と一致している必要はない。それゆえ、計算論的過程としての認知過程は、個体の

内部にあるものとして記述されるべき必然性を持たないという意味で、可能的に
、、、、

拡張され

ている。 

 では、認知過程の拡張は、あくまで可能性のままにとどまるのだろうか。そのようなこ

とはない。拡張された認知過程が、行動の（素朴）心理学的説明において、個体主義的に

記述された認知過程よりもよい説明を提供することができるなら、この認知過程の拡張は

もっともらしいものとなる(cf., ibid., pp. 363-369)。この点には次節で触れることとなる。 

 

4. 拡張された心：信念を例として 

 本節では、Clark & Chalmers(1998)とClark(2005)による、信念が行動を導く心的過程を、

拡張されたものしてとらえる試みを見る。Clark & Chalmers(1998)は、そうすることで行動

をよりよく説明することができる、ということを示唆している。 
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 まず、次のようなストーリーを考えよう。 

 

Inga は、友達から、ニューヨーク近代美術館（MOMA）で、ある展示があることを聞

き、それを見に行くことにする。彼女はしばし考えた後、美術館が 53 番通りにある

ことを思い出し、53 番通りへと歩いていき、美術館へと入っていく。(Clark & Chalmers, 

1998, p. 12) 

 

このストーリーを機能主義的・因果論的に分析すると、Inga の心的状態として、「美術館

が 53 番通りにある」という信念を、「ある展示があることを聞く」という刺激と、「53 番

通りへと歩いていき、美術館へと入っていく」という行動の間に、同定することができる。

しかも、Inga は、「美術館が 53 番通りにある」という情報を思い出すことによって、その

信念を持つに至っている。ある信念を持つさいにこのように記憶にアクセスするというこ

とは、このケースに特有のことではなく、私たちの多くの信念について言えることであろ

う。それゆえ、Clark らが言うように、信念にとっては、このように、情報が「必要とされ

るときに信頼できる仕方で（reliably）そこにあり、意識にとって利用可能であり、行為を

導くために利用可能である」ということが構成的であるといえる(ibid., p. 13)。 

 では次に、以下のような、アルツハイマー病を患う Otto のケースを考えよう。 

 

Otto は、どこへ行くにもノートを携えている。彼は新しい情報を得たら、それを書き

留める。古い情報が必要なときには、それを調べる。Otto にとって、ノートは、通常

生物学的記憶によって演じられるような役割を演じている。今日、Otto は、MOMA

で展示があることを聞き、見に行くことにする。彼がノートを参照すると、それは美

術館が 53 番通りにあることを教えてくれる。彼は 53 番通りへと歩いていき、美術館

へと入っていく。(ibid., pp. 12-13) 

 

Otto は、ノートを絶えず当たり前のように使っている。ノートは、通常の記憶が通常の生

活で中心的であるのと同じ仕方で、彼の行動とあらゆる文脈で中心的である。それゆえ、

Otto にとって、ノートに書かれた情報は、「必要とされるときに信頼できる仕方でそこに

あり、意識にとって利用可能であり、行為を導くために利用可能である」。すなわち、上で

見た信念にとって構成的な特徴を備えている。 

 そうであるなら、Otto のケースでのノートに書かれた情報のようなものも、信念が行動

を導く心的過程に含むことができるのではないだろうか。すなわち、そうした心的過程を、
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個体を超えて拡張されたものとしてとらえることができるのではないだろうか。それとも、

Inga にとっての生物学的記憶と、Otto にとってのノートに書かれた情報には、何か決定的

な違いがあるのだろうか。 

 例えば、シャワーを浴びているときや、辺りが暗いときには、Otto はノートを読むこと

ができない。このようにノートの情報に一時的にアクセスできないことがあるということ

は、一見して、生物学的記憶との決定的な違いであるように思われる。だが、例えば眠っ

ているときや、酔っぱらっているときには、Inga も記憶にアクセスできないことがあるが、

だからといってこういうときに Inga の信念が消えているとは言われないだろう。それゆえ、

こうした一時的なアクセス不可能性に訴えることで、ノートに書かれた情報を、信念を構

成する過程から除外することはできない。 

 Clark らは、Inga の生物学的記憶と Otto のノートの間のこうした「浅い差異」を一つ一

つ潰していき、結局のところ「真に考慮に入れるべきなのは、主体が情報を必要とすると

きに容易に利用することができる」ということであり、「この制約は二つのケースで等しく

満たされている」とする(ibid., p. 15)。それゆえ、Otto のノートに書かれた情報も、信念が

行動を導く心的過程に含めるべきなのである。 

 これに対しては、そのような心的過程の拡張も、あくまで一つの可能性に過ぎない、と

応じることもできるだろう。だが、Clark らは、そのように記述された心的過程の説明項と

しての側面に訴え、あくまで、信念が行動を導く心的過程を拡張されたものとしてとらえ

るべき
、、

であるとする。 

 

信念と欲求がその説明能力によって性格づけられる限りにおいて、Otto と Inga のケー

スは、疑いなく同等であるように思われる。両ケースの本質的な因果的ダイナミクス

は、互いを正確に映し合っている。私たちは、Inga の行動を、美術館に行きたいとい

う彼女の現在の欲求と、美術館は 53 番通りにあるという彼女が常に持っている信念

から説明することに、満足する。そして私たちは、Otto の行動を同じ仕方で説明する

ことに満足すべき
、、

である。(ibid., p. 13, 傍点引用者) 

 

Clark らのこうした主張に対しては、代替案として、Otto の行動を、美術館に行きたいとい

う彼の現在の欲求と、美術館はノートに書かれた場所にあるという彼が常に持っている信

念と、美術館が 53 番通りにあることをノートが教えるという事実から説明することもでき

るだろう。だが Clark らによれば、この説明はワンステップ余計であり、Inga の行動を彼

女の記憶にかんする信念から説明するようなものであり、無意味に複雑である。結局、 
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［…］信念という概念（notion）は、問題となっている信念を Otto が持つに値するよ

うな仕方で使われるべき
、、

である。全ての重要な
、、、

側面において、Otto のケースは、（非

現前的な）信念の標準的なケースと同様である。Otto のケースと Inga のケースの違い

に目が行きがちだが、それは表層的なものである。「信念」概念をより広く使うこと

によって、それはより自然種に近いものを際立たせることとなる。この概念はより深

くなり、より統合され、より説明で役立つようになる。(ibid., p. 14, 傍点原文) 

 

Clark らのこうした主張は、Wilson(1994a)が心理学の「よりよい説明」の一つの側面として

挙げる、説明項の「因果的深さ（causal depth）」に明らかに対応している。Wilson によれば、

よりよい説明は、より深い要因を同定・特定する説明である。すなわち、特定の現象のみ

に適用される説明ではなく、同じタイプ／カインドに適用される、「暗に一般的なスコープ

（implicitly general scope）」を持った説明である。Clark らによって拡張されたものとして記

述された信念は、説明項としては、明らかにこうした「暗に一般的なスコープ」を持って

おり、例えばOtto のようなケースをも説明することができる。それゆえ、そうした記述は、

（Wilson(1994b)の言葉を借りれば）単に可能であるだけでなく、もっともらしいと言うこ

とができるのである。 

 では、本節の 後に、こうした Clark らの試みに対する個体主義的立場からの異議に簡

単に触れておこう。Clark(2005)は、Clark & Chalmers(1998)で拡張されたものとしてとらえ

られた心的過程を、改めて「拡張された心の仮説（extended mind hypothesis）」と呼び、こ

れを、認知過程・心的過程の物質的媒体についての仮説であるとしている。それによれば、

「認知の物質的媒体は、脳、身体、物理的環境そのものの特定の側面を横断して、広がり

うる」。そしてClark は、自らの主張が機能主義の徹底であることを確認するように、Clark 

& Chalmers(1998)の一節を引きつつ、「等価原理（the Parity principle）」というものを提示す

る。それは次のようなものだ。 

 

私たちが何らかの課題に直面して、世界の一部が、それが頭の中にあったら何のため

らいもなく認知過程の一部と認めるような過程として機能するなら、そうした世界の

一部は（そのときには）認知過程の一部である。(Clark & Chalmers, 1998, p. 8) 

 

 これに対しては、個体主義的立場から、そうした世界の一部は、頭の中に置かれうると

しても認知過程と見なされないような、何か決定的なものを欠いているのだ、という応答
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がありうるだろう。例えば Adams & Aizawa(2001)は、「内在的」内容を表象する神経媒体

だけが「認知の印（mark）」を持ち、「派生的」内容を表象するOtto のノートのような媒体

は、認知過程の物質的媒体としては認められないとしている。これに対し、Clark は、神経

媒体だけが持つ内在的内容のようなものがある、という考えそのものに疑義を呈し、例え

ば、神経媒体をシリコンで置き換えることができる可能性を指摘している（この論争は他

にも細かい論点についての応酬が続くが、ここでそれらを追うことはしない(cf., Clark, 

2006)）。 

 ともあれ、認知過程・心的過程を拡張されたものとしてとらえることは、このように論

争的である一方、素朴心理学的説明という観点から見た場合、単に可能であるだけでなく、

もっともらしいとさえ言いうるものである。このことを確認できたことでもって、次節に

移ろう。 

 

5. 拡張されたシステムとしての自己 

 本節では、近年Clark やGallagher のような論者によって提案されている、個体の境界を

超えて拡張された自己観というものを紹介する。 

 Clark & Chalmers(1998)は、信念過程の拡張について論じた後で、次のように述べている。 

 

拡張された心は、拡張された自己というものを含意するだろうか？ 含意すると思わ

れる。私たちの多くは、すでに、自己が意識の境界を凌駕しているということを受け

入れている。例えば、私の潜在的信念は、ある深い意味で、私が誰であるかを構成し

ている。もしそうなら、これらの境界は、皮膚を超えたところにある。例えば、Otto

のノートの中の情報は、認知エージェントとしての彼のアイデンティティの中心的部

分である。このことから帰結するのは、Otto 自身
、、

は、一つの拡張されたシステム、す

なわち生物学的な有機体と外的な資源との一つのカップリングとして見なされるの

が もよいということだ。(Clark & Chalmers, 1998, p. 18) 

 

このように、信念過程の拡張は、自己そのものを「拡張されたシステム」と見なすことに

つながりうる。ところで、ここでClark は、「私たちの多くは、すでに、自己が意識の境界

を凌駕しているということを受け入れている」と述べているが、このような自己観への重

要な寄与の一つには、Ross(2007)が指摘するように、Libet らによって創始された行動実験

の成果がある(Libet, Gleason, Wright & Pearl, 1983, Libet, 1985)。Clark の「拡張されたシステ

ム」としての自己には後でまた触れることにして、以下では、Libet らの実験が拡張された
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自己観にどのように寄与しているのかを見よう。 

 Libet らの実験が示したのは、私たちが意識的にそれに気付く前に、脳がすでに行為の準

備をしている、ということだ。この実験では、頭皮に電極をつけられた被験者が、いつで

もしたいときに手首を曲げるよう言われる。加えて、被験者は、一周するのに 2.56 秒かか

る大きな時計を見て、 初に手首を動かすことを決めた時間を報告する。このセットを数

十回繰り返して得られたデータによれば、実際に被験者が手首を曲げる約 1 秒前に、脳は

活動を開始しており、かつ、被験者が行為を決定する約 0.35 秒前には、すでに脳は運動過

程を行っているということだ。こうした一連の脳の活動は、準備電位（readiness potential）

と呼ばれる。 

 このデータは、一見すると私たちの自由意志を否定するものに思える。というのも、こ

のデータが示しているのは、私たちが全く任意に、自発的に行為の決断をする前に、当の

行為に至る過程がすでに脳内で無意識的に開始されている、ということだからだ。だが、

Libet 自身は、このデータと自由意志の存在との折衷案を提案している。それは、脳内で開

始されていた行為の過程が実際に意識にのぼる（すなわち意識的に行為を決断する）のは、

実際に行為がなされる約 0.15 秒前なので、この 0.15 秒の間に、私たちは行為を拒否するこ

とができる、というものだ。「そうすると、意識的な自由意志の役割は、自発的行為を開始

することではなく、その行為が生じるかどうかを制御することだ、ということになる」(Libet, 

1999, p. 54)。 

 だが、Dennett(1991, 2003)は、このような Libet の結論には懐疑的だ。Dennett は、刺激の

入力と行動の出力に関する処理を脳内の一点で一手に引き受けるような、デカルト的制御

ポイントの存在を否定した、という点では Libet のデータを評価しつつも、意志決定がな

される時間 t（とそれゆえに生ずる 0.35 秒のギャップ）は、誤った想定に基づく「神話的」

なものであるとして、否定する。そして、この実験で必要とされる仕事（意志決定、時計

の観察、報告のための両者の同時性の判定）を、むしろ、脳内の空間と時間の両方に分散

させるべきだとする。 

 

あなたはループの外にいるのではない。あなたが
、
ループなのだ

、、、
。あなたはそうした広

いものだ。あなたは広がりのない点ではない。あなたがすること、あなたであるもの

は、このような出来事全てを組み込んだものであり、それらから切り離されたもので

はない。(Dennett, 2003, p. 242) 

 

Dennett はこのように、意志決定を、脳内のどこかである時点になされるものではなく、脳
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内に分散し時間的幅を持った「ループ」とし、このループそのものが自己をなしていると

する。 

 Gallgher(2005)や Clark(2007)は、こうした Dennett の方針に賛同する。ただし、Gallagher

やClark は、この「ループ」を、脳内に限らず、周囲の環境へと拡張したものとする。Dennett

が言うように、私たち自身が、そのどこにも特権的な地位のない、無意識的な神経過程の

集積に過ぎないなら、そこに非生物学的要素を加えてはならないとする、原理的な理由は

ないはずだ。Clark は次のように述べている。 

 

私たちが真に拒絶する必要があるのは、これらの神経的・非神経的道具が、ある種の

安定した、孤立した使用者を必要とする、という考えである、と私は提案する。その

かわり、それらは、端から端まで
、、、、、、

どこまでも
、、、、、

単なる道具
、、

である。[…]異なる神経回路

は異なる能力を提供し、私たちの自己の感覚、私たちがどこにいて、何をできるのか

の感覚、そして意思決定と選択に、異なる仕方で寄与する。外的な非生物学的要素は、

さらなる能力を提供し、私たちの自己の感覚、私たちがどこにいて、何をできるのか

の感覚、意思決定と選択に、付加的な仕方で寄与する。[…]私たち（私たち人間個体）

は、各種の道具のこうした流動的な連合そのもの
、、、、

なのである。(Clark, 2007, pp. 111-112) 

 

そして、非生物学的要素がそうした連合に加えられる条件は、前節でOtto のノートについ

て見たようなものである。すなわち、必要なときに、信頼できる仕方で、容易にそれにア

クセスできるということである。それは、木こりにとってのハンマーであったり、眼に取

りつけられた情報提供ディスプレイであったりするかもしれない。いずれにせよ、Clark

は、「自己」というものを、そのような条件を満たすものと生物学的な有機体がカップリン

グした、「拡張されたシステム」と見なすべきだとするのである。 

 

6. おわりに 

 以上を簡単に振り返ろう。本稿はまず、心の哲学における機能主義の二つの側面————(1)

心的状態を機能的（因果的）役割の観点から記述する、(2)認知過程・心的過程を物理的過

程から（比較的）独立の規則に従うものとしてとらえる————を確認した（2 節）。Wilson に

よれば、このうち(2)を徹底すると、認知過程・心的過程を、個体の境界を超えて拡張され

たものとして記述する可能性が生じてくる（3 節）。さらに、Clark らによれば、そうした

認知過程・心的過程は、 (1)を徹底し、素朴心理的説明という観点から見た場合、そのよ

うに拡張されたものとして記述されるべきですらある（あるいはそう記述されるのがもっ
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ともらしくすらある）（4 節）。そして、Clark によれば、このように認知過程・心的過程を

拡張されたものとしてとらえることは、「拡張されたシステム」としての自己観につながっ

ていくのである（5 節）。では、本稿を閉じるにあたって、以上のような研究が今後取り組

むべき課題について、私の意見を述べておこう。 

 まず、拡張された認知過程・心的過程が、いかなる点で心理学的に「よりよい説明」な

のかを、もっと詳細に検討する必要があるだろう。例えば、3 節で見たように、説明項と

しての拡張された信念過程は、Inga と Otto のどちらの行動も説明できるという点で、因果

的に深く、それゆえよりよい説明の一つの要件を満たしているように思われる。だが、

Wilson(1994a)がよりよい説明のもう一つの要件として挙げる「理論的適切さ（theoretical 

appropriateness）」については、定かではない（理論的に適切であるということは、要する

に、被説明項と説明項の性格づけのレベルが合致しているということである）。拡張された

認知過程・心的過程を主張するなら、こうした点について検討する余地はまだ残っている

し、またそうした検討が必要であると思われるのだ。 

 次に、個体主義的立場との論争にかんして、各立場の主張そのものを評価することは言

うまでもないが、恐らく個体主義的立場の背景にあると思われる、Wilson(1994b)が「デカ

ルト的計算主義」と呼ぶところの、「頭の中」にあるものに特別な地位を与えようとする私

たちの自然な思考様式も、一度しっかりと検討してみる必要があるだろう。この思考様式

を、単純にデカルト由来のものと見なしてよいのか、それとも、私たち自身が、本性上そ

のような思考様式をとらざるをえないようなあり方をしているのか、あるいは全く別の要

因が考えられるのかは、明らかではないだろう。 

 まだまだ発展途上であるこれらの研究の今後に期待しつつ、以上を指摘して本稿は閉じ

る。 
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