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共同行為の現象学 

――H. B. シュミットのハイデガー解釈を中心に―― 
 

池田 喬 
 

 

1. 序論 

 

本論の課題は、共同行為や共同志向性に関する哲学的議論に対する現象学的

なアプローチの方向性を示すことである。しかし、この課題には特有の困難が

ある。というのも、共同行為や共同志向性に関する議論は、基本的に、英語圏

の分析哲学の用語法と分析方法に基づいて比較的最近展開され注目されてきた

ものであり、「共同行為の現象学」なる研究領域が明確に存在するわけではな

いからである。一般に、現象学的研究は、E. フッサールや M. ハイデガーのよ

うな約百年前のドイツ語圏の古典現象学の解釈を中心に進行するものだが、こ

の古典現象学の中に現在分析哲学の枠内で議論されている主題にそのまま相当

するものがあるわけでは当然ない。 

そこで注目に値するのは、フッサールの相互主観性の概念と社会学諸理論の

連関の研究（Schmid, 2000）から出発した H. B. シュミットの仕事である。共同

行為と共同志向性に関する英語圏の基本論文を網羅的に翻訳したドイツ語の論

文集（Kollektive Intentionalität: Eine Debatte über die Grundlagen des Sozialen）の

編者である彼は、D. P. シュヴァイカートと共に著わしたこの論文集の序論に

おいて、共同志向性に関する先駆的議論を提供した思想潮流としてフッサール

以来の現象学を挙げている（Schmid und Schweikard, 2009: 21）。さらには、「わ

れわれ‐志向性（Wir-Intentionalität）」や「複数的行為（plural action）」を主題

とした書物（Schmid, 2005; Schmid, 2009）で、実際に「共同行為（共同志向性）

の現象学」と呼ぶべきものの輪郭を描こうとしている。本論では、シュミット

に見られるこの数少ない試みを、特にそのハイデガー解釈に即して紹介し、そ

れを通じて、共同行為や共同志向性に対する現象学的アプローチを探るための



 

118 

第一歩としたい。 

では、どういう意味で「現象学」は共同行為や共同志向性に対する洞察を有

していたと言えるのだろうか。この点を最初に予描しておこう。 

まず、共同行為を哲学的に問題にしようという場合、第一に、個人によって

ではなく共同でなされる行為の分類や性格付けを行うという課題がある。これ

を共同
．．

行為論
．．．

と名指すとしよう。この課題についてフッサール以来の古典現象

学がそれ程精緻な議論を行っていた形跡は見られない。そこで、本論では、共

同行為の条件を、シュミットにならって、各参与者の行為が「われわれの行為
．．．．．．．

の部分として
．．．．．．

（as parts of our joint action）意図されている」こと、「共通の意図

や行為に対する個々の貢献
．．

（contributions）として理解されている」こととして

おこう（Schmid, 2009: 171）。例えば、私とあなたが大きなソファを引越しト

ラックから四階にある新しいアパートの部屋に運ぶ、という行為はその一つで

ある。その際、「私」はソファの一方の端を持ち上げるという行為に従事して

いるが、それは「われわれ」がソファを動かすことを意図しているがためであ

る。「私」の行為は「われわれ」の共同行為に貢献する限りで、私の行為であ

る。 

こうした共同行為の捉え方は現行の議論状況からして標準的なものであるが、

本論で検討するハイデガーの哲学においてまさにこのようなタイプの共同行為

が分析されているわけではない。むしろ、シュミットと共にハイデガーの議論

を解釈してみると、ハイデガーは、例えば街でそれぞれがそれぞれの目的地―

―同一の目的地に、ではない――に向かって歩いている、というような行為が、

上述した共同行為の条件に当てはまるものと考えているようである。もちろん

このように述べることは一見奇妙である。そこでは「われわれ」が歩いている

ということが明示的に意識されているわけではないし、他の歩行者などの他者

の意図や信念に対する明示的な関係も欠けているからである。しかし、これに

よって示唆されているのは、ハイデガーの考えにおいて、共同行為は、特定の

個人の総計として特定される「集団」の意図を要請するものではなく、また、

共同行為の成立は個々の参与者が独立に形成する意図の相互連関によるのでは

ないこと、つまり、個人の行為や意図に基礎付けられるものではないというこ

とだ、と言うこともできる。この点の重要性は、次に見る第二の問題に関係す
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る。 

共同行為をめぐる第二の哲学的問題は、共同行為をなす主体が一人の個人で

なく最低二人以上の個人として特定されるのであれば、その主体は一体誰なの

か、この主体はどういう存在論的な規定を与えられるべきなのかという問題が

ある。こうした問題群を共同行為の主体の存在論
．．．．．．．．．．．

と言うことにしよう。この問

題はおよそ以下のようなものである。たしかに、共同行為をなしているのは個

人ではないのだが、単に集団というわけにもいかない。もし、共同行為の主体

が集団であるとすると、この集団が意図のような心的状態をもつということに

なる。すると、「心」とは個体の中で（例えば脳状態として）実現しているの

ではない何かということになるが、そうだとすると、機械の中の幽霊の消去の

後で、今度は、集団の心の劇場を想定する危険が訪れるだろう。この危険を回

避するためには、例えば、M. ブラットマンのように、共有された意図は集団

的な心の態度ではなく、複数の個人の態度の相互的関係であるとした上で、さ

らには、共有された意図を個人の態度に還元する方策が役立ちそうに見える

（Schmid, 2009: 172; Bratman, 1999）。共同行為の主体に関する存在論的な個人主

義は、「心」を個体内の脳状態へと還元されるもの、またはそれに付随するも

のとして把握しようとする自然主義的な傾向がある限り、魅力的に映るだろう。 

他方、フッサール以来の現象学は、自然主義に何らの共感も抱いてこなかっ

たので、この共同行為の主体の存在論に関して個人主義を採る特段の動機をも

たない。それどころか、現象学的に言われる意味での主観とは、時空的に特定

される個人ではないことが強調されてきた。その代わりに、相互主観性（フッ

サール）や相互共同存在（ハイデガー）など、個人ではない意味で主観（現存

在）の存在論的身分を確定しようとする概念が提示される。本論では、シュミ

ットと共に、ハイデガーの共同存在論は、個人主義的還元も集団的意図の定立

もなしに、共同行為の主体の存在論を進めるものであることを指摘していきた

い。 

 

2. 個人か「ひと」か――ハイデガーの志向性解釈をめぐる誤った問題設定 

 

一般に、志向性は、ある心的状態が何かを表象するはたらきと考えられてい



 

120 

る。例えば、信念という心的状態は何らかの事態（志向的内容、表象内容）を

表象するものである。このような意味での志向性は、シュミットによれば、し

ばしば、「個人の心において孤立して対象を表象することの一種」（Schmid, 2009: 

155）と見なされている。しかし、このように社会性を欠いた志向性についての

描像を変更し、「いかに心的現象が世界を指示しているのかについての分析か

ら、発話を信念や行為計画のような志向的状態の表現として成り立たせている
．．．．．．．．．．．

規範的な社会的実践や制度の分析へ」（ibid.）と移行する傾向が、ドイツ語圏

（例えば、J. ハーバマス）でも英語圏（例えば、R. ブランダム）でも強まって

いる。しかし、世界の内に何がどう存在するかという存在論的な問題を規範的

実践や制度の問題に還元してしまうとなると、対象を実在として表象している

という志向性の客観性の面が見えにくくなるという問題がある。「心」のあり

かを個人または単独の主観から救い出して、言語や実践の共同体や相互主観性

へと移行させた時、もともと志向性ということで問題であったはずの事柄が正

面から扱われなくなる危険がある。 

志向性をめぐるこのような問題状況はハイデガー『存在と時間』に対する論

者の解釈にそのまま反映している。かつて、和辻哲郎（和辻, [1937] 2007）、E. 

レヴィナス（Lévinas, 1951）、M. トイニッセン（Theunissen, 1964）らが解釈し

たハイデガーとはモノローグ的なものとして行為者を把握する（古いタイプの）

哲学者の典型であった。彼らがそう見なした文献的な理由は色々あるが、その

一つに、ハイデガーが志向的振る舞いの基礎的なタイプを（職人が仕事場でハ

ンマーを振るうというような）道具の実
．．．．

践的使用
．．．．

に見出したことがある（SZ: 

66ff.）。ハイデガーは、日常的な世界とのかかわりは、事物観察のような視覚

中心の注意深い振る舞いではなく、「目的志向的（purposive）」（Schmid, 2009: 

157）あるいは「目的に向けられた
．．．．．．．．

（goal-oriented）」（ibid.）〔強調引用者〕

仕方で道具を「目配り的に配慮すること（umsichtiges Besorgen）」だと強く強

調したのである。しかし、H. アレントが示唆したように、特にアリストテレス

の「制作」をモデルにハイデガーが分析した道具使用という活動は、他者の介

在なしに孤独な仕事場で成立する活動の典型であり、アレント＝アリストテレ

ス的な概念連関からすればそもそも行為の名に値しないものですらある――ア

レントにおいて「行為」とは複数的でなければならないものである（Arendt, 
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[1958] 1990）。 

ハイデガーの志向性理論に共同性の観点なしとの印象は、しかし、志向性の

ありかを規範的な実践や制度へと連れ出そうとする傾向の中で随分と変更され

てきた。シュミットの言い方では「慣習主義的」（Schmid, 2009: 160）な、論

者たち自身の言及では「プラグマティズム的」なハイデガー解釈が特に米国で

急増している。ハイデガーこそ、志向性を規範的な社会実践として捉えた先駆

的存在だというわけである。このような論者の中には、ハイデガー哲学に依拠

した反表象主義を標榜する H. L. ドレイファス、人工知能研究を中心に心の哲

学の分野で活躍した J. ホークランドや、規範的な社会的実践やプラグマティズ

ムの観点から G. W. F. ヘーゲルやハイデガーにコメントする R. ブランダムな

どが含まれる。 

ハイデガーの慣習主義的・プラグマティズム的解釈を推し進める上で彼らが

注目するのは、『存在と時間』の道具的分析の箇所（だけ）ではなく、それと

は別に論じられた「ひと（das Man）」の概念である（SZ: 113ff.）。シュミット

にならって言えば、「ひと」とは、「規範に向けられた
．．．．．．．．

（norm-oriented）」（Schmid, 

2009: 157）〔強調引用者〕行為に関する社会規範の領域の主体である。この主

体を、ハイデガーは、「ひとが…と言っている／…と言われている（Man 

sagt…/one says…）」という場合の非人称の man や one のように、個人としては

特定できないものとして論じている。この非人称の man や one は匿名性をポイ

ントとしており、規範や慣習の下での代理可能性を基本特徴とする主体カテゴ

リーである。私たちは、規範や慣習の観点からして適切であるか否か、通用す

るか否かを気づかいつつ行為する中で、それを行っているのは私ではなく、代

理可能な「ひと」なのだという理解ができる。ハイデガーの考えでは、「ひと」

であることで、行為しているのは私ではない
．．．．．

という理解可能性が与えられるの

である。とすると、ハイデガーが個人ではない行為の主体
．．．．．．．．．．．

について何事かを考

えているのはたしかである――ただし、次節で論じるように、ハイデガーは非

人称の one について語っているのであって、個人（私）でないなら「われわれ」

が行為するのだ、とただちには
．．．．．

言っていないことは重要である。 

「ひと」の議論はこのように、個人の心から規範的な相互主観性への移行と親

近性を示してはいる。しかし、ハイデガーは規範への適合性に基づいて「ひと」
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として行為することを「非本来性」と否定的な仕方で特徴付けており、したが

って、通常ハイデガーの読者たちは「ひと」の議論はハイデガーのモノローグ

的な主体観を裏付けるものであっても、共同的な志向性への視点を提供するも

のではないと考えてきた。ハイデガーはむしろ、他者の介入なしに成就可能な

「目的に向けられた行為」を基礎的な志向的振る舞いの形態と考え、「規範的な

向けられた行為」という要素が入り込んでくると「自己」というべき存在者は

その本来の自己性を失うと考えているのだと、思われてきたのである。 

ところが、慣習主義者ないしプラグマティストの解釈によれば事情は逆であ

る。シュミットが彼らの見解をまとめるところによれば、「実践的志向性とい

うハイデガーの概念は、社会的規範、制度、共同実践を軽視あるいは排除する

どころか、まさに前提している」（Schmid, 2009: 159）のであり、「社会的規

範性を欠いた志向性は存在せず、社会規範によって行為を導かれてもいない目

的手段的な人間行為は存在しない」(ibid.)。このように考える時、「目的に向け

られた行為」と「規範に向けられた行為」の区別は消失するかのように見える。

私たちが道具を使用できるのは、その使用法を学習したからであり、実際に道

具を使用する場合には、通常それをどのように使用すべきかに関する社会規範

に従っているように思われるからである。T. カーマンによれば、「何が適切で

成功した使用であるのかは、……共同体自体がそのようなものとして是認する

ものの機能である」（Carman, 1994: 21; Schmid, 2009: 159-60）。このように考

える場合、一人の仕事場で、ハンマーで釘を打つ行為も社会規範に導かれてい

る。 

こうした解釈は、ハイデガーが「ひと」を自己性の喪失という否定的性格に

おいて論じていることを真面目に受け取っていない以上、ハイデガー解釈とし

て問題があることは言うまでもない。しかし、目下、注目したいのはこの点で

はなく、ドレイファスが、慣習主義・プラグマティズム的に解されたハイデガ

ーの共同存在が、J. サールの言う「われわれ‐志向性」（Searle, 1990）を可能

にしていると信じていることである。ドレイファスは、サールが、「われわれ

が車を押すという活動の一部として私が車を押すことは、私が車を押すことに、

君もまた車を押しているという信念を私がもつことをプラスするのとは異なっ

た活動だ」（Dreyfus, 1991: 149）と指摘し、個人的な志向的状態に基づいた相
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互的知識を批判することを評価する。しかし、このような活動が可能になるの

は、そもそも私たちが全く個人的に行為する存在なのではなく、「一つの共有

された世界へとつねにすでに適所的に〔規範に適合した仕方で〕参与している」

（ibid.）ような共同存在だからである。ドレイファスによれば、この意味での共

同性は特定の他者が現に居合わせているかどうかとは無関係に、つまり、全く
．．

一人で
．．．

、ハンマーで釘を打つ場合であっても、常に私たちが行為することにと

って構成的である。私たちはつねにすでに全くの個人としてではなく「ひと」

として行為しているという原初的な事実に「われわれ‐志向性」は基づけられ

る、とドレイファスは言いたいようである。 

しかし、あらゆる行為が社会規範や制度によって導かれるという意味で「私」

が行為しているのではなく「ひと」が行為していると言えるのだとして、なぜ

そのことが「われわれ」が行為することの前提だと言えるのだろうか。この点

を、ドレイファスはしっかりと説明していない。次節で論じるように、ハイデ

ガーに、「ひと」であることが「われわれ」の行為を可能にするという考えが

あるというドレイファスの見立て自体はおそらく正しい。しかし、この考えを

再構成するためには、全く一人で行為する場合でもそれは共同的だというドレ

イファスの極端な考えは障害になる。「私」の行為と「われわれ」の行為の区

別を曖昧にしてしまえば、共同行為や「われわれ‐志向性」がそれとして理解

される可能性自体がむしろなくなるのではないか。 

実際、シュミットが指摘するように、ハイデガーに見られる「実践的志向性」

と「社会的規範性の領域」の区別、あるいは「目的に向けられた行為」と「規

範に向けられた行為」の区別を無効化すること自体が不当である。「目的に向

けられた行為」は、「目的手段的な成功」（Schmid, 2009: 160）を目指してお

り、この成功によって評価される。他方、「規範に向けられた行為」は、「社

会的な適正さ」（ibid.）を目指し、この適正さによって評価される。この違い

は、簡単に言えば、「目的手段的な行為が成功したかどうかは実在世界に依存

するのに対して、規範に向けられた行為が成功したかどうかは、いわばわれわ
．．．

れにかかっている
．．．．．．．．

」（ibid.）。前者の行為にとって「われわれ」が問題になる

必要は必ずしもない。 

シュミットによればこのような明白な区別がハイデガー解釈において度外視
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されるに至った原因の一端には、ハイデガーが道具の基本的なタイプを明確に

区別しなかったことがある。例えば、交通標識、小切手、チェスの駒のような

タイプの道具については、慣習主義的解釈は正しい。木製の駒の機能は、チェ

スの規則とチェスの共同実践によって構成されている。しかし、すべてのタイ

プの道具の機能がこのように構成されているわけではない。ハイデガーが「目

配り的交渉」の対象として論じているような道具、つまりハンマー、橋、ある

いはシュミットが付け加えるところでは薬のような存在者は、上記のタイプの

道具からは区別されるべきである。 

例えば、薬が機能するのは、単に私たちの規範と医療実践に従って効くもの

として是認されているということではない。そのように是認されていても、そ

の薬は実際には効かないかもしれない。また、是認されていなくても効き、つ

まりは道具として機能するかもしれない。ハンマーの場合も、ハンマーで缶を

開けるとかテレビを打ち壊すといった行為のように、社会規範からすれば逸脱

した行為も、目的を達成するという意味では成功しうる。したがって、ドレイ

ファスのように、「ハンマーは釘を打つためのものであり、ペンキ缶を開ける

ためのものではない」（Dreyfus, 1995: 425; Schmid, 2009: 162）と言って済むわ

けではない。――ちなみに、この道具の二つのタイプの区別は、サールによる

「行為者的機能（agentive function）」と「非行為者的機能（non-agentive function）」

の区別によって試験することができるとシュミットは指摘している（Schmid, 

2009: 161; Searle, 1995: 20-3）。 

次に、この区別に基づくと、慣習主義的解釈は、共同行為や共同志向性とし

て問題になるべき現象の可能性の条件を与えるというドレイファスの自負とは

異なり、この現象を扱うために適切な存在論を提示できていないように思われ

るのである。「われわれ」がソファを運ぶとか、車を押すといった共同行為に

おいては、各参与者の行為が私たちの行為の部分として意図され、共通の意図

や行為に対する個々の貢献として理解されている。この行為の主体である「わ

れわれ」は、明らかに、誰とでも代理可能であることを性格とする「ひと」と

同一ではない。こうした行為が行われるためには、参与者は、共通の意図や行

為の主体としての「われわれ」の一部でありながら、同時に、この行為の部分

として「自己（私）」の行為をなしているのではなければならない。非人称を
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本質性格とする「ひと」に一元化されてはならないのである。 

しかし、このように言うことによって、共同行為や共同志向性の主体の存在

論に対するハイデガーの貢献可能性が断たれたわけではない。そもそもハイデ

ガーは、行為を、単独の個人で遂行可能な実践的志向性と社会規範に従った行

為の二面に渡って論じていたが、このいずれかを消去したわけではない。読者

が、個人か「ひと」かという二者択一の内で、ハイデガーに対する解釈と評価

を展開してきただけである。実際には、行為の主体を、「ひと」であると同時
．．

に
．
「自己（私）」であるような主体としてハイデガーが規定しようとしている

可能性のほうが高いのである。このような主体把握に基づいて「われわれ」と

しての主体理解がいかに説明されるのかを解釈を通じて示せるのであれば、ハ

イデガーから、共同行為の主体の存在論に何らかの示唆を得られるかもしれな

いが、そのためにはそれなりに工夫した解釈が必要でもある。 

 

3. ハイデガーにおける共同行為の主体の存在論――『存在と時間』再読 

 

さて、序論で述べたように、ハイデガーは、「ひと」の議論において、現在

典型的に共同行為や共同志向性と呼ばれるタイプの活動について詳細な分析を

行っているわけではない。注目に値するのは、この議論においては、雑踏でそ

れぞれがそれぞれの目的地に向かって歩いているような行為が共同行為に数え

入れられることである。ハイデガーの解釈を進めると、このような行為は、各

参与者の行為が「われわれの行為の部分として意図されている」こと、「共通

の意図や行為に対する個々の貢献として理解されている」という「共同行為」

の条件を満たすように思われるのである。では、なぜこのような行為を共同行

為と言うべきなのか。この点を理解するためには、どういう意味で「ひと」で

あることが「われわれの行為の部分」としての「私の行為」という理解を可能

にするのかが、解釈を通じて示される必要がある。 

しかし、その準備作業として、『存在と時間』ではなく 1928-29 年冬学期講

義『哲学入門』からシュミットが引き合いに出す興味深い記述を見たい。ハイ

デガーはそこで「相互共同存在」の概念を明確化するために、二人のハイカー

が小道の曲がり角で山岳への予期しなかった展望を前にし、双方とも急に心を
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奪われ、沈黙したまま共にこれを眺めるという例を挙げている（Schmid, 2009: 

169; GA27, 86）。重要なのはハイデガーが、このような場面において、この二

人のハイカーは石が並列しているのとは別の意味で共同存在しているにもかか

わらず、この共同存在を双方が相手の意識内容を把握するという意味で解して

はならない
．．．．

と強調していることである。個人間の心的状態の相互把握からは独

立に、「われわれは山岳を眺めている」という行為は明らかに成立してしまっ

ている。たしかにこのような例は、共同行為の典型的なタイプに属するもので

はない。しかし、ハイデガーは、共同行為を個人間の心的状態の相互把握とい

う仕方で捉えることを牽制するために、不意をつくような瞬時的な経験をあえ

て持ち出しているようにも思われる。そうだとすると、共同行為の主体を個人

主義的に還元することへの異議をここに読み取る可能性が生まれる。 

実際、シュミットによれば、共同志向性の主体は個人間の明示的な関係には

基づかないというのがハイデガーの考えであることを J-P.サルトルは見抜いて

いた。サルトルは、ハイデガーの共同存在論を論じる文脈で、「われわれは山

岳を眺めている」という上の例に似たケースを取り上げている。つまり、観客

が舞台演劇を鑑賞するという行為である。この行為は先の例と同じくらい明白

に、「観客たちは、演劇を一緒に
．．．

経験しているが、しかし、お互いを
．．．．

明示的に

経験しているわけではない」（Schmid, 2009: 169）ことを示している。サルト

ルが明快に述べるところでは、ハイデガー的な共同存在において、各人は「非
．

主題的
．．．

に〈われわれ〉に没頭している」（Schmid, 2009: 169; Sartre, [1943] 1991: 

485）〔引用強調者〕。 

ただし、サルトル自身は、このような「われわれ‐主体」（Schmid, 2009: 169; 

Sartre, [1943] 1991: 498）への没頭をそのまま真正な共同性とは考えず、むしろ、

一般に、社会性を明示的な個人間の関係に基づけようとする。だが、目下重要

なのは、ここでサルトルが、それを拒否するというかたちではあれ、ハイデガ

ーが個人主義的還元によらない――ということは、個人の総計としての集団で

もないような――共同行為の主体の概念化を行っているという見方を提示して

いることである。ハイデガーのアプローチを際立たせるためにも、シュミット

の記述に従って、サルトルの反論をまずは簡単に見よう。 

基本的にサルトルにとって、共同行為や共同志向性は、複数の個人が自らの
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目的を追求する際に一時的に生じるものでしかない。例えば、多くの人が一緒

に地下鉄に乗るが、この行為は、時間的に言って、個々人が自分の目的地に向

かうという行為の一部でしかない。また、サルトルは、「われわれ‐主体」と

いう身分は、基礎的な存在論的構造を示すものではなく、偶然的な心理的事実

にすぎないとも考える。多くの人が一緒に地下鉄に乗るという行為において、

各自は、自分と他者を「われわれ」とか共同行為者と見なしているとは限らな

い（むしろ通常は見なしていない）のであり、単にそのような「感じ」がして

いるだけである。サルトルの積極的な説明によれば、このような「われわれ‐

主体」の心理的経験は、行為の参与者たちが自分たち以外の第三者によって対

象化されるという別の経験に基づいている。サルトルの例によれば、あなたを

叩くという私の個人的な意図と、私の攻撃から身を守るというあなたの個人的

な意図が第三者の目によって総合され、喧嘩をするというわれわれの共同意図

に転化するのである（Schmid, 2009: 175; Sartre, [1943] 1991: 490）。 

しかし、この説明は奇妙である。喧嘩は第三者がその場面に現われる前から

共同行為である。シュミットの見解によれば、「第三者の目は、共同意図を構
．

成する
．．．

のではない。この目はおそらく〈主体としてのわれわれ（subject-we）〉

を露わにする
．．．．．

（reveal）のである」（Schmid, 2009: 176）。そうだとすると、サ

ルトルの立論を修正するために必要なのは、いかにして相互を明示的に経験す
．．．．．．．．．．．．．．．

ることなく「われわれ」は共同行為しているのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、を説明することである。こ

の点を説明することは同時に、共同行為を個人間の明示的な相互把握に基づけ

ることを拒否するハイデガー共同存在論の意義を確かめることを意味するはず

である。 

ドレイファスは、「ひと」として社会規範や制度に導かれて行為しているこ

とが私たちの基本的なモードであることが「われわれ‐志向性」を可能にして

いると断じていた。しかし、彼が特に説明なくこのように言えると信じること

ができたのは、彼が「ひと」を「われわれ」と根本的には区別せず、単純な連

続性で把握したからだと思われる。しかし、「ひと」は非人称の「主体」であ

り、そのまま「われわれ」という人称によって明示的に理解された主体ではな

い。その点、サルトルのハイデガーに対する理解は、ドレイファスらの慣習主

義者よりも、ハイデガーの「ひと」の議論に適合したものである。サルトルが
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言うように、ハイデガーの「ひと」は非主題的に
．．．．．

「〈われわれ〉に没頭してい

る」と言うべきである。サルトルが言うように、演劇の鑑賞者や地下鉄の乗客

のほとんどは、自らの行為の状況を「われわれ」の共同行為の状況とは見なし

ていない。それらの行為は、社会的状況における規範に向けられた行為ではあ

るが、各自はその行為の状況をそれぞれ「私」の行為の状況として理解してい

るのである。そして、そのために、他の鑑賞者や乗客の信念や意図を明示的に

経験しているわけではない。にもかかわらず、（例えば、劇場にテロが起こっ

たとか、地下鉄が事故で遅れた場合に、人々がその状況を物語るような場面を

想像すればわかるように）、「われわれは演劇を見ていた」とか「われわれは

ちょうど新宿を通るところだった」などと述べることは十分に可能である。 

「ひと」という行為の主体は、社会的規範や慣習に従い、その社会的な適合を

気づかいつつも、同時に、個人的な目的や関心事を気づかう個人たちとして―

―つまり、「われわれ」としてではなく――私たちを理解し、たいていは行為

している（Schmid, 2009: 177）。例えば、それぞれが個人的な目的のために人

混みの中を歩いている。同時に、私たちは、信号や交通ルールのような規制に

慣習的に従っていたり、それに違反することを避けたり、自分の目的や計画に

とってこの規制が障害になる場合には苛立ったりしている。ハイデガーはこの

ような「ひと」の存在仕方を、日常的な基礎的様態としつつ、同時に、非本来

的だとしている。しかし、なぜ非本来的なのか。非本来的であるとは、ハイデ

ガーの概念群において、自らに固有な存在（可能性）を忘却するということで

ある。しかし、それは個人的な目的や計画を見失うという意味ではありえない。

なぜなら、「ひと」は自分の個人的な目的のために行為していると自己理解し

ており、むしろ、他者の信念や意図には関心を向けておらず、また、行為の状

況を「われわれ」の行為の状況として明示的に理解しているわけではないから

である。したがって、シュミットによれば、むしろ、忘却されているのは、目

下の状況の「共同的性格」（ibid.）のほうである。本来は行為状況を共有した

共同的存在であるにもかかわらず、私たちはたいてい、自らを孤立した個人と

して行為するものと誤解しているのである。 

私たちが、社会規範や慣習に従って行為するのにはさまざまな理由がある。

群集の中で目立ちたくないのかもしれないし、義務を感じているのかもしれな
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い、刑罰などの否定的な帰結を恐れているのかもしれない。いずれにせよ、こ

の場合にたいてい気付かれていないのは次のことである。「実際に、私は X を、

われわれが Y を行うこと（例えば、われわれが交通を円滑に保つ）への私の貢

献として、つまりは、われわれが Y を意図しているがゆえに（例えば、誰もが

各自の計画を実行することができるような共同生活を整えるために）行ってい

る」（ibid.）、ということである。逆に、この見方からすると、本来的である

とは、規範や慣習を単に個人の行為に対する制限やガイドと見なすのではなく、

私たちの共有された存在の基盤として理解することである。 

 

4. 共同行為の現象学の可能性――結びに代えて 

 

さて、今一度、こうしたシュミット＝ハイデガーの議論を、共同行為の議論

に当てはめてみよう。この議論においては、共同行為においては、（1）行為の

状況が「われわれ」の行為の状況と見なされ、「われわれ」が行為の主体とし

て明示的に理解されている必要はない、また、（2）他者の信念や意図が明示的

に把握されている必要はない。むしろ、（3）各自は、たいていの場合、行為の

状況を「私」の行為の状況として理解している。これらの点が、雑踏の中を歩

くという行為に即して説明された。この議論は、人混みの中を歩くという一見

「われわれ」の行為ではないように思えるものが、共同行為の典型として提起さ

れるという意外な帰結を伴っている。 

けれども、実際、この共同行為は、通常、共同行為の条件とされるものにか

なりの程度適合しているように思われる。シュミットは「私は X を、われわれ

が Y を行うことへの私の貢献として、つまりは、われわれが Y を意図している

がゆえに行っている」と、「ひと」の行為をまとめていた。この定式化は、各

参与者の行為が「われわれの行為の部分として意図され」、「共通の意図や行

為に対する個々の貢献として理解されている」という共同行為の条件に適合し

ている。ただ、ハイデガーの議論から学ばれるのは、この際に、「われわれ」

は明示的に行為の主体と見なされている必要はないこと、他者の信念や意図が

明示的に把握されている必要はないという点である。つまり、共同行為の主体

がこうした特徴をもつ「ひと」として概念的に規定される場合に、共同行為は、
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私とそれ以外にこれに参与する他者の独立した心的状態を前提するものと見な

されることはないのである。 

この点は、一緒に机を運ぶ行為や車を押す行為のように明白に共同行為の例

となるもの以外に、しばしば提起されるように、「強制」による行為も共同行

為の一例になるという意外な議論を支持するものであると思われる。銀行強盗

のように、強盗に脅されて銀行社員が金庫を開けるという行為は、強制による

ものではあるが、それが強盗行為の部分であり、この強盗行為はこの部分なし

には成立しない以上、共同行為の一例と見なしうる（詳しくは、この例を用い

てブラットマンの「共有された行為」を解説した本報告書所収の古田論文（古

田, 2011）を見よ）。この場合、銀行社員は、「われわれは銀行強盗をする」と

いうように（1）「われわれ」を行為の主体として理解しているわけではない、

また、（2）見張り役も含めて強盗が二人以上であった場合に顕著なように、共

同行為の参与者の全てにわたって他者の信念や意図を把握しているわけでもな

い。むしろ、銀行社員は、（3）行為の状況を「金庫を開ける」という「私」の

行為の状況として理解している。 

このようにシュミット＝ハイデガーの共同行為の議論に従えば、強制による

行為が共同行為と認めることに理論的な困難はない。逆に言うと、この行為が

「われわれ」の共同行為ではないというように思えるのは、共同行為である以上

は、（1’）「われわれ」が行為の主体として明示的に理解されており、（2’）

他者の信念や意図を相互に把握しており、（3’）行為の参与者はその行為の状

況を「私」ではなく「われわれ」の行為の状況として理解している「はずだ」

という前提があるからではないだろうか。この前提は、あくまで共同行為とい

っても、個人の透明な心的状態を基礎として説明されるはずだという確信から

生じているように思われる。しかし、その場合には、共同行為と見なせるもの

は限られてくる。地下鉄で移動することや銀行強盗など、非主題的な理解にお

いてであれ、「われわれ」の行為として記述可能なものを取り込もうとするな

ら、個人主義的な還元は回避されなければならない。「ひと」という非人称的

主体や非主題的理解の次元への着眼において際立っているハイデガーの「現象

学」が共同行為の哲学になしうる貢献可能性は、個人主義的還元を回避した「共

同行為の主体の存在論」を進める方向を示したことの内にあるだろう。 
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