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共同行為を意図することについて 
 

星川 道人 
 

 

組合や協会やクラブといった互助的な団体はしばしば「共同体」と呼ばれる

が、共同行為についての分析哲学的な議論で想定される共同性はそれよりもさ

さやかな、例えば二人で一緒に散歩をするときのような複数の主体のあり方を

出発点とするものである。その場合の「一緒に」は、停留所で待っていた互い

に見知らぬ二人が同時にバスに乗り込むような場合とは異なり、互いを独特な

規範によって拘束しあう集合体としての行為であることを表わしている。そし

て共同行為に関する文献では、その規範的な「接着剤」としての役割を果たす

のは主体がもつ意図であり、またそれによって共同行為が導かれるという議論

が少なからず展開されている。 

意図は行為説明の中心概念であるという考えそのものはごく一般的なもので

あり、異論を差し挟む余地はないだろう。そして、従来の行為論で想定される

主体はおもに個人であったものの、共同行為をそれとパラレルに捉えようとす

るのはきわめて自然な動きである。すなわち、検察の意図はあの政治家を失脚

させることにあるようだというように、共同主体にも同様に意図を帰属できる

ように思われるのである。しかしながらそのパラレルな関係は、見かけほどす

んなりと成立するわけではない。というのも、以下で見るように、共同行為に

独特なコミットメントと、意図に関する通常の了解とのあいだに、ある克服し

がたい衝突が見出されるからである。本稿では、還元主義的な立場――共同主

体の意図は各メンバーの意図から構成可能だと主張する立場――からこの衝突

の克服を試みる見解を批判的に検討する。そして、行為を意図することについ

て、単数主体と複数主体とを同じ図式において扱うことを目指す見解を部分的

に斥けることを試みる。 

簡単なアウトラインを示しておこう。第一節では、共同行為を意図するとい

う考えが直面するトリレンマを確認する。続いて第二節では、単独の主体であ
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れ共同主体であれ、意図が意図であるかぎりにおいて満たすべき条件を確認す

る。そして後半の各節では、還元主義的見解が第二節で提示される条件に適う

ものであるかどうかを検討していくことにする。 

 

1. 問題設定――共同行為における意図の担い手と内容をめぐるトリレンマ 

 

A・B・C の三人が共著論文を執筆するとしよう。それは彼らの
．．．

論文であるば

かりでなく、執筆もまた彼らによる
．．．．．

行為である。例えば、主張を少し変更する

ような場合、彼らのうち誰か一人ではなく、彼らが一緒に
．．．．．．

変更しなければなら

ない。したがってこの場合、行為についての語りは、彼らの
．．．

執筆行為というひ

とつのまとまりを単位とするものである。目的について語るならば、各々の目

的達成を各々が目指すのではなく、彼らの執筆行為を無事に終えるという共通

目的をみんなで達成することが目指される、と言わなければならない。したが

って、以下の（1）はまったく自然に受け入れられはずである。（以下では便宜

的に「彼ら」の代わりに「われわれ」を主語とする。） 

 

（1） 個人的行為の寄せ集めではない、われわれによってなされる行為が存在す

る 

 

以下では、（1）が述べるような行為を X と表記することにする。ここで、

任意の行為が成立するためには、主体がその行為について意図していなければ

ならないと想定しよう。もしこれを受け入れるとすれば、X のような場合もそ

れに対応する意図が主体に帰属されると考えなければならない。特に共同行為

の場合は過程が複雑になりがちであるためにあらかじめ計画的に準備しておく

ことが必要であろうし、また他のメンバーに配慮した対応も求められるであろ

う。そうしたことからも、共同行為の主体は、どのような形態であるかはとも

かく、「われわれが論文を執筆すること」というように、行為（者）の全体を

意図しなければならないように思われるのである。 

 

（2） われわれが X することについて、各主体が意図する 
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［IA（XWE） & IB（XWE） & IC（XWE）］ 

（ただし“IA”は「主体 A が意図する」を、“XWE”は「われわれが行為 X す

る」をそれぞれ表わす） 

 

（2）は一見もっともらしいが、次のような問題に直面する。すなわち、意図

に関する素朴な了解によれば、意図の対象は自分自身の行為にかぎられるとい

うことである。言い換えれば、行為主体と意図の担い手は一致していなければ

ならない。次節で見るようにこの了解は更なる検討を要するものではあるが、

ここではひとまず額面通り受け取るとしよう。そうすると（2）はこの了解に違

反しており、共同行為の各主体がもつべき意図の形態ではないということにな

る。そこで（2）の代案として、（3）のように考えられるかもしれない。 

 

（3） われわれが X することについて、われわれが意図する 

［IWE（XWE）］ 

 

（3）は表現としてもごく自然であり、また上記の意図の了解にも適うもので

ある。しかし今度は、主体の存在に関する問題が待ち受けている。すなわち、

（3）における「われわれ」は「意図する」という心的状態が適切に帰属できる

ような主体でありうるのか、という問題である。冒頭で述べたように、確かに

検察という集団に意図を帰属してその動向を語ることは、われわれの日常言語

からしてまったく自然である。しかしそれが単に検察の思惑や狙いを忖度した

ものではなく、ガサ入れや起訴といった彼らの共同行為を実際に導く心的状態

として捉えることができるかどうかという点においてもまた、意図の帰属の是

非が論じられなければならないであろう。
1 したがって、共同行為における意

                                                                 
1 ペティットとシュヴァイカートは、共同行為が（還元主義の言うように）各メンバーに

よる行為から構成的に遂行される場合と、各メンバーとは別個であるような単一の存在

者として措定される集団的行為者（group agent）によって遂行される場合を区別する

（Pettit and Schweikard, 2006）。集団的行為者はギルバートの言う「複数主体（plural 
subject）」とも異なるものであり、各メンバーがそこに完全に埋没している（すなわち、

彼ら一人ひとりの態度はまったく言及されることがなく、もっぱら全体としての態度だ
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図を――通常の意図概念に変更を施さずに――（3）のように解釈するなら、そ

れが帰属可能であるような主体の存在論的身分を明らかにしなければならない

という、一見したところ困難な作業を引き受けなければならないのである。 

共同行為における意図が直面する問題についてやや急ぎ足で見てきたが、こ

こでわれわれは次のようなジレンマに直面していることを確認できると思う。 

 

（i） われわれの行為を私が
．．

意図することはできない［意図の制約］ 

（ii） われわれの行為を意図するわれわれ
．．．．

を存在論的に措定するのは困難であ

る［主体の存在論的制約］ 

 

仮に（i）と（ii）のいずれも認めるとすると残された道は、われわれの行為は

誰の意図の対象にもならないという見解を引き受けることであり、そのことは、 

 

（iii） われわれの行為は誰かの意図の対象になっている 

 

という、すでに多くの文献で前提とされている基本的な見解と衝突するため、

これもまたストレートには受け入れがたいものである。したがって、われわれ

の問題状況はトリレンマの形になっているのである。この行き詰まりから脱す

るには、いずれかを問題のないテーゼにするような理論を用意しなければなら

ない。以下の節では、そのひとつとしてすでにいくつかの文献において提出さ

れている、（i）を拒否することによる解決案――すなわち、われわれの行為を

意図しているのは各メンバーであるという考えを引き受ける見解――が果たし

てうまく行っているのかどうかについて検討することにしたい。トリレンマの

終的な解決案については本稿が扱うことのできる域を超えるが、私見を述べ

ておくならば、（ii）の拒否よりも（iii）の拒否の方が有望であると私は考えて

おり、ほんの見通しにすぎないが 後にその点に触れるつもりである。
2 いず

                                                                                                                                        
けが問題となる）ような、一枚岩の集団のことである（具体例としては、内閣・市民団

体・会社・共著者など）。確かにこの区別はもっともらしいように思われるが、本稿で

の導入は保留としておきたい。 
2 われわれに意図を帰属することは可能であると主張することによって（ii）を拒否する
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れにしろ以下では主に「われわれの行為を私が意図することは可能か」という

（i）に関する問題に焦点を当てることにしたい。 

 

2. われわれの行為を私が意図するという考えを阻む二つの条件 

  

A・B・C が共著論文を書こうとしているとき、各メンバーの意図は「われわ

れは共著論文を書く」という内容であると考えることは一見もっともらしいよ

うに思われる。というのも、「われわれが共著論文を書くこと」が意図の充足

条件であり、それが彼らの共通目標であるように思われるからである。確かに

A は彼の担当である 終節の論証をなんとか完成させることを意図するかもし

れないが、その意図は「われわれは共著論文を書く」という大前提から下位レ

ベルの意図として導かれるのである。逆に、いま行なっていることの理由を尋

ねられたときにも、共著論文の執筆というわれわれの行為
．．．．．．．

を引きあいに出すの

である。 

しかし他方で、私はわれわれの行為を意図することができないという直観も

確かにある。ただしそれは、私は私の身体動作しか意図できないという素朴な

直観から導かれるものではない。その直観は端的に誤っている。例えば、誰か

に偽の標識を見させて落とし穴へと誘導するとき、彼がその方向に歩くことを

私は確かに意図していると言えるだろう。私はわれわれの行為を意図すること

ができないという直観は、むしろ、自分の制御を超えた範囲の行為は意図でき
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ない
．．

という直観に由来するものである。もちろん、制御下にあるものすべてが

「意のままになる」わけではなく、失敗する可能性はつねにある。しかし意のま

まになる可能性がそもそもないようなことは意図できないように思われる。そ

れゆえ、私の意図が制御可能な範囲を超えて彼の行為に向けられることはない

ように思われるのである。意図される行為の主体が「われわれ」の場合は、よ

り一層深刻である。共著論文を書く場合、Aの意図は（そしてBやCの意図も）、

A＋B＋C の意図（そのようなものがあるとすれば）に成り代わって A＋B＋C
                                                                                                                                        
見解については、古田（2011）の第 4 節を参照されたい。本稿では（ii）の是非につい

て議論する余裕はないが、いずれの立場をとるにせよ、そこでどのような意図概念が想

定されているかについて留意する必要があるのは言うまでもないだろう。 
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の行為を制御することはできないだろう。一般的な意図の了解には、行為者は

自分の制御可能な範囲を超える領域を意図することはできないという直観が根

深くあるように思われる。 

もちろん、制御される範囲と意図される範囲がつねに正確に一致するわけで

はない。遠距離のために三人で作業を進めるにはメールが必要不可欠だとしよ

う。しかし万が一ネット環境に不具合が生じれば、それ以上作業が進まないか

もしれない。そしてネット環境が良好かどうかは、彼らの誰も制御できない領

域にある。もっともこれはほんの一例であり、一般にわれわれの行為が行為者

自身の制御の行き届かない多くの力に負っているということは紛れもない事実

であるにもかかわらず、われわれはそうした行為も意図できると自然に考えて

いるのである。ベイヤーは、主体がなすべき制御について、「制御とは、努力

の怠慢のない通常の背景が与えられた上での制御のことである」と述べ、主体

による制御は決してトータルなものではないと指摘する。
3
 例えば A・B・C が

論文を書く際の主要な「背景」としては、メールが使えること（そしてそれに

は、キーボードや通信状況などが正常でなければならないという更なる背景が

あるだろう）、あるいは彼ら以外の協力者によるさまざまな手助け（コメント

やアドバイスなど）があるだろう。つまりは、そうした背景的条件が成立して

いると仮定した上で、全体からそれらを引き算すれば、目的達成のために彼ら

のやるべきことが残るというのである。ベイヤーはこのように、主体の制御は

決して単独なものではなくさまざまな要素に負っていることを認めた上で、そ

れでも意図の対象は主体が制御可能な範囲に
．．．．．．．．．．．．．．．．．

かぎられる
．．．．．

、と主張する。本稿で

はこの条件を意図に関する「制御条件」と呼ぶことにしよう。 

制御条件は、意図には制御可能性が含まれるという了解に基づいている。確

かにこれは意図に関する理論においてスタンダードな了解であるが、別の見方

もある。すなわち、目標設定と結びつけるという見方である。それによれば、

共著論文を書くべきか否かを決定する権限をもつのは A・B・C 以外にはいな

いがゆえに、共著論文を書くことを意図できるのは彼らだけであるということ

になる。 

                                                                 
3 Baier, 1997: 25. 
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そのようなルートをたどってベイヤーと同じ結論に到達するのがヴェルマン

である。彼によれば、意図とは問題解決的態度（issue-resolving attitude）にほか

ならない。
4
 明日は朝 5 時に起きようと私が意図するとき、「明日は何時起き

か」という実践的問いに私自身が
．．．．

決定を下すのである。通常、私の起床時刻は

私が
、、

裁量（discretion）をもつ案件であり、だからこそ私が意図する
．．．．．．

ことのでき

る対象なのである。共同行為の場合も同様である。「われわれは明日何時起き

か」という問いはわれわれが
．．．．．

決定すべき問題であり、私の一存で
．．．．．

決定するわけ

にはいかないだろう。すなわち、共同行為についての裁量はわれわれ
．．．．

にあるの

である。だとすると、「われわれは明朝 5 時に起きる」という意図は、われわ
．．．

れが
．．

もたなければならないということになる。もし仮に、そのことを各々が
、、、

意

図しているなら、起床時刻に関する裁量が各々に
．．．

与えられることになる。これ

は、リーダーや独裁者といった一部の権威的存在が裁量をもつケースとは異な

り、その発動が互いに競合関係になりうるような裁量がそれぞれに等しく付与

されているという、奇妙な状況にあることを意味する。以上からヴェルマンは、

われわれの行為を私が意図すると考えることの問題を次のように指摘する。 

 

意思決定の論理空間が開かれているのはその案件を解決する立場にある者

に対してだけであり、案件ごとに許容される解決はひとつだけである。共

有された意図を謎めいた現象にしているのはそのことである。（ibid.: 35） 

 

裁量が及ぶ範囲と意図内容がカバーする範囲は一致しなければならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とい

う条件を、以下では「裁量条件」と呼ぶことにしよう。われわれの行為に関す

る裁量は、われわれが一体としてもつものであって、各メンバーが同等にひと

つずつもつのではない。したがって、各メンバーが
．．．．．．

「われわれは共著論文を書

くこと」を意図するとすれば、裁量条件に違反すると考えられるのである。 

以上の二つの条件は、ともに意図が満たすべき適切な条件であるように思わ

れる。
5 そしてこれらを踏まえれば、共著論文の執筆についてそれが共同的に

                                                                 
4 Velleman, 1997: 33. 
5 意図の捉え方によっては、二つの条件をともに満たさなければならないというのは制約
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なされるのは A・B・C のそれぞれが
．．．．．

意図することによってであるという説明

は、意図概念に抵触した誤った説明ということになる。だが本当にそう言える

だろうか。 

 

3. 条件的介入――ブラットマン 

 

共同行為を意図するのは各メンバーであるという還元主義的な考えを擁護す

る代表的な論者のひとりとして、ブラットマンの名前が挙げられる。彼の議論

は基本的には行為全般に関する計画理論の枠組みで展開されるが、特に共同行

為の場合は説明が少し込み入ったものになる。ここでは詳細に見ていく余裕は

ないが、われわれの行為について各メンバーがもつ意図（彼はそれを“I intend 

that we J”と表現する）とそれについての相互信念をベースにして「共有され

た意図（shared intention）」が構成され、その意図が共同主体の独特な規範的拘

束力を生み出すというのが彼の基本的な考えである。
6 このような還元主義的

な見解（ブラットマンは「構成主義」と呼ぶが）は、各メンバーの心理状態へ

の言及だけによって共同行為を説明できるだけでなく、主体に関するなじみの

ない存在論にコミットせずにすむという利点をもつ。だが他方で、共有される

意図が存続するためには、各メンバーが継続的に意図をもつことが条件となる。

したがって、各メンバーは“I intend that we J”と表現される意図を継続的にも

たなければならない。一見するとこれは、前節で述べた制御条件や裁量条件に

違反するように見える。 

                                                                                                                                        
として強すぎるのではないかと思われるかもしれない。例えば、実践的知識との結びつ

きを手がかりに意図を捉えるというアンスコム的な路線においては、このいずれの条件

も満たす必要はないと考えられるかもしれない。確かに、意図をどのように理解しよう

ともこの二条件を満たさなければならないとまでは言いきれないかもしれないが、とも

あれ本稿ではこの二条件を満たすことによって独自の役割を果たすような意図の了解

に基づいており、その了解は決して受け入れ難いものではないという想定のもとで議論

を進めさせていただきたい。なお、アンスコム的な路線から共同行為における意図へと

アプローチする議論については、柏端（2007）ならびに竹内（2011）を参照されたい。 
6 詳細な説明については、古田（2011）を参照されたい。 
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制御条件から見ていくことにしよう。ブラットマンは、行為に対する制御は

ほとんどの場合トータルなものではないという点で、ベイヤーに同意する。し

かしさらに、背景を差し引いた範囲が自分の制御すべき範囲であるというベイ

ヤーに対し、他人の制御と自分の制御の間に明確な境界線を引くことはできな

いと主張する。というのも、背景的条件は必ずしも無条件に成立しているわけ

ではなく、主体の行為に条件づけられている場合――彼はそれを「他人による

条件的介入」のケースと呼ぶ――もあるからである。したがって制御条件は、

必ずしも他人による制御を排除するものではなく、むしろ他人による条件的介

入を許容するものでなければならない、というのである。 

さらに、他人による条件的介入は、共同行為における意図の共有にとって本

質的な役割を果たす。というのも、まさにそれが、私が意図をもつことの根拠

になりうるからである。「もし彼が玉川上水に入水するなら、私もそうしよう」

という条件つき意図を相手の女性がすでにもっていることを小説家が知ってい

るならば、小説家はその認識に基づいて「われわれは
．．．．．

玉川上水に入水する」と

意図することができるだろう。では、いまのところ相手がいかなる意図ももっ

ていない（と思っている）ケースはどうだろうか。ブラットマンは、誰かが自

分の提案に乗ってくれることを予測できれば、それを根拠にしてわれわれの行

為についての意図をもつことができると主張する。例えば、スーパーの駐輪場

で将棋倒しにしたすべての自転車をひとりで起こすのは大変なので、助けても

らうことを期待して通りすがりの人に声をかけることは、社会通念からして十

分理に適う行為である。あるいは、ムショ仲間に銀行強盗の話をもちかけるこ

とは理に適う期待に基づいていると言えるかもしれない。このような見通しが

立つとき、「われわれは
．．．．．

銀行強盗をする」という内容の意図を私が
．．

もつことが

できるとブラットマンは言う。というのも、「もし私がそのような意図をもち、

相手がそれに気づけば、相手も同じ意図をもってくれる」という期待があれば、

私が率先して共同行為の「言いだしっぺ」になることができるからである。そ

していったん私が意図をもったことを相手が確認すれば、相手は「われわれは

銀行強盗をする」という意図を、すでに私がもっている意図に依存する形でも

つことができるようになる。そして実際に相手がそのような意図をもてば、二

人の意図が一緒に
．．．

銀行強盗という共同行為を制御することになる。 
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しかしながら、以上の議論を受け入れるとしても、意図内容を「われわれは
．．．．．

J する」としなければならないと考える積極的な理由はないように思われる。

それについてブラットマンは明示的に述べているわけではないが、おそらくそ

の理由は意図が共有されるプロセスに関係している。各メンバーがわれわれの

行為について意図を共有するためには、下位レベルの計画が噛み合って（mesh）

いなければならない。J に関する下位計画どうしが「噛み合う」とは、「いず

れの下位計画にも違反せず、むしろそれらをうまく実行できるような J のやり

方がある」（Bratman, 1992: 332）ことである。そして、下位計画が噛み合うた

めには、互いの意図が連動（interlock）していなければならない。「連動」と

は、前段落でも述べたように、私が意図をもつことに基づいてあなたが意図を

もち、またあなたが意図をもつという期待に基づいて私が意図をもつというよ

うに、互いに相手の意図に条件的な仕方で意図をもつということである。この

とき連動させる意図は、ちょうど鋏の支点のように、同じ内容において
．．．．．．．．

重なり

あっていなければならない。もしそうだとすれば、「われわれが J すること」

が内容として も相応しいものであるように思われる。 

ここで以上をまとめれば、 

 

（a） 制御条件を額面通り遵守するか、あるいは 

（b） 意図の連動を共同主体（より正確に言えば、「共有された行為者性」）の

必要条件とする 

 

というジレンマに直面して、条件的介入を許容する程度に制御条件を弱く解釈

することによって（a）を捨て、（b）を優先させるというのがブラットマンの

方針である。残念ながら、ここまでの議論についてはこの地点で切り上げざる

をえない。というのも、自分の（われわれの）行為であると言えるためにはど

の程度の制御が必要／十分であるか、あるいは制御はどの程度他人の制御に対

して排他的に働くかなどという制御にまつわる問題について更に議論を進めて

いくための判断材料が私には整っていないからである。したがって、以上のブ
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ラットマンの主張をひとまず受け入れることとしたい。
7 では、裁量条件はど

うだろうか。ここでもブラットマンは、他のメンバーによる条件的介入という

共有意図の構造に訴え、各々の意図は支え合って成立していることを強調する

ことによって、裁量条件の妥当性もまた疑わしいと主張する。 

家を塗装する場合を考えよう。どうも私一人ではできそうにない。そこで、

友人に協力を求める。そして以上に述べたようなプロセスを経て、私と友人の

意図が連動していく。このとき、まず私が「われわれは家を塗装する」という

意図をもち、友人がその意図に乗っかる形で同じ内容の意図をもつことになる。

しかしながらブラットマンは、「言いだしっぺ」である私がこの共同行為につ

いて全面的な裁量をもつわけではないことを強調する。協力者は私の申し出を

断る自由
、、

があり、私が無理やり友人を「われわれ」に引っぱり込むわけではな

い。またもし友人が私の提案に乗っかるとすれば、相手も意図を持ち続けると

いう条件的な仕方で意図をもつことによって互いに意図を支え合うのであり、

彼を私の支配下に置くわけでは決してない。このように、主体が自由であるこ

とと意図の支え合い構造を根拠にして、われわれの行為に対する私の意図が全

面的な裁量をもつことにはならないとブラットマンは反論する。 

ブラットマンの反論は、しかしながら、適切ではないように思われる。とい

うのも、決定を下す際の裁量
．．

と、決定されたことの存続
．．

とを混同しているよう

に思われるからである。確かに、意図の存続は支え合いであるかもしれない。

しかし、裁量を制御の場合と同じように条件的介入を許容するほどに緩めるこ

とはできないように思われるのである。ひとつの案件につき意思決定の資格が

与えられる主体はひとつであるということは、われわれが家を塗装すべきかど

うかを決定する資格があるのは「私」であるか、さもなければ「われわれ」で

あるということである。いずれにせよ、意図内容に関する自由が私と友人のそ

                                                                 
7 「われわれの暴走」（すなわち、各メンバーによる制御を超えてわれわれが

．．．．．
制御するこ

と）というケースの存在がしばしば「われわれの意図」に関する非還元主義の根拠とし

て挙げられるが（Cf. 柏端, 2007: 159）、それが実際に個人の制御を超えた何かである

と見なすべきものであるか否かは議論の余地があるように思われる。ここでは詳細に議

論する余裕はないが、条件的介入のような相互依存的な制御はともかくとして、少なく

とも各メンバーによる制御を超えた「制御」なるものはないと私は考えている。 
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れぞれに与えられているわけではないし、また意図内容に関して支え合ってい

るのでもない。それは、あるメンバーにわれわれの行為に関する裁量があると

すれば、他のメンバーの裁量に対して排他的な
．．．．

影響を及ぼすからである。言い

換えれば、制御の場合とは異なり、決定の裁量は分散不可能な仕方で働くので

ある。いま、「われわれは家を塗装する」という意図を、相手もこの意図に乗

じて意図するだろうと期待して、私が形成するとする。そして相手は、私の意

図に乗じて「われわれは家を塗装する」と意図する。このとき相手の選択は「私

の意図に乗るか反るか」であり、「われわれは家を塗装するか否か」という選

択は開かれていない。もちろん、相手が「黄色で塗装したらどうか」と言い出

すかもしれない。しかしそれでも彼は、われわれが黄色で家を塗装するという

ことを――ギルバートの言い方を借りれば――片務的に（unilaterally）決定す

ることはできない。
8 したがって、共同行為について条件的であれ無条件であ

れ私が
．．

裁量をもつならば相手は裁量を失うのであり、私の意図に条件的に
．．．．．．．．．

裁量

をもつことは決してないのである。（この問題については更に次節で立ち返る

つもりである。） 

本節では、共同行為の各メンバーが“I intend that we J”という形式の意図を

もつという考えを、他のメンバーによる条件的介入という議論に訴えることに

よって擁護しようとするブラットマンに対して、ベイヤーとヴェルマンのそれ

ぞれが提示した意図の条件に彼の主張が抵触するか否かを見てきた。私の考え

では、ブラットマンの見解は、制御条件は別にして、少なくとも裁量条件に抵

触している。それゆえ、彼の主張からは、共同行為の各メンバーが“I intend that 

we J”という形式の意図をもつという考えを正当に引き出すことはできないよ

うに思われる。 

 

4. 担当の部分だけを意図するという考え――トゥオメラ 

 

個人がもつ意図が向けられる対象は共同行為の全体
．．

であるから問題が発生す

                                                                 
8 Cf. Gilbert, 1997: 72. ギルバートが特に強調するのは共同コミットメントの解除におけ

る非片務性であるが、おそらく形成についても同じであろう。 
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るのではないか、と思われるかもしれない。確かに、自らが担当する範囲だけ

を各メンバーが意図するのだとすれば、制御条件に違反しないかもしれない。

このような路線で共同行為の理論を展開するのがトゥオメラである。トゥオメ

ラは、意図だけでなく行為にまで還元主義を徹底させ、各メンバーの意図内容

は共同行為の全体ではなく、それぞれに割り当てられた部分にかぎられると考

える。
9
 コーラスで言えば、一人ひとりが歌唱の全体について意図していると

考えるのがブラットマンだとすれば、一人ひとりが自分に与えられたパートを

歌うことだけを意図していると考えるのがトゥオメラということになる。各個

人の意図内容は各自の部分的寄与であるとする点で、少なくとも制御条件をう

まくかわしているように見える。 

意図に関するトゥオメラのアイデアをおおまかに確認しておこう。まず、上

記のように、私は自分に割り当てられたパートだけを意図している。ただし、

そのパートは全体が首尾よく成功しなければ、パートとして成功しているとは

言えない。そして、一般に、ある程度の成功の見込みがなければ意図すること

はできない。それゆえ、私以外のメンバーもまた私と同じようにそれぞれのパ

ートをこなすことによって、全体としての共同行為が成功するであろうという

ことを私が信じていなければならない（成立に対する期待）。だが、実際に共

同行為が成立するためには、他のメンバーの寄与がそれを可能にすると私が信

じているだけでなく、私以外のメンバーもまた彼以外のメンバーに対してそう

信じていなければならない。それゆえ、私はそのような相互信念がメンバー間

にあると信じていなければならない（相互信念に対する期待）。以上のような

条件を満たすとき、私はわれわれの行為に対する意図（トゥオメラは「われわ

れ-意図（we-intention）」と呼ぶ）をもつ。
10

 

                                                                 
9 とはいえ、彼が目指すのはあくまで行為の存在論的還元であり、概念的にはむしろ非還

元主義であることを強調する（Tuomela, 2005: 342）。部分はつねに何かの一部である

ということを存在論的には含意しないが、概念的には含意するからである。 
10 Cf. Tuomela, 2005: 340-1. トゥオメラは「私は X することをわれわれ-意図する（I 

we-intend to do X）」という表現を用いることがあるが（e.g.Tuomela, 2005: 340）、この

場合の“we-”はあくまで“X”が他人も関与する行為であることを表す目印にすぎな

い（Tuomela and Miller, 1988: 367）。トゥオメラの言い方に従えばそれは「共同意図の
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以上の分析はあくまで私がもつ
．．．．

われわれ-意図の分析である。それらが連動し

て共同意図（joint intention）になるためには、他のメンバーもまた私と同じよ

うに「われわれ-意図」をもたなければならない。ただしその事実が成立するだ

けではまだ十分でない。その事実に関する相互信念がなければならないからで

ある。そのときにはじめて、各メンバー間に意図の共有がなされ、「われわれ

は X するつもりだ」と適切に公言できるようになるのである。 

とはいえ、各メンバーは各自のパートに向けられた意図だけ
．．

をもつというこ

とで話が終わるわけではない。さもなければ、自分のパートを歌い終えたコー

ラスの歌手が途中退場することはむしろ理に適う行為と見なされるはずである。

トゥオメラはこの点を考慮に入れて、各メンバーはパートに対する意図に加え

て、全体に対する意図も同時にもたなければならないと考える。より具体的に

言えば、共同行為の各メンバーは、自分の行為によって共同行為 X のパートを

遂行することを共に意図しつつ、X が成立しているかどうかを共に見守ること

（jointly see to it that X）を共に意図する、という二元的な図式を提示している。
11 還元主義を批判する議論においてしばしば指摘されるように、たしかに共同

行為のメンバーは当該の行為につねに直接的に携わっているとはかぎらない。

A が共著論文を書いている間、B はすでに自分のパートを書き終えたので休暇

を満喫しているかもしれないし、C は別の論文に取り組んでいる 中かもしれ

ない。それでも彼らはそれぞれ、一緒に論文を書くことを意図している
．．．．．．

。なぜ

ならそのようなときでも、完成を妨げるような障害があれば除去し、メンバー

が行き詰まっているのであれば協力や忠告を与えるなど、 終目的が達成され

るかどうかに対して断続的に注意を向けつつ必要とあらば出動できるような待

機状態にあるからである。トゥオメラはこのような待機状態においてメンバー

がもつ意図を「目的意図（aim-intention）」と呼び、行為の直接的な制御や遂行

といった役割を果たす「行為意図（action-intention）」と区別する。
12

 上述の「割

                                                                                                                                        
一片（slice）」であり、ブラットマンの“I intend that we J”における“intend”とまっ

たく同じものである。 
11 Tuomela, 2005: 328; 2006: 36. 
12 Cf. Tuomela, 2005: 329-30; 2006: 37. これと似ているが異なる区別としてトゥオメラは

「私-モード（I-mode）」と「われわれ-モード（we-mode）」の区別を導入している（cf. 
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り当てられたパートだけ」に向けられる意図は「行為意図」であり、それと行

為全体を見渡す「目的意図」が状況に応じて切り替わることによって、共同意

図は共同行為を導くというのである。 

では、共同意図を以上のように二元的に理解した場合、制御条件に違反せず

にすむだろうか。トゥオメラは次のように説明する。
13 確かに、共同行為が成

立するためには共同意図が必要である。それは共同行為の全体を内容として含

むものであり、それをもつのは一人ひとりのメンバーである。しかしだからと

いって、各メンバーが共同行為全体を制御
．．

の対象とするわけではない。なぜな

らその意図は目的意図
．．．．

だからである。制御という要素を含めなければ、他人の

行為あるいはわれわれの行為を意図するという考えには何ら問題はない。
14

 一

方、メンバーが各自のパートの遂行を意図する（行為意図
．．．．

をもつ）際には、制

御可能な範囲だけを意図の対象としているので、他人の行為を制御できるかと

いう問題はそもそも生じない。したがって、共同意図は制御条件に違反するも

のではない。
15

 

                                                                                                                                        
Tuomela, 2006）。「目的意図」と「行為意図」の区別は共同行為の際に何が意図の対

象とされているかを明確にするためのものであるのに対して、「モード」の区別は行為

の際に「誰の理由で行為するのか」を明確にするためのものである（したがって概念的

には、「われわれ-モードの個人的行為」もありうるかもしれない。例えば、終戦記念

日に一人で靖国神社を参拝した国会議員がその理由を訊かれて、「私人としての思い入

れは特にないが、公人としては隣国との友好関係よりもわが国の殉死者の慰霊のほうが

ずっと大事だ」と答えるときのように）。 
13 Ibid.: 349-55. 
14 もっとも、部分的な制御を結集すれば結局のところ間接的にではあれ行為全体を制御

することになるので、行為全体がまったく制御の対象にならないというのは言い過ぎで

ある。それゆえトゥオメラは行為全体に対する各メンバーによる制御について、「実質

的な程度でなされうる」という、パートに対する制御に比べ弱い条件を課している

（ibid.: 354）。 
15 ペティットとシュヴァイカートは、（“X”は共同行為を表わすとして）「われわれが

X するということを私が意図する（I intend that we X）」と「X することを私が意図す

る（I intend to X）」とを区別し、後者は端的に不可能であるのに対して、前者は（ち

ょうど自分の子供が大学に行くことを親が意図するように）達成欲求と寄与可能性さえ

あればもつことのできる形式の意図であると主張する（Pettit and Schweikard, 2006: 21）。
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もし彼の区別を受け入れるならば、以上の申し立てはまったく正当であると

言えよう。では裁量条件はどうだろうか。それについてトゥオメラがどう考え

ているかは必ずしも明らかでないが、基本的にはブラットマンと同様に、X す

ることを各メンバーが意図することによって、彼らが一緒に X することを決定

することになると考えているようである。
16 それゆえ 後に、ブラットマンの

見解も含めて、裁量条件を満たすか否かという観点から「われわれが X するこ

と」という意図について再検討することにしよう。 

「われわれが X するかどうか」は、われわれにとっての共通目標として掲げ

られる案件である。そしてその案件は、推論を通じて新たな決定や合意にかけ

られ、変容していく。あるいはまた、X の達成についてメンバー間に生じた認

識の誤差を埋めるという作業も必要になるであろう（例えば、ついに論文が完

成したと C は思っているが、A にして見ればまだまだであるというような場合

がそうである）。そのプロセスは、公然とした場で、いわば「テーブル上で」

行われるものであろう。そして、案件の一部である「われわれ」の外延は、一

部のメンバーが知らない間に新たなメンバーが加入することによって変わるか

もしれない。このような柔軟性は、通常の意図に想定される意図の安定性――

状況が変化しても再考慮に抵抗するという性質――と対照をなす特徴である。

以上のような特徴は、私の意図は「われわれは X する」という内容を含むべき

ではないことを示唆しているように思われる。むしろ「われわれは X する」と

いう案件は、内外に向けて公然と掲げられるいわば旗印のようなものではなか

ろうか。 

「われわれが X する」という意図は推論的な観点から必要なのではないかと

反論されるかもしれない。
17 つまり、パート遂行に対する私の意図は、共同行

                                                                                                                                        
そして、前者の意図から、X の断片を遂行するという（to 不定詞の）意図が導出され、

実質的にはそれが行為を誘導していくというのである。この区別の眼目は必ずしも明ら

かでないが、おそらく彼らもまた制御条件を念頭に置いているものと思われる。もしそ

うだとすれば、that-意図と to-意図の関係はトゥオメラの目的意図と行為意図の関係に

ほぼ対応していると言えるだろう。 
16 Ibid.: 354. 
17 例えばペティットとシュヴァイカートは、「欲求が意図と見なされるのは、行為に適
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為全体に対する私の意図からの推論によって導出されるのではないかというこ

とである。たしかに、X のパートに対する私のコミットメントは、X に対する

コミットメントから逆算的に導かれるものである。しかしながら全体に対する

コミットメントは、「われわれが X する」という内容の意図がなければ与えら

れないわけではない。重要なのはむしろ、前段落で述べた案件が与えられたと

きに、一緒に
．．．

X を行なうことへのコミットメントである。「一緒に」を文脈独

立的に分析できるかどうかは必ずしも明らかでないが、ここで私が念頭におい

ているのは以下のようなことである。私は、自分の努力が、誰かの努力と一体

になって何かひとつの行為なりひとつの対象ができあがるような、そのような

部分的寄与であるという認識をもっている。そしてそのような認識に基づいて、

自分の行為を継ぎ合わせるような仕方で対応する。ただしこのとき、共同行為

の目的や現状ないし「われわれ」に誰が含まれるかについて各メンバーは必ず

しも正確かつ詳細に見据える必要はないし、なおのことそれらにコミットする

必要はない。
18 それゆえ私は、合意された案件の内容を（たとえおおまかであ

っても）了承し、それを彼らと一緒に行なうというコミットメントがあれば、

そこからパート遂行に対する私の意図は導かれると考える。以上のようにして、

「われわれが X する」という私の意図を想定しなくても推論的要請をクリアす

                                                                                                                                        
した副次的意図によって適切な行為を生み出すかぎりにおいてである」と述べている

（Pettit and Schweikard, 2006: 28）。つまり、下位意図（彼らのタームでは「to-意図」）

が行為遂行に不可欠な役割を果たすなら、その上位にあたる態度もまた（たとえそれが

that-意図でも）意図と見なすべきであるということである。 
18 共同行為を知らぬ間に、あるいは騙されて（つまり意図せざる形で）行なっていた場

合はその共同性が阻却されるという見解があるが（cf. 柏端, 2007: 155）、むしろ私はそ

こに共同性が認められる余地を残しておきたい。見解の違いはおそらく、行為の意図性

および共同性の捉え方の違いによるものであろう。私は、「共同で」は主体間の横のつ

ながりを修飾する副詞であるのに対し、「意図的に」は各メンバーの行為に対する縦の

関係を修飾する副詞であり、必ずしも互いに含意関係にあるわけではないと考えている。

もしそれが正しいなら、実際にあるメンバーが横のつながりの一部をなしているのであ

れば、目的である行為が何であるかを知っているかどうかとは独立に共同行為に従事し

たのであり、その全体像が明らかになったときに事後的に共同性が認められる余地はあ

るように思われる。 
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ることができるように思われる。 

以上から、「われわれは X すること」という意図を私がもたなければならな

いというブラットマン＝トゥオメラ的見解に対する私の代案は、私がもたなけ

ればならない意図は、「私は自分の努力が部分的寄与となるような何かのパー

トを、誰かに合わせながら遂行する」というより禁欲的なものに制限すべきだ

ということである。ただし上記のように、誰にメンバーシップがあるか、また

何をもって行為の達成とするか、その内実はメンバーの合意によって決定され

なければならない。しかし以上で述べたように、その合意形成プロセスを意図

内容に含めなければならないと考える必要はないし、またそう考えるべきでは

ないのである。 

 

むすび 

 

本稿では、共同行為をめぐるトリレンマの一角である、「『われわれが X す

ること』を私が意図する」という考えの正否について、ブラットマンおよびト

ゥオメラの議論を参考にしながら考察してきた。その考えは誤りである、とい

うのが本稿の結論である。たとえ行為が共同的になされるとしても、各メンバ

ーに必要な意図は自分のパートに向けられたものであり、必ずしもその全体に

対する意図をもたなければならないわけではない。それゆえ、彼らのように考

えることによって、提示されたトリレンマを解決することはできない。 
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