
『行為論研究』第 2 号 行為論研究会 2011 年 3 月(37-62) 

37 

アンスコム条件と共同行為 

竹内 聖一 
 

 

はじめに 

 

柏端達也は『自己欺瞞と自己犠牲』において、ある出来事が共同行為かそう

でないかを見分けるために、行為している人々が互いの行為について観察によ

らない知識をもっているかどうかという基準を用いることを提案している。柏

端はこの基準がどのようにして共同行為とそうでないものを区別するかを示し

てはいるが、なぜ自分の提案したものが共同行為の基準たりうるのかを示して

はいない。本稿では柏端が論じていないこの問題を取り上げ、解答を試みる。 

以下では、まず柏端の議論を簡単に紹介した上で、なぜ共同行為の参加者の

間には互いの行為について観察によらない知識が生じるのかを検討することと

したい。その際、まず単独の行為者の場合に観察によらない知識がどのように

生じるかを論じる。その上で、その議論を複数の行為者が共同で行為する場合

へと拡張することにしたい。 

 

1. 柏端の議論 

 

1.1. 共同行為に対するアンスコム基準 

柏端は、アンスコムが提示した意図的行為の基準を以下のように定式化して

いる（柏端, 2007: 146）。 

 

[A1] 「φ」と記述可能な出来事が x の身体に起こったとして、その出来

事が「φ」という記述のもとで x にとって意図的であるのは、「なぜあな

たは φするのか」という x への問いが、x によって拒否されないときであ

り、そのときにかぎる。  
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「なぜあなたは φするのか」という問いに対する行為者の答が「φしていると

は知らなかった」、「φしていると観察してわかった」というものである場合、

また、行為者が自分が φした原因を推測して答える場合（「他人に押されたの

でプールに落ちたのだ」というような答）、この問いは拒否されている。柏端

によれば、行為者はこのとき「自分がしたことはそもそも合理的説明を要求さ

れるようなものではないのだ」と示唆しているのである。ただし、行為者がこ

の問いを拒否しているのではなく、ただ明確な答を与えることができない場合

もある。「何となくそうしただけだ」というような答が与えられる場合がそう

である。この場合行為者は自分のしたことを合理的説明を与えられるべきもの

とみなしてはいるが、それを実行することができないでいるのである。 

柏端はこの基準の細部を変更することによって、複数の行為者が共同行為を

しているかどうかを判定する基準を手にすることができると論じる。彼が提案

する共同行為の基準は以下のようなものである（柏端, 2007: 149）。 

 

[CA1] x1の身体的出来事と x2の身体的出来事と…xnの身体的出来事の和

であるような出来事が生起し、その出来事は「φ」と記述可能であるとす

る。そのとき、その出来事が「φ」という記述のもとで x1+x2+…xnにとっ

て共同で行ったものであるのは、「なぜあなたたちは φ するのか」とい

う彼らへの問いが、x1、x2…xnの誰からも拒否されないときであり、その

ときにかぎる。 

 

この基準を提示した後、柏端は「なぜあなたたちは φするのか」という問い

が拒否される場合をいくつか挙げている。まず、行為者の誰かが「φ」という

記述のもとで自分たちのしていることを知らなかった場合、問いは拒否される

（「なぜ、こんな変なイルカの絵に金を出すんだ」「こんな絵だとは知らなか

ったんだ」）。また、行為者の誰かが、他の行為者の行為の理由を観察や推測

によって知ることでこの問いに答えるという場合にも問いは拒否される（「な

ぜあなたたちはこのピザを食べるのか」「僕は空腹なので何でもいいから食べ

たいんだ。彼女も同じじゃないかな。朝から何も食べてないみたいだし」）。
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さらに、行為者の誰かが端的に共同行為主体の一員であることを否定する場合

にも問いは拒否される（「あいつらと一緒にしないでくれ」）。これらの場合、

問いを拒否した行為者は、少なくとも「φ」という記述のもとでは共同行為に

参加していないと言えるだろう。 

他方、問いが拒否されず答が与えられる場合とは次のようなものである。 1 

二人でピザを食べている太郎と花子のうち、太郎に対して「なぜ花子は食べる

のを控えてコーラばかりちびちび飲んでいるのか」あるいは「なぜ花子は散歩

に行かないのか」と問えば、太郎は「それは僕のすぐ後でピザを食べなければ

ならないからだ」と答えるだろう。2 しかも太郎はこの答を即座に与えること

ができる。柏端によれば、それは太郎が、自分と花子が共同で行うことについ

て「観察によらない知識」をもっているからである。太郎が、花子と共同でピ

ザを食べているのであれば、太郎は自分が食べているあいだ花子がそばで待機

している理由を観察によらずに知っている。3 というのも、共同でピザを食べ

るのであれば、花子が散歩に出かけていかないのは太郎にとっても当然だから

である。これに対し、太郎は花子がコーラを飲んでいる理由は知らない。それ

は、花子がコーラを飲むことは、二人でピザを食べるという共同行為の一部を

なしてはいないからなのである。4 

                                                                 
1 以下に紹介する議論において柏端は主に、自分が現在していることの理由について観察

によらない知識が成り立つと論じている。しかし、観察によらない知識の対象は、第一

義的には、自分が現在していることの方であるように思われる。この点については、本

稿の 2 節を参照のこと。 
2 柏端がここでとりあげている「二人がピザを交互に食べる」という事例は、よく考えて

みると不可解である。というのも、二人でピザを同時に食べることはきわめて容易だか

らだ。ひょっとしたら、ピザ早食い競争（ダブルス）のような競技が存在し、その競技

には「二人が同時に食べてはならない」というルールがあるのかもしれない。 
3 ただし、この場合太郎は本当に観察によらずに、「花子の行為を意図的にする記述」や、

「その記述のもとで花子がそれをする理由」を答えているのかという疑問が当然浮かん

でくるだろう。この点については後ほど論じる。 
4 私のみるところ、CA1はわれわれが共同行為と呼ぶものの中でも比較的狭い範囲のもの

に対する基準となっている。具体的に言えば、CA1が共同行為として選び出すのは、古
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1.2. 柏端の議論の検討 

柏端の基準は妥当なものと言えるだろうか。以下では CA1に対する反例と思

われるものを順に取り上げ、それが CA1に対する脅威となるかどうかを検討し

てみよう。 

まず、「なぜあなたたちは φするのか」という問いが、行為者の誰かによっ

て拒否されたにもかかわらず、その人がその「φ」という記述のもとで共同行

為に参加しているようなケースが存在するように思われる。たとえば、柏端は、

強盗が行員に銃を突きつけて金庫を開けさせるというケースを共同行為に含め

ている（柏端, 2007: 157; 252-3 n46）。この場合、銃を突きつけられている行員

に「なぜあなたたちは金庫を開けているのか」と問えば「こいつ（強盗）と一

緒にしないでくれ。私は金庫なんて開けたくないんだ」と言うかもしれない。

これは上でみたように、柏端自身が問いの拒否と指摘しているものである。一

見したところ、強制と共同行為の関係にかんする柏端自身のこうした見解は

CA1 と緊張関係にあるように思われる。ただし、こうした発言を額面通り受け

取る必要はないかもしれない。5 すでにみたように、太郎は花子がコーラを飲

んでいる理由を観察によらずに知ることはないのであった。それは、コーラを

飲むこと自体は二人でピザを食べるという共同行為の一部をなしてはいない

（＝二人でピザを食べるという目的を達成するのに貢献していない）からであ

る。同様のことは目下のケースにも当てはまるのではないか。 

たとえば、問題の行員に「なぜ強盗はあなたに銃を突きつけているのか」と

か、なぜ「強盗は警報装置を解除したのか」と問えば、「それは私に金庫を開

けさせたいからだ」とか「それは金庫室に入っても警備員がやってこないよう

にするためだ」と答えることはできるだろう。このことは問題の行員が実際に

は、自分と強盗が二人でやっていることを「金庫を開ける」という記述のもと

で観察によらずに知っていることを示しているように思われる。他方、「なぜ

強盗は仲間に電話しているのか」と問われても行員は答えられないかもしれな
                                                                                                                                        
田, 2011: 8 に示されている図のうち、共有された友好的行為と、共有された行為のみで

あると思われる。以下では、このことを前提して議論を進める。 
5 「あいつらと一緒にしないでくれ」という発言に解釈の余地があるという点は古田, 

2011: 4-5 の議論から示唆を受けた。 
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い。それは強盗が仲間に電話することは、二人の共同行為（金庫を開ける）の

一部をなしていないからだと考えられる。つまり、「なぜあなたたちは金庫を

開けているのか」という問いに対してたとえ行員が「こいつと一緒にしないで

くれ」と発言するとしてもその発言にはまだ解釈の余地がある。行員が否定し

ているのは、強盗の行為のうち「金庫を開ける」という共同行為の遂行に貢献

しないものについての観察によらない知識に過ぎない、ということは十分にあ

りうるのだ。しかしよくよく聞いてみれば、行員が「金庫を開ける」という記

述のもとで自分たちのしていることに対する観察によらない知識をもっている

ことが明らかになるかもしれない。それゆえ、強制を含むような共同行為のケ

ースでさえも、観察によらない知識の及ぶ範囲を限定するならば、CA1 に対す

る反例とはならないように思われる。6 

次に、「なぜあなたたちは φしているのか」という問いが行為者の誰からも

拒否されていないにもかかわらず、その中の誰も φという共同行為に参加して

いないというケースがあるように思われる。たとえば草原に思い思いに座って

いる人々がいるとしよう。そのとき、ちょうど雨が降り始めたので、彼らはみ

な一斉にあずまやに駆け寄ってくる。7 このとき、駆け寄ってくる誰かに「な

ぜあなたたちは走っているのか」と問えば、その人は「われわれは皆雨にぬれ

たくないのだ」と答えてくれるかもしれない。この場合問いは拒否されていな

いように思われる。しかもそのときにその人が答えることは、たいていの場合

正しいのである。しかし、われわれはそれを共同行為とは呼ばないだろう。柏

端ならこの反論にどう答えるだろうか。 

                                                                 
6 ブラットマンも柏端と同様のケースを共同行為に含めている。それは、ある人物が別の

人物に「一緒にデュエットしてくれないならあなたの家を爆破する」と脅迫することに

よってデュエットをするというものである。ブラットマンはこうしたケースが「協力的

な」ものではないことは認めるが、このケースにおいて二人が共同行為をしていること

を否定すべきではないと主張する。ブラットマンがそのように主張する根拠は、この場

合、二人は「デュエットをする」という意図を共有しており、その意図は脅迫している

側だけでなく、脅迫されている側の行為をも方向づけているとみなすことができるから

である（Bratman, 1999a: 132-3）。 
7 この事例は Searle, 1990: 402 において提示されている事例である。 
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実はすでに答は示されている。柏端によれば、ある行為者が他の行為者の行

為の理由を観察や推測によって答える場合、問いは実際には拒否されているの

である。したがってこれらの事例は、CA1に対する反例とはならない。ただし、

柏端のこの回答は CA1にさらなる補足が必要であることを示している。という

のも、雨に濡れまいと人々があずまやへ駆け寄るというケースにおいてわれわ

れが他人の行為の理由を知る場合と、先ほどのピザを二人で食べるというケー

スにおいて太郎が花子の行為の理由を知る場合とで、いったいどのような違い

があるのか、必ずしも明らかではないからだ。8 前者だけでなく後者において

も、「なぜあなたたちは φしているのか」と問われた人は他人の行為を観察し、

それに基づいて適切な答を推測しているのではないだろうか。ただ多くの場合、

その推測があまりにも容易で、即座にできてしまうために「観察によらずに知

った」と言われてもそれほど違和感を感じないのではないかという疑念がわい

てくるのである。それゆえ、共同行為を見分けるための基準として CA1に実質

を与えるには、「なぜあなたたちは φしているのか」という問いが拒否されな

い場合の中で、人が他人の行為について「観察によらない知識」をもっている

と言えるのはいったいどのような場合なのかをさらに特定する必要があるだろ

う。 

以上みてきたように、CA1は若干の点を補足することで、共同行為を見分け

るための条件として一定のもっともらしさをもっているように思われる。補足

すべき点は二点である。まず第一に、共同行為において個々のメンバーのあら

ゆる行為がメンバー間の観察によらない知識の対象となるわけではない。たと

え誰かが「なぜあなたたちは φしているのか」という問いを拒否したとしても、

実際にはその人が「φ」という記述のもとで自分たちのしていることについて、

観察によらない知識をもっているという可能性はある。このことが示している

                                                                 
8 この点は単独の行為者が自分の行為やその理由について「観察によらない知識」をもつ

というケースについて考える際にはさして問題とならない。というのも、人は自分の身

体的運動や命題的態度について、他人には活用できない「特別な仕方」で知ることがで

きるというのは直観的に正しいように思われるからだ。しかし、こうした特別な知り方

が存在することが、「観察によらない知識（実践的知識）」にかんするアンスコムの議

論を理解困難なものとしてきたという側面もある。 
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のは、適切な答を得るには問いの内容を工夫する必要があるということである。

第二に、行為者が他人の行為やその理由について、観察によらない知識をもつ

と言えるのはどのような場合なのか、さらに詳しく述べる必要がある。 

残念なことに、柏端は二つ目の点をどう補足すべきかを示してはいない。ま

た、そもそも共同行為のメンバーの間に互いの行為について観察によらない知

識が成立するのはなぜなのかを説明してもいない。そこで以下では、この二つ

の点を明らかにすることにしたい。 

 

2. 観察によらない知識はどのようにして生じるのか 

 

2.1. 実践的知識と実践的推論の関係（行為者が単独のケース） 

柏端は、「共同行為の参加者が互いの行為の理由について観察によらない知

識をもつ」という自分の議論は「行為者が一般に自らの行為に理由を与えられ

るという当たり前の事実の確認にすぎないと思われるかもしれない」（柏端, 

2007: 152）と前置きした上で、われわれを主語とした実践的推論にかんする議

論を開始する。こうした議論の進め方をみる限り、柏端は観察によらない知識

と実践的推論の間に何らかの関係があるという見通しをもっているようにもみ

える。その一方、観察によらない知識がどのようにして得られるかという問題

はひとまず棚上げにして、実践的推論について論じているようにもみえる。 

これに対し、私自身は観察によらない知識と実践的推論とが非常に密接な関

係にあると考えている。9 結論を先取りして言ってしまうならば、観察によら

ない知識は、まさに実践的推論を通じて得られるものだと考えている。そして

この点は人が単独で行為する場合にも、複数で共同行為を行う場合にも変わら

ないと考える。以下ではこの線に沿って、両者の関係について考えてみること

にしたい。 

                                                                 
9 他ならぬアンスコム自身が「実践的知識という概念は実践的推論を理解する場合にはじ

めて理解することができる」と述べている（Anscombe, 2000: 57; 邦訳 109）。解釈者

にとって悩ましいのは、『インテンション』を読む限りでは、彼女がそう述べる真意が

定かではないという点である。 
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アンスコムは『インテンション』において二種類の観察によらない知識を提

示している。一つは自分の四肢の位置にかんする知識である。そしてもう一つ

は自分の行為についての知識である。そして、アンスコムは後者の知識を特別

に実践的知識と呼んでいる。 10 柏端が提示した条件 CA1 の母体となっている

のも、この実践的知識にかんするアンスコムの議論である。以下では、アンス

コムが実践的知識の議論として展開したものを私なりに再構成することにした

い。 

まず、実践的知識が何についての知識であるかということを明確にしておこ

う。「なぜあなたは φしているのか」という問いが行為者によって拒否されな

いのは、この問いに現れている「φ」という記述が、行為者がもつ実践的知識

に登場する記述と一致しているからである（φ していることを観察によって初

めて知ったという場合には「φ しているとは知らなかった」という答によって

問いは拒否される）。それゆえ、実践的知識とは、第一義的には行為の理由で

はなく行為についての知識であると考えられる。この、自分が現在している行

為についての知識とは何に由来するものなのだろうか。 

 

2.2 モランの議論の検討 

この問題について考える上で大きな手がかりとなるのはモランの議論であ

る。彼は「行為者が自分の行為を意図的なものにする記述を知っているのは、

行為者が実践的推論においてその行為をその記述のもとでとらえていたからで

ある」と指摘した上で、行為者にとって「自分が何をしているのか」という問

いは「何を追求すべきか」という問いに答えることによって与えられると主張

する（Moran, 2001: 126-27）。  こうしたモランの議論は以下の点を示している。 

 

                                                                 
10 四肢の位置の知識については Anscombe, 2000: 13-4; 邦訳 25-6 および、pp. 49-51; 邦訳 

93-5 をみよ。なお、後に書かれた Anscombe（1981）では、四肢の位置について詳細な

議論が行われているが、『インテンション』での立場は堅持されている。また、実践的

知識については、Anscombe, 2000: 14; 邦訳 26-7、50-3; 邦訳 95-102、56-8; 邦訳 106-10、
82-3; 邦訳 156-8、88-9; 邦訳 167-9 において主題的に論じられている。 
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T1 「なぜあなたは φしているのか」という問いが受け入れられるのは、その

問いに現れている行為記述「φ」が、行為者自身の実践的推論に登場する

行為記述「φ」と一致しているからである11 

 

ここで言う実践的推論とはいったいどのようなものか。モランは具体的に示

してはいないが、以下のようなものであると考えることはそれほど不適切なこ

とではないだろう。12 

 

[図 1] 

ψすることはよい 

φすれば ψできる    

ゆえに、φしよう 

 

図 1 に示した実践的推論の結論には、「φ」という行為記述が現れている。

モランによれば、行為者にとって「自分は何をしているのか」という問いへの

答は、「自分は何を追求すべきか」という問いに答えることによって与えられ

るのであった。つまり、後者の問いに答えようと行った実践的推論に登場する

「φ」という記述は、そのまま自分がしていることの記述ともなっている、と

いうのである。そして彼によれば、ある記述「φ」が「自分は何を追求すべき

か」という問いに対する行為者自身の答には登場しないとき、行為者は自分が

φしていることを観察によってはじめて知るのである。 

                                                                 
11 ただし、このことは行為者がその実践的推論を構成する信念や欲求、意図を意識して

行為したということを意味しないと考えるべきである。こうした立場は Anscombe
（1995）にもみられる。 

12 これはアンスコム自身が『インテンション』において検討した定式化とは異なる。た

だし、以下で問題となるのは、実践的推論の結論に現れる行為記述である。そして、結

論に行為の記述が現れるという点にかんしては、図１の定式化と、アンスコムが検討し

た定式化との間に差異はない。それゆえ、図１の定式化を用いること自体は、以下の議

論に影響を与えないと思われる。アンスコム自身が検討した定式化については、

Anscombe, 2000: 57-67; 邦訳 109-27 を参照のこと。 
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私のみるところ、こうしたモランの議論は大筋において正しい。すなわち実

践的知識の直接性が実践的推論によってもたらされるものであると主張する点

において正しい（この点については後述する）。だが、見過ごすことのできな

い曖昧さも含んでいる。というのも、モランは「自分は何をしているのか」と

いう問いが二通りの意味をもちうることに気づいていないように思われるから

だ。13 「何をしているのか」という問いは二つのことを意味しうる。14 一つは

「何をするつもりでいるのか」、すなわちその行為において何を意図している

のかを問う問いである。もう一つは「何をしたことになっているのか」、すな

わち何が実際に成し遂げられたのかを問うものである。そして、「自分は何を

しているのか」という問いの答と「自分は何を追求すべきか」という問いの答

が常に一致すると言ってよいのは、前者を意図にかんする問いとみなした場合

に限られる。 

他方、もし「自分は何をしているのか」という問いを、「何をしたことにな

っているのか」にかんする問いと解釈した場合には、二つの問いに対する答は

しばしば食い違うだろう。なぜなら、行為し損ねたり、行為者が状況について

間違った認識をもったりしている場合、行為者は実践的推論に現れている行為

記述の通りに行為できるとは限らないからだ。 

こうしたことが起こるのは、「何をしているのか」という問いが行為者の意

図と、信念のいずれを問うものでもありうるからだ。こうした区別を導入せず

に、「何を追求すべきか」の問いに答えることで「何をしているのか」という

問いにも答えることができると主張するのは不用意であると言わざるを得ない。 

この点でモランの議論は二つに引き裂かれている。モランは実践的知識を

「自分がしていることに対する気づき」と同一視する。実践的知識に現れる行

為の記述は実践的推論に由来するものであると主張するとき、彼は気づきの対

象は意図であると主張しているように思われる。この場合たしかに、実践的知

                                                                 
13 私がそう考える根拠は、モランが実践的知識を「自分がしていることについての行為

者の気づき（agent’s awareness of what he is doing）」と同一視している点にある。たと

えば、Moran, 2001: 125-6 をみよ。この場合、行為者が何に対して気づきをもつのかと

いうことについて、野矢が指摘するような両義性が生まれてしまうのである。 
14 この区別は野矢, 1999: 245-52 の議論から借りたものである。 
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識は、観察による正当化から引き離されていると言えるだろう。他方、もしこ

の気づきの対象が「何をしたことになっているのか」であるとしたら、この意

味での実践的知識は観察による正当化と結びつけられざるを得ないのである。

15 

 

2.3. アンスコムの議論の解釈 

ただし、モランの議論にみられるこうした混乱は、そもそもアンスコムの議

論に存在していた混乱をそのまま引き継いだものであるとも言える。『インテ

ンション』には、「意図的行為は観察によらずに知られるものごとの下位クラ

スに属する」という一節がある（Anscombe, 2000: 14; 邦訳 26）。これをみる

限り、アンスコムは「何をしたことになっているのか」についての知識が観察

によらずに得られると主張しているようにみえる。この場合、行為者の判断と

実際の行為が一致しないのであれば、判断の方が修正されることで一致が達成

されるのでなければならない。他方、彼女は、実践的知識と行為者が実際にし

ていることが一致しなかった場合、行為者が実際にしていることの方を修正す

ることで一致が達成されなければならないとも主張するのである。 16 しかし、

これは実践的知識に相異なる二つの適合の向きを帰属させることに他ならない。

                                                                 
15 この点にかんしてモラン自身は大略以下のように論じている。アンスコム条件のポイ

ントは、行為者自身がある記述のもとで自分が成し遂げていることに対して観察の助け

を得ずに完全な知識を有しているときに限り行為は意図的である、ということではない。

そうではなくある記述のもとで自分がそれをしているとき、その行為についての気づき

が観察によってはじめて可能だったという場合、その記述のもとでは意図的でないとい

うことなのである（Moran, 2001: 130-1）。こう論じる際、彼は観察によって知ったか否

かにかかわらず、行為に対する気づきは「何をしたことになっているのか」にかんする

信念であるという点を暗に認めているように思われる。そしてそれゆえに、モランは、

その気づきが知識とされるためには観察による正当化が必要であることも認めなけれ

ばならないと私は考える。 
16 アンスコム自身が挙げているのは、実際には B のボタンを押しているのに、行為者が

「私は今 A のボタンを押している」と語るケースである（Anscombe, 2000: 57; 邦訳 
108）。 
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17 この点において、彼女の議論は矛盾したものであると言わざるを得ないので

ある。 

これに対しアンスコムを擁護しようとする哲学者たちは、様々な手を尽くし

てきた。しかし彼らの戦略はある一点で一致している。それは「実践的知識が

〈知識〉とされるためには、行為者が実際になしていることと一致しなくては

ならない」と前提しているという点である。彼らはみな、実践的知識とは「何

をしたことになっているのか」についての信念であると考える。しかしその一

方で、実践的知識が行為者が実際になしていることと一致しなかった場合には、

後者の方が修正されるべきだと主張しているのだ。 18 しかし、私の考えでは、

『インテンション』におけるアンスコムの一連の主張から引き出すべき論点と

は、「実践的知識が行為についての知識とされるのは、行為者が実際になして

いることと一致するからではない」という点である。つまり、私の考えでは実

践的知識は信念と同様の適合の向きをもつものではあるが、それは「何をした

ことになっているのか」についての知識ではない。実践的知識が適合させられ

るべき事実は、それとは別に存在する。 

再び実践的推論に立ち戻って考えてみよう。行為者の意図的行為 φが妥当な

実践的推論によって正当化されているとき、この行為 φについていったいどの

ような知識が成り立っていると言えるだろうか。 

私の考えでは、このとき成り立っているのは「行為 φは目的 ψを実現するの

に適切な手段である」という知識である。行為 φが実践的推論によって正当化

されており、しかもその推論が妥当なものであるならば、行為 φは目的 ψを達

成する手段として実際に適切である。つまり、妥当な実践的推論に基づいて行

為者が φしているならば、行為者は、行為 φの適切さについて単なる信念では

なく、知識をもっていると言ってよいだろう。もしこの解釈が正しいとすれば、

                                                                 
17 適合の向きにかんしては Humberstone（1992）を参照のこと。 
18 たとえば Falvey（2000）や Velleman（2007）をみよ。彼らはこの前提を受け入れた上

で、実践的知識は通常の知識とは異なり、行為者がその知識通りに行為することによっ

て真となるべきものなのだと主張することでアンスコムの議論を擁護しようとしてい

る。しかしそれは、「実践的知識は信念でありながら、意図と同様の適合の向きをもつ

キメラのような命題的態度である」と主張することに他ならない。 
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実践的知識は「何をしたことになっているのか」についての知識ではあり得な

い。それはむしろ φというタイプに属する行為の、手段としての適切さについ

ての知識なのである。そして、実践的知識をもつ行為者はこの知識に登場する

「φ」という記述のもとで自分の行為をとらえているのである。以上の議論を

以下のように定式化しておこう。 

 

T2 実践的知識が「知識」とされるのは、それが行為者の目的を実現する行為

のタイプを正しくとらえているからである 

 

これは実践的知識を「何を追求すべきか」という問いへの答とみなすモラン

の議論と軌を一にするものである。ただし、私はモランとは異なり、実践的知

識を「何をしたことになっているのか」についての知識とは考えない。19 

さて、実践的知識をこのようにとらえることで、アンスコムの謎めいた主張

の一部が理解可能なものとなるだろう。アンスコムは、行為者が述べる実践的

知識と行為者が実際にやっていることが一致しない場合、それを「行為の誤り」

と呼び、自説への反論とはみなさなかった。それどころかある箇所において彼

女は、たとえ行為の誤りがあったとしても、実践的知識は「知識」の身分を失

                                                                 
19 以上の議論に対して、アンスコムが発見したのは結局のところ、行為者は自分の意図

内容を直接知ることができるということに過ぎないのではないかという指摘が予想さ

れる。アンスコムに批判的な立場を取る人々のうち、彼女の議論をできるだけ好意的に

理解しようとした人々の多くはこうした結論にたどり着く（たとえば Donnellan（1963）; 
野矢, 1999: 246-49 を参照のこと）。しかし、皮肉なことに、この議論はアンスコムが

「実践的知識」を「知識」と呼んだ理由を完全にとらえ損ねている。彼女が自分の行為

についての知識を「実践的知識」と名付けることで強調したかった論点とは「人は実践

的推論を通じて、それ以前には明らかではなかった、自分の目的を実現する手段を特定

するに至る」という点にある。つまり、実践的知識を獲得することは、目的を実現する

手段を特定するという意味で認識論的な達成とされているのだ。実践的知識とは、自ら

の意図内容についての自己知なのだと主張する人々は、行為者がどのようなプロセスを

経てその意図を獲得するに至ったのかという問題の前を、いわば素通りしてしまってい

るのである。 
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うことはないと主張さえしている。20 この箇所においてアンスコム自身はなぜ

そう言えるのかを明言してはいない。しかし、上の T2 をみれば「行為の誤り」

が、実践的知識の知識としての身分を脅かすものでないのは明らかだろう。な

ぜなら、行為 φが目的 ψを実現するのに適切な手段であるかどうかということ

と、行為者が「φ」という記述の通りに行為できているかどうかということは

全く別の事柄だからだ。「φ」という記述が行為者が実際になしていることに

適用不可能だとしても、そのこと自体は、φが目的 ψを実現するのに適切な手

段であるということの真偽にただちに影響を与えるとは限らないのである。 

まとめておこう。実践的知識とは、「φ というタイプに属する行為は目的 ψ

を達成するのに適切な手段である」という内容の正しい信念である。21 そして、

「なぜ φしているのか」という問いを行為者が拒否しないのは、実践的推論を

経て実践的知識を獲得することによって、自分の行為を「φ」という記述のも

とでとらえているからなのである。 

 

2.4. 実践的知識と実際の意図的行為との関係 

前節で私は、実践的知識とはあくまでも「φ というタイプの行為は手段とし

て適切である」ということについての知識であり「何をしたことになっている

                                                                 
20 「私が目を閉じて『私は馬鹿である』と黒板に書いているとして……チョークや黒板

の表面に不都合が生じ、言葉がそこに現れないということもある。しかも、このような

ことが生じたとしても、〔自分は今「私は馬鹿である」と黒板に書いているという〕私

の知識は同じであったろう」（Anscombe, 2000: 82; 邦訳 157） *〔 〕内は筆者によ

る補足。 
21 この主張に対しては、実践的知識と、実践的推論の前提に登場する「φ すれば ψ でき

る」という信念とはどのような関係にあるのかという疑問が提出されるかもしれない。

以下にこの問題に対する私の見通しを述べておこう。「φすれば ψできる」というのは

行為者がおかれている個別の状況を度外視して、あくまでも一般論として ψ と φ の間

に成り立つ目的手段連関について語る信念である。これに対し、「φは手段として適切

である」という信念は行為者がおかれている個別の状況をも加味して導かれたものであ

る。たとえば、人は一般論としては「豚小屋を焼けば豚の丸焼きを作ることができる」

という信念をもっているかもしれないが、豚の丸焼きを作ろうとしている人にとって、

豚小屋を焼くことが適切な手段となることはきわめてまれだろう。 
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のか」についての知識ではないと論じた。この主張についてまだいくつか明ら

かにすべきことが残っている。まず第一に、前節でも言及した実践的知識の適

合の向きにかんする問題である。アンスコムによれば実践的知識と、行為者が

実際になしていることが一致しなかった場合、後者の方が前者に一致するよう

修正されることで一致が達成されるべきなのであった。しかし、前節で私が論

じたところによれば、実践的知識とは信念に他ならない。もし実践的知識が信

念であるとしたら、信念と同様の適合の向きをもつべきではないのだろうか。 

この疑問に対してまず強調しておきたいのは、実践的知識が適合させられる

べきなのは、あくまでも「φ というタイプに属する行為が、ψ という目的達成

の適切な手段である」という事実だという点である。そして実践的知識とこの

事実が一致しなかった場合、修正されるべきなのは実践的知識の方である。つ

まり、実践的知識と行為者が実際になしていることの間には、どちらかがどち

らかに適合すべきであるという関係がそもそも存在しない。それでは、行為者

が実際になしていることの方が、実践的知識の方に適合すべきであるというア

ンスコムの主張はどう解釈すべきなのだろうか。 

私の考えはこうである。行為者が実際になしていることが適合させられるの

は、あくまでも意図である。意図が充足されるためには、意図内容に登場する

「φ」という記述に適合する行為が遂行されなければならないからだ。ここで

注意すべきなのは、意図に登場する行為記述「φ」は、実践的知識に登場する

行為記述「φ」と同一である、という点である。前者は後者に由来するもので

あると言えるだろう。なぜなら、行為者は実践的知識を得て、行為 φが目的 ψ

の実現に適切な手段であると確信したからこそ、φ というタイプの行為を意図

するに至っているからだ。実践的知識に信念とは反対の適合の向きを帰属させ

るアンスコムの主張は、意図と実践的知識の双方に「φ」という同じ記述が現

れていることに惑わされたものではないかと考えられる。たしかに、行為が適

合させられているのは実践的知識のようにみえる。しかし、それは見かけのこ

とに過ぎない。実際に行為が適合させられているのは、あくまでも実践的知識

と同じ行為記述を内容にもつ意図の方なのである。 

第二の点に移ろう。これまでの議論に従うなら、実践的知識は「何をしたこ

とになっているのか」についての知識ではない。しかし、実際にはわれわれは
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しばしば、実践的知識に登場する行為記述を、「何をしたことになっているの

か」に対する答ともみなしている。実践的知識と実際の意図的行為の間に適合

関係が存在しないのだとすれば、なぜわれわれはそのようにみなすのだろうか。

この問題についても、上と同様の線に沿って回答を与えることができるだろう。

実践的知識に登場する行為記述は意図内容にも登場する。そして、自らの意図

をたいていの場合に実現できるということは、行為者性の条件に含まれている。

22 それゆえ、もしわれわれが相手を行為者とみなすのであれば、われわれは同

時に、その人物が観察によらずに語ることを、「何をしたことになっているの

か」についての知識の表明としても取り扱うのである。つまりここでも、実践

的知識に登場する行為記述「φ」は、意図内容に反映されることで、「何をし

たことになっているのか」という問いに対する、（たいていの場合に）正しい

答とみなされているのである。 

 

2.5. アンスコムの犯した誤り 

前節までの議論をふまえて、すでに言及した「意図的行為は観察によらずに

知られるものごとの下位クラスに属する」（Anscombe, 2000: 14; 邦訳 26）と

いうフレーズの不適切さをさらに詳しく説明することができるだろう。 

アンスコムはこのように主張することで、「実践的知識とは、世界において

生じる出来事としての意図的行為についての知識である」と主張しているよう

にみえる。しかしすでに述べたように、実践的知識とは φというタイプに属す

                                                                 
22 この点をとらえて、「実践的知識はあくまでも出来事としての意図的行為についての

知識である」という主張を堅持し、それが知識たるゆえんは、自分の意図した結果を安

定して実現する行為者の能力にあると主張することも可能だろう。この場合、知識の正

当化は、個別の事実との一致からではなく、信頼性主義のような立場から行われること

になる。そうした路線をとるものとしては、Peacocke（2003）がある。これは「なぜわ

れわれは、行為者が答えることを行為者が実際になしていることの正しい記述とみなす

のか」という問題にはうまく答えている。その意味で傾聴に値する見解ではあるが、実

践的知識と実践的推論の関係からわれわれの目をそらすという意味で、「人が観察によ

らずに知るのは意図内容に過ぎない」という議論（注 19 をみよ）同様、アンスコムの

真意をとらえ損ねていると思われる。 
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る行為の手段としての適切さにかんするものなのである。アンスコム自身がこ

の点について混乱した議論を展開している（あるいは、曖昧な態度を取ってい

る）ため、実践的知識にかんする彼女の議論は怪しげなものであるという扱い

を長らく受けることになってしまった。思うに、彼女は、実践的推論の対象と

なる「ある目的を実現する手段」についての記述と、世界において生じる出来

事としての「自分が実際にやっていること」についての記述が多くの場合一致

するということから、両者が知識の対象として同一である、という誤った結論

へと導かれたのだろう。しかし、たとえ記述が同一であるとしても、対象とし

ては両者は同一ではない。「ある目的を実現する手段」の方は φというタイプ

に属するすべての行為だが、「自分が実際にやっていること」の方は φという

タイプに属する特定の出来事である。それはこの世界で現実に起きている出来

事なのである。以下ではこの点をふまえ、実践的推論を介して、適切な手段と

なる行為のタイプを知る場合は「実践的知識を得る」、出来事としての意図的

行為について知る場合は「出来事として知る」という言葉遣いをすることにし

よう。 

 

ここまでの議論を振り返りつつ、実践的知識が「観察によらないもの」であ

ることが、どのように説明されるかを確認しておこう。すでに確認したように、

実践的知識とは、行為者のなしていることが実践的推論によって正当化されて

いるときに、行為者がもつ知識である。以上をふまえれば、上の問いに対する

答は実に簡単である。すなわち、自らの目的を実現する適切な手段を決定する

のに、自分の行為を観察することは全く寄与しない。「何をしているのか」と

問われて行為者が行っているのは、自分の行為を正当化するような実践的推論

をその場で再構成することでしかない。この作業にとって、自分の行為を観察

することは全く役に立たないことは明らかだろう。なぜなら、行為者は自分の

行為を観察することなしに、自分の信念や欲求に直接アクセスできるからだ。23 
                                                                 

23 もちろん、こうした直接的なアクセスが失われることもありうる。その場合、行為者

は観察者同様、自分の信念や欲求が何であるのかを推測するために自分の行動を観察す

る必要があるだろう。しかしそれは自己欺瞞や心因性の行為障害など、あくまでもイレ

ギュラーな事態であると考えられる。 
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したがって、実践的知識がもつ直接性は、行為者が自身の信念や欲求に直接ア

クセスできることに由来するものであると言えるだろう。24 

さらに以降の議論において重要となる点を一つだけ確認しておこう。私の議

論が正しく、実践的知識が実践的推論の産物であるとしたら、実践的知識を得

るのに、自分の身体運動について何らかの情報を得ることは全く本質的なこと

ではない。もちろん私は行為している間ずっと身体各所の固有受容器から身体

の動きについて様々な情報を得ているだろう。しかし、これはあくまでも自分

の意図的行為を出来事として知ること（そして自分の意図を確実に達成するこ

と）に貢献するにすぎない。固有受容器を介して自分の身体的運動にかんする

情報を得ることは、自分の身体運動を目で見て観察することと同様、実践的知

識を得る役には立たないのである。この点は、共同行為における実践的知識を

考える上で重要な点だろう。というのも、共同行為のメンバーの身体の間で、

互いの身体運動にかんする情報がやりとりされているわけではないからだ。し

かし、上の議論が正しければ、このことは、共同行為のメンバーが他人の行為

について観察によらずに知ることを妨げるものではないのである。 

 

３. 共同行為において観察によらない知識はどのように生じるのか 

 

3.1. 実践的知識と実践的推論の関係（共同行為の場合） 

われわれの問題を改めて示しておこう。それは以下のようなものだった。 

共同行為のメンバー（一緒にピザを食べる二人）が互いの行為について知る

のと、共同行為のメンバーでない人々（一斉にあずまやに向かって走る人々）

が互いの行為について知るのとはどう違うのか。また前者が観察によらない知

識と言えるのはどうしてか。 

                                                                 
24 ただし柏端も指摘するように、こうした直接性そのものは必ずしも実践的知識が私秘

性や不可謬性をもつことを意味しない。私よりも他人の方が、（直接的でない仕方で）

私の命題的態度についてよく知っていることはあり得る。また、私が実践的推論におい

て誤りを犯していれば、やはり私は実践的知識をもっているとは言えないだろう。 
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単独の行為者にかんする議論をふまえるなら、二つ目の問いに対しては、ひ

とまず次のような解答を与えることができるだろう。共同行為のメンバーは、

互いの行為について実践的知識をもっている。そしてそれゆえに、共同行為の

メンバーは互いの行為について観察によらずに知ることができるのである。 

ただし、共同行為における実践的知識を論じる際には注意しなければならな

い点がある。2.3 節で私は、実践的知識とは実践的推論から導かれた知識のこと

であると論じた。それゆえ、私がある人物の行為を正当化する実践的推論から、

他人の行為について実践的知識を得る場合も、もしそれがその人物の目的を実

現する適切な手段をとらえているのならば、やはり実践的知識と呼ぶべきだろ

う。しかし、私が他人の行為について実践的知識を得るには、明らかに他人の

行為を観察することが必要なのである。つまり、それは実践的知識ではあるが、

観察による知識なのだ。他方、共同行為のメンバーの場合、他のメンバーの行

為について実践的知識を得るのに、そのメンバーの行為を観察する必要はない

と思われる。つまりこの場合の実践的知識は観察によらない知識である。この

ように、もし他人の行為についても実践的知識をもつことが可能であると認め

るならば、実践的知識には観察によって得られるものと観察によらずに得られ

るものの二種類があることになる。それゆえ、共同行為のメンバーは他のメン

バーの行為について実践的知識をもっているのだというだけでは十分ではない。

共同行為のメンバーが他のメンバーの行為についてもつ実践的知識は、なぜ観

察によらないものであるのかをさらに明らかにしなければならないのである。

以下ではこの問題の答を探ってみることにしよう。 

私のみるところ、共同行為のメンバーが互いの行為について語ることと、共

同行為のメンバーでない人々が他人の行為について語ることの違いは以下の点

にある。すなわち、共同行為のメンバーが他のメンバーの行為について語る場

合、その発言の適合の向きは世界の方が言葉に適合するというものになってい

る。たとえば太郎と花子が交互にピザを食べようと決めているものとしよう。

この場合、太郎が食べているときに花子が割り込んできてピザを食べてしまっ

たとしたらどうなるだろうか。その場合、「太郎が食べている間花子は待機す

る」という太郎の発言と、花子が実際にやったことは一致しない。そしてこの

とき、後者の方が修正されることで一致が達成されなくてはならないのである。
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（これは単独の行為者の場合にアンスコムが「行為の誤り」と呼んだものに対

応している）。25 このことは共同行為のメンバーが行う実践的推論の結論は、

意図の表現であることを示しているように思われる。共同行為のメンバーが行

っている実践的推論は以下のように書き表せるだろう。 

 

[図 2] 

（前提 1）われわれにとって交互にピザを食べることはよい 

（前提 2）太郎が食べている間、花子が待機していれば、 

     われわれはピザを交互に食べることができる    

 ゆえに、太郎が食べている間、花子は待機する（①） 

 ＊①は、花子の行為に対する、太郎の意図の表明である 

 

これに対し、共同行為のメンバーでない人々が互いの行為について語る場合、

その発言の適合の向きは言葉の方が世界に一致するというものになっているだ

ろう。たとえば、あずまやめがけて一目散に走る人々が、自分たちの行為につ

いて「われわれはあのあずまやに入ろうとしているのだ」と答えるときには、

あくまでも、この発話の方が、人々が実際にやっていることと一致しなければ

ならないのである（ひょっとしたら他の人達は皆、あずまやの先にある公園の

出口を目指しているのかもしれない。その場合、この人物の発言と、皆が実際

にやっていることのうち、前者が修正されることによって一致が達成されるの

でなければならないだろう）。つまり、彼らが表明しているのは他人の行為に

ついての信念である。この場合の実践的推論とは以下のようなものであると考

えられる。 

                                                                 
25 Gilbert（1990）では、共同行為のメンバーは他のメンバーに対して共同行為の遂行に必

要な応答を要求する資格を有しており、他のメンバーはその要請に応える義務を負うと

論じられている。適合の向きの違いに訴える際に私が主張しているのは、このような意

味で、太郎の発言が花子の行動に対して拘束力をもつということではない。「行為者の

発言と実際の行為が一致しなかったとき、行為の方が修正されることで一致が達成され

るべきだ」と主張することは、「実際に一致が達成されるべきだ」と主張することとは

別の事柄である。 
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[図 3] 

（前提 1）各人にとって雨にぬれないことはよい 

（前提 2）各人があずまやに走れば、各人は雨にぬれない  

ゆえに、各人はあずまやに走る（①） 

 ＊①は各人の行為に対する各人の信念の表明である 

 

二つの実践的推論の共通点と相違点を確認しておこう。結論に登場する行為

記述は、いずれも行為している人々の目的を実現するのに適切な手段となる行

為のタイプを指している。それゆえ、どちらの推論に基づく発言も、ある意味

では実践的知識を反映したものと言える。しかし、両者の間には違いもある。

共同行為の場合、実践的知識に登場する行為記述は、他人の行為に対する私の

意図に反映される。他方、共同行為でない場合、問題の記述は、（たとえ正し

い知識であったとしても）他人の行為についての私の信念に反映されるに過ぎ

ない。なぜこのような違いが生まれるのだろうか。 

この違いは、推論の出発点となる目的（それぞれの推論において前提１にあ

たるもの）が人々の間で共有されているのか、単に一致しているだけなのかと

いう点に由来しているのではないか。目的を共有する人々、すなわち、共同行

為のメンバーである太郎は、共同行為のメンバーとして、共同行為の主体であ

る「われわれ」の一員である花子が何をすべきかを決める立場にある。これに

対し、目的が一致しているだけの人々、すなわち雨に濡れまいとあずまやに走

る人々は、たとえ同じ内容の意図をもっているとしても、そうした意図をもつ

「われわれ」が何をすべきかを決める立場にはない。つまり、目的を共有し、

自分たちが何をするかを決める立場にある者のもつ実践的知識のみが、他人の

行為に対してその人がもつ意図に反映される。他方、共同行為のメンバーでな

い人が他人の行為についてもつ実践的知識はそうではない。この場合、実践的

知識に登場する行為記述は、他人の行為に対してその人がもつ信念（他人の行

為についての理解や予測）に反映されるに過ぎないのである。 

目的が共有されていることは、なぜ共同行為のメンバーが他のメンバーの行

為について観察によらない実践的知識をもつことができるのかを理解する上で
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重要である。目的を共有している人々は、自分たちが共有している目的が何で

あるかを観察によらずに知っている。そして、この共有された目的を前提とす

る実践的推論を再構成することによって「われわれにとって花子が φするのが

よい」という実践的知識にたどりつくことができる。この作業の成否に他人の

行為を観察することは寄与しない。他方、目的を共有せず、単に目的が一致し

ているだけの人々がもつ実践的知識はそれとは異なるものである。彼らが他人

の行為について実践的推論を再構成するには、まず他人がどのような目的をも

っているのか、他人の行為を観察して推測しなければならない。つまり彼らの

行う実践的推論は観察に基づくものであり、その結果、彼らがもつ実践的知識

は観察による知識とならざるを得ないのである。 

 

しかし、こうした議論は別の問題を呼び起こすことになる。それは「共同行

為のメンバーは他のメンバーの行為を意図することができるのか」という問題

である。上で私は、太郎は「自分が食べている間花子が待機していること」を

も意図することができると論じた。しかし、この主張は一見したところ奇妙で

ある。たとえ意図が共有されているにせよ、共同行為のメンバーは他のメンバ

ーの行為を意図することなどできはしないのではないか。それゆえ、共同行為

のメンバーがもつ実践的知識は、やはり他のメンバーの行為についての信念に

反映されるに過ぎないのではないかという疑問が浮かび上がってくるのだ。 

ヴェルマンが指摘するように、もし共同行為のあるメンバーが他のメンバー

に対して権威やコントロールを有しているのならば（「なんであれ、あなたの

おっしゃることに従います」）、共同行為のあるメンバーが他のメンバーの行

為を意図するということも可能だろう（Velleman, 2000: 205）。しかし、太郎と

花子のケースをはじめとして、われわれが行う共同行為の多くは、そうした上

下関係の存在しない集団によって行われるものである。こうしたケースにおい

て、共同行為のメンバーはいかにして他のメンバーの行為を意図することがで

きるのだろうか。 

 

3.2. 他人の行為を意図するための条件 

ブラットマンは論文“I Intend That We J”において「人は自分自身が何かをする
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ことしか意図することができない」という条件26 （以下 OA 条件と呼ぶ）が自

らの主張「人はわれわれを主語とした意図をもつことができる」に対する反論

となることを認めた上で、OA 条件に実質を与えるものとして彼がコントロー

ル条件と裁量条件と名付けたものを挙げている（Bratman, 1999b: 148-50）。 

コントロール条件とはベイヤーの議論（Baier, 1997: 25）からとったもので「人

は自分がコントロールできるとみなしている事柄しか意図することができな

い」というものである。また、裁量条件とはヴェルマンが提示したものである

（Velleman, 2000: 205）。ヴェルマンは「意図は、実践的問題を解決する態度で

あり、それによって（あなた次第である）問題を確定済みにする」と指摘して

いる。裁量条件とは、こうした意図の特徴をふまえたものであり、「私が意図

できるのは、私がそのように意図することによって確定済みにできるような問

題だけである」と主張する。 

そして、これらのいずれもブラットマンの主張に対する反論となっている。

通常われわれは、ある人の行為をコントロールしているのは自分だと考えてい

るため、共同行為のメンバーが自分以外の他のメンバーの行為をコントロール

できるというのがどういうことなのかは必ずしも定かではない。同様に、通常

われわれは、ある人が何をするかを確定済みにすることができるのは、当人の

みであると考えている。このため、メンバーの関係が対等なものである場合、

やはりあるメンバーが、他のメンバーが何をするかを確定済みにできるという

のがどういうことなのか必ずしも定かではないのである。 

これら二つの条件に基づく反論に対するブラットマンの回答は、大略以下の

ようなものである（Bratman, 1999b: 157）。私が「われわれ」の行為についても

つ意図が、われわれの行為をコントロールしたり、われわれが何をするかを確

定済みのものとすると主張しても、そうしたコントロールや確定の成否が、共

同行為の他のメンバーによる手助けに依存していることを排除するわけではな

い。われわれの行為をコントロールすることや、われわれは何をすべきかとい

                                                                 
26 これは元々は Stoutland, 1997: 55 において提示された条件である。 
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う問題を確定することが、私の意図に対する他人の応答に依存しているとして

も、私はそれを意図していると言えるのである。27 

二人でピザを食べるという事例で考えてみよう。まず第一に太郎は、二人の

行為（二人でピザを食べる）に対する自分の意図を形成した場合、花子がそれ

にどう応答するのかということを予測する。そしてその予測に基づいて、二人

の行為に対する自分の意図を形成する。このとき、太郎の行う予測は、花子の

側の意思決定の自由を排除するものではない。したがって太郎は二人でピザを

食べるかどうかは、花子次第であるともみなしている（これにより裁量条件が

みたされる）。しかし、ひとたび花子が交渉に応じて共有意図が形成されれば、

太郎はいわば花子の意図の媒介を受けて、花子の行為を意図し、それをコント

ロールすることが可能となるのである（これによりコントロール条件がみたさ

れる）。 

以上みてきたように、共同行為においてあるメンバーが他のメンバーの行為

を意図することができるのは、共同行為の各メンバーの意図が互いに連携して

いるということに由来する。逆に言えば、意図の連携が成立していないところ

では、他のメンバーの行為を意図することはできない。そして意図することが

できないなら、その行為について観察によらない実践的知識をもっているとも

言えない。それゆえ、共同行為における観察によらない知識は、互いの意図の

連携によって遂行されている行為を、そしてそれのみをカバーするかたちで各

メンバーの間に広がってゆくのである。 

 

おわりに 

 

まとめておこう。「なぜ φ しているのか」という問いが拒否されないのは、

行為者がその「φ」という記述のもとで自分がそれをしていることを観察によ

らずに知っているからである。この観察によらない知識に現れている行為記述

「φ」は、実践的知識に由来する。そしてその実践的知識とは「φは自分の目的

                                                                 
27

 この問題にかんするブラットマンの議論については、星川（2011）で詳細に論じられ

ている。 
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を達成する手段として適切である」という信念である。行為者の実践的推論が

妥当なものであるならば、行為者は実践的知識をもっていると言える。ただし

この知識の対象は、自分が現在やっている個別の出来事としての意図的行為で

はない。それは、あくまでも φというタイプに属するすべての行為なのである。 

次いで私は、この議論を共同行為のケースへと拡張した。共同行為のケース

へと拡張する上で問題となるのは、実践的推論を再構成し、他人の行為につい

て実践的知識を得ること自体は、共同行為のメンバーでない人にも可能である

ということであった。この問題に対し、私は次のように論じた。目的を共有す

る人々の行う実践的推論から導かれる実践的知識のみが観察によらないもので

ありうる。これに対し、目的を共有していない人々が互いの行為について実践

的推論を再構成する場合、互いの目的を推測するためにまず相手の行為を観察

する必要がある。この場合にも彼らは実践的知識をもちうるが、それはあくま

でも観察による知識にとどまるのである。 
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