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共同行為と志向的因果 

――黒田説の批判的検討―― 
 

萬屋 博喜 
 

 

0. はじめに 

 

本稿の主題は、現代英米圏の哲学で「共同行為（joint action）」と呼ばれる概

念に関して、日本の哲学者である黒田亘（1928-89）が展開した独自の考察であ

る。
1
 黒田は、志向性と因果性の統一的解釈という観点から、「志向的因果

（intentional causation）」にもとづく意志行為（あるいは「意図的行為」）の因

果的解釈を提示したことで知られている。基本的にこの解釈は、例えばスイッ

チを押して門燈をつけるといった、単独の行為者によって遂行される個別の行

為に適用されるものとして提示されている。しかし、黒田は単独の行為だけで

なく、他の行為者と共に遂行する共同の行為についても因果的解釈が適用され

うると考えていたように思われる。私が本稿で論じるのは、共同行為に関する

黒田の因果的解釈が具体的にはどのようなものかということである。 

M. ブラットマンや M. ギルバートによる一連の仕事を通じて知られている

ように、現代英米圏の哲学における行為論では、主として共同行為の定義や成

立条件が議論の焦点となっている。
2
 それに対して、黒田は共同行為の定義や

成立条件に関する議論を展開していないようにみえる。しかし私は、黒田が典

型的ないくつかの共同行為について様々なかたちで説明を与えていることに注

目したい。例えば黒田は、強盗によって脅された銀行の宿直員が金庫を開けさ

せられる強制のケース（AN: 26）や、暗黙の相互期待によって遂行される調整
                                                                 

1 本稿で主に扱う黒田の著作は、『行為と規範』および同書所収の論文「行為の志向性」と「志

向性の文法」である。引用の際に用いる略号は参考文献表を参照してほしい。 
2 Bratman, 2009; Gilbert, 2000. 
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のケース（AN: 145）における共同行為を論じている。私の見るところ、黒田は

少なくとも強制と調整のケースにおける限りでの、共同行為の成立に必要な条

件、すなわち、行為主体の「合理性（rationality）」と行為主体間の「暗黙の相

互期待（コンベンション convention）」というふたつの条件を提示している。 

もちろん、「合理性」と「暗黙の相互期待」という条件は、特に黒田独自の

ものだというわけではない。合理性が共同行為の成立にとって不可欠な条件で

あることは多くの論者が認めるところであろうし、また、暗黙の相互期待につ

いても18世紀のD. ヒュームや20世紀のD. ルイスらがすでに詳細な議論を提

示している。
3
 私の見るところ、彼の見解の独自性はむしろ、共同行為に関す

．．．．．．．

る因果的解釈を提示した上で
．．．．．．．．．．．．．

、その解釈にもとづ
．．．．．．．．

く共同行為の成立条件を提出
．．．．．．．．．．．．．

している
．．．．

ところにある。しかしながら、黒田哲学に関するこれまでの研究では、

共同行為に関する黒田の見解がどのようなものか、また、その見解と意志行為

に関する彼の因果的解釈がどのように関係しているのか、ということが十分に

検討されてこなかったように思われる。
4
 

そこで本稿における私の目的は、共同行為に関する黒田の因果的解釈を確認

したのち、その解釈にもとづいて彼が提示する共同行為の成立条件を検討する

ことで、彼の見解の独自性を示すことにある。あらかじめ結論を述べれば、共

同行為に関する黒田の見解は、彼の因果的解釈にもとづく共同行為の成立に必

要な条件として、行為の当事者が互いに〈原因としての意志〉を共有している

ということを示す可能性を秘めているという点で独自性をもっている（当事者

や〈原因としての意志〉については、本論で詳しく説明する）。 

では、本稿の構成を示しておこう。まず、意志行為に関する黒田の因果的解

釈の骨子を説明する（1 節）。次に、共同行為に関する黒田の幾つかの論点を

具体的に検討したのちに、共同行為に対しても因果的解釈が適用されることを

                                                                 
3 合理性に関しては Bratman, 2009 を、暗黙の相互期待に関しては Hume, 1739-40: Book 3, 

Chapter 2; Lewis, 1969 を参照してほしい。 
4 志向性と因果性に関する黒田の見解については、すでに様々なかたちで紹介がなされて

いる（萬屋, 2008; 青山, 2009; 倉田, 2009; 関口, 2009; 戸田山, 2010）。なお本稿は、（萬

屋, 2008）で提示した解釈の不備を補い、黒田が最終的に到達した因果説の構想を検討

するものでもある。 
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示す（2 節）。最後に、まとめと展望を述べて論を終える（3 節）。 

 

1. 意志行為の因果的解釈 

 

まず、意志行為に関する黒田の見解を検討する前に、志向性と因果性を巡る

考察に関して彼がとっている基本方針を確認することからはじめよう。黒田の

基本方針は、概して言えば、知覚、意志行為、指示の志向性と因果性を統合す

るというものである。この方針にもとづいて、黒田は意志行為における志向的

関係（すなわち、志向作用と志向対象の関係）を「同一の記述によって媒介さ

れたふたつの事象の因果的結合」（IA: 163）、言いかえれば「志向的因果」（GI: 

185）として理解する。これは黒田によって「志向性の因果的解釈」（IA: 160）

と呼ばれている。
5
 

志向性の因果的解釈の背景として、黒田は L. ウィトゲンシュタイン、E. ア

ンスコム、D. デイヴィドソンの議論から、以下のテーゼを教訓として得たと述

べている（IA: 161-2）。
6
 

 

（1）志向性に関する言語主義：志向性は意識ではなく言語に関わる主題で

ある。 

（2）記述の同一性テーゼ：まだ現実になっていない事態を志向する体験と

それを充足する事態を結びつけるのは記述の同一性である。 

（3）志向性の文法的・形式的性格：志向的関係は概念的・文法的・形式的

                                                                 
5 読者のなかには、現代英米圏の哲学でしばしば主張される「志向性の自然化」を思い浮

かべる者もいるかもしれない。いわゆる「志向性の自然化」とは、脳のなかにおそらく

物理的に実現されている私の表象が、例えば机ではなく椅子を意味するのはどういうこ

とかということを、因果性だけを使って説明する試みである（戸田山, 2010: 1）。しかし、

黒田は自らのプログラムが志向性を因果性に吸収しようとする還元主義の試みではな

いことを述べ、心の哲学における「志向性の自然化」とは位相を異にすることを強調し

ている。この点に関する検討は別の機会に譲りたい。 
6 （1）から（3）については Wittgenstein, 1984、（4）については Anscombe, 1963、（5）に

ついては Davidson, 1980 をそれぞれ参照してほしい。 
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関係であり、偶然的・外的関係ではない。 

（4）志向性の内包性：志向性現象は「ある記述のもとで」のみ志向的であ

って、たとえ同じ現象に適合するとしても任意の別な記述をもってもと

の記述に置きかえることはできない。 

（5）因果性の準内包性：因果言明は、ふたつの出来事を、単に外延的対象

として名指された出来事としてではなく、「ある記述のもとで」結びつ

ける。 

 

このような背景のもとで、黒田は（1）から（5）のテーゼを巧く組み合わせ

ることによって、志向性と因果性の統合を試みている。その試みに際して、黒

田は知覚・意志・指示の考察に次の方法論を適用する。すなわち、体験や作用

の志向性についてじかに考察するのではなく、体験や作用を述べる言語行為や

そこで用いられる文（すなわち、志向的文）を考察するという方法論である（戸

田山和久はこれを「言語行為のフェノメノロジー」（戸田山, 2010: 1）と呼ん

でいる）。この方法論の採用に際して、黒田は「志向文による意識の表現とは

別に志向的意識現象という事実
．．

が自存する、と考えてはならない」（GA: 189; 強

調黒田）と述べ、志向性が言語に関わる主題であるという言語主義（テーゼ（1））

の支持を表明している。 

では、以上の方法論にもとづいて、意志行為に関して黒田はいかなる見解を

提示したのであろうか。以下では、戸田山のまとめを参考にしつつ（戸田山, 

2010）、このことを確認しておこう。 

 

1.1 文法的な形式概念としての「志向的対象」 

まず、黒田は「志向的対象（intentional object）」が「文法的な形式概念」（GI: 

190）であると主張する。志向性はしばしば「対象への関係」や「ついて性」と

して特徴づけられ、志向的体験と何らかの対象（すなわち、志向的対象）の間

に成立する関係として理解されてきた。そして、多くの論者は長きに亘り、こ

の志向的対象の存在論的身分を巡る問題に取り組んできたのである。この問題

について、黒田は言語主義者として、志向的対象を意識に内在する対象とみな

す「物象化」（GI: 192）の議論を批判しつつ、志向的対象を言語の文法的・形
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式的側面から解明すべきであると主張する。
7
 この主張を理解するために、次

のふたつの志向的文を考えよう。
8
 

 

（a） 少年兵は先頭の騎馬将校を狙撃した。 

（b） 少年兵は（赤ん坊のとき別れた）父親を探している。 

 （傍線部分：志向的対象を示す名詞的表現、波線部分：広義における志向

作用の動詞） 

 

（a）と（b）は、少年兵の一定の意志との関係において少年兵の行為（すなわ

ち、狙撃行為と探索行為）を語った志向的文である。また、（a）の志向的対象

は「先頭の騎馬将校」という記述のもとでの
．．．．．．．

人物で、（b）の志向的対象は「父

親」という記述のもとでの
．．．．．．．

人物である。このとき、たとえ先頭の騎馬将校が少

年兵の別れた父親と同一人物だったとしても、（a）の「先頭の騎馬将校」とい

う記述を「父親」という別の記述で置きかえることはできない。なぜなら、も

し（a）において記述を置きかえることができるならば、（a）は志向性の内包

性（テーゼ（4））を満たしていない文であるということになり、「彼の志向的

体験の正確な表現ではなくなる」（GI: 190）からである。 

では、黒田はいかなる意味で志向的対象が「文法的な形式概念」であると言

うのか。このことに関して、黒田はさしあたり次のように述べる。「われわれ

が何かを志向的対象と見なすのは、一定の文脈で
．．．．．．

或る動詞の働きを受ける目的

ないし対象（いわゆる direct object）としてそれ
．．

を性格づけることである」（GI:  

187-8; 強調黒田）。つまり、一定の文脈を離れて騎馬将校や父親を志向的対象

とみなすことには意味がない。志向的対象はじかに世界の事物に適用できるも

のではなく、「物理的対象（physical object）」（GI: 192）と対比して理解され

るべきものではない。むしろ、志向的対象と対比されるべきは「実質的対象

（material object）」（GI: 192）というもう一つの文法的な形式概念である。 
                                                                 

7 存在論的に言えば、黒田は志向的対象の存在を認めない。ただし、黒田がいわゆる「志

向性の副詞説」を採っているかどうかは明らかではない。 
8 原論文では六つの志向文のうちの③と④であるが、議論の都合のために番号を変えてあ

る。 
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黒田によれば、志向的対象は「ある記述のもとで」という制約のもとでの対

象であるのに対し、実質的対象は「ある記述のもとで」という制約を外し、あ

らゆる真なる記述の対象として考察される対象（経験的観察・描写・説明の対

象）である。上述の（a）と（b）を用いてこの対比を説明しよう。例えば、少

年兵が狙撃した先頭の騎馬将校は世界に実在し、無事弾丸が命中したとする。

このとき、少年兵の狙撃行為の志向的対象は「先頭の騎馬将校」という記述の

もとでの人物だが、その人物については体格や容姿などに関する無数の真なる

記述が可能だろう。しかもその記述のうちに、「十数年前に少年とその母を捨

てて敵国に身を投じた」という記述も含まれているとしよう（すなわち、その

騎馬将校こそ少年兵の探し求めていた実の父親であった）。このとき、少年兵

の狙撃行為の志向的対象は、その実質的対象である将校との記述の同一性
．．．．．．

を媒

介することで、少年兵の探索行為の志向的対象とも一致することになる。この

ように、われわれは同一のものについて志向的に語ることも実質的に語ること

もできる。この意味で、志向的対象と実質的対象の違いは単なる語り方なので

あって、そこにはいかなる存在論的断絶もないのである（GI: 193）。 

しかし、以上の議論だけによって、志向性の因果的解釈が可能になるわけで

はない。そのためには、黒田に固有の「記述」概念の導入が不可欠である。そ

こで次に、記述概念に関する黒田の議論を確認しておこう。 

 

1.2 当事者による定義としての「記述」 

黒田は、「記述」が「志向的体験の記録や報告ではなく定義であり、その経

験の、当事者にとっての意味」（IA: 165）であると主張する。意志行為を例に

とって説明しよう。黒田にとって、意志行為の「記述」とは、「何をやってい

るのか」あるいは「なぜそうしたのか」という第三者の問いに対して、行為の

当事者が応答する言語表現のことを意味する。すなわち、当事者の行為がある

「記述」のもとで意志的とみなされるのは、「何」や「なぜ」という第三者の問

いが当事者によって拒否されないとき、そしてそのときに限る、ということで

ある（cf. 柏端, 2007: 146）。たとえば、「なぜ手を挙げたのか」という問いに

対して、行為の当事者は「手を挙げているとは知らなかった」といったように

問いを拒否したならば、その行為が意志的であるとはみなされない。また、当
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事者の応答は、行為の現場で即座になされる応答でなければならない。たとえ

ば、「なぜ手を挙げたのか」という問いに対して、意志行為の当事者は観察や

推測を経ずに「タクシーを止めるため」と応答する。この応答において表明さ

れるのは、アンスコムの言う「観察によらない知識」である。これは、たとえ

ば「タクシーを止めるため」という当事者の記述が、観察や推測によらずに正

当化された真なる行為の目的の表現になっているということである。この意味

で「観察によらない知識」は、第三者に対しては当事者の行為の「定義」とし

て機能する。すなわち、「タクシーを止めるため」という当事者の記述は、そ

れを聞いた第三者にとって、「手を挙げるという当事者の行為は「タクシーを

止める行為」である」というように、当事者の行為を定義するものとして理解

されるべきものなのである。そして、第三者が当事者の記述を定義としてみな

すとき、両者は行為の記述を共有していることになる。このように、記述が当

事者と第三者のあいだで共有されてはじめて、当事者の行為が意志的とみなさ

れるのである。 

 このように記述を重視する黒田の見解は、一見すると意志主体の表象や意識

の志向性を第三者的視点から眺められた自然界の因果的構造へと重ねようとす

るものであるように思われるかもしれない。しかし、黒田の言う意志行為の記

述は、当事者の外側から与えられるものではなく、当事者
．．．

の内側から
．．．．．

与えられ

るものなのである（戸田山は、これを「当事者視点のフェノメノロジー」（戸

田山 2010: 2）と呼んでいる）。意志行為の記述は、当事者が行為の現場で与

えるものなのであって、その即座の言語表現は「行為の志向性の内的、本質的

な構成因」（IA: 165）である。
9
 ただし、この当事者の現場性および当事者の

内側からの記述という論点は、次節で論じる意志表明の言語ゲームというアイ

デアをもってはじめて明らかになる。 

 

 
                                                                 

9 戸田山の指摘するように、ここで「表象内容の自然化」という問題は表立っては生じな

い。なぜなら、当事者の内側から与えられる意志行為の記述は、第三者に対してはその

定義として機能するからであり、そうした記述と定義は、ほとんど間違えることのない

「観察によらない知識」だからである（戸田山, 2010: 3）。 
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1.3 〈意志〉についての虚構主義的道具主義 

このような「当事者視点のフェノメノロジー」のもとで、黒田はいかにして

意志行為の因果的解釈が可能になると考えたのであろうか。手を挙げようと思

って手を挙げたという単純な行為を考えよう。ふつうに考えれば、この行為は

「手を挙げる」という意志によって引き起こされた「手を挙げる」という動作と

して分析されるであろう。この分析は、デイヴィドソンの言うように、「手を

挙げようと思ったが「ゆえに」手を挙げた」という文の「ゆえに」という関係

の本性を因果関係によってしか説明できないということによって保証される

（Davidson, 1980: 9）。しかし黒田は、意志主体の内側に「意志」なるものが存

在して、それが意志行為を引き起こしたとは考えない。というのも、前節で見

たように、行為は、「手を挙げる」という志向的対象と「手を挙げる」という

実質的対象の記述が同一であることによってはじめて、意志的になるからであ

る。とはいえ、黒田は意志が動作を引き起こす
．．．．．

という心身因果に関するわれわ

れの直観を消し去ってしまうわけではない。むしろ、黒田は次の連言を主張し

ようとしている（IA: 175）。 

 

  〈原因としての意志〉（以下、〈意志〉） 

（ⅰ）〈意志〉は、擬制的存在である。 

（ⅱ）〈意志〉は、それが存在する「かのように」語る意志表明の言語ゲー

ムにおいて、その行為を引き起こすものとして導入される。 

 

これらの主張は、合わせて「〈意志〉についての虚構主義的道具主義」（cf. 戸

田山, 2010: 4）と呼ぶことができよう。黒田によれば、〈意志〉の因果的効力

は脳過程と身体動作のあいだに因果法則的連関があることによって保証されて

いるわけではなく、むしろ、意志表明の言語ゲームに参加する行為の当事者の

言語能力によって保証されているのである。では、行為の当事者の言語能力は

いかにして〈意志〉に因果的効力を付与するのか。この問いに対する黒田の議

論を再構成すれば、以下のようになる（IA: 175-78; 178-90）。 

行為の当事者が意志表明の言語ゲームに参加するためには、以下の条件が必

要となる。まず、行為の当事者は、すでに意志表明の言語ゲームに参加してい
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る人による訓練を通じて、身体動作とその記述が互いに連関するという暗黙の

期待を抱くようになる。次に、こうした経験を反復することによって、行為の

当事者は、身体動作
10
とその記述のあいだに直接的な因果

．．．．．．
性
．
を経験する。そし

て、この因果性の経験によって、行為の当事者は、身体動作を因果的に語る言

語能力、すなわち、身体動作の適切な記述の仕方（具体的には、行為の言語の

構文規則や意味規則など）を習得する。こうした条件のもとでのみ、当事者は

意志表明の言語ゲームに参加することができるようになるのである。訓練のイ

メージとしては、教師が「テヲアゲル」と発言しながら実際に手を挙げてみせ、

それを見た生徒が「テヲアゲル」という聴覚的刺激と手を挙げるという身体動

作のあいだに規則的な連関を期待する場面を思い浮かべてみるのがよい。この

とき、「動作の記述
．．

に相当する聴覚的刺激により、その記述に適合する動作的

反応が繰り返し喚起されること、すなわち、因果
．．

の経験の反復によって訓練が

進行する」（IA: 179）。そして、この訓練を経た生徒は、手を挙げる動作を「手

を挙げる動作」という記述から切り離して経験することができなくなる。この

ような因果的背景があってはじめて、生徒は身体動作を因果的に語るための言

語能力を身につけることができる、というのが黒田の主張である。 

 

2. 行為の共同性と典型的な共同行為 

 

前節までの議論により、黒田は、文法的な形式概念としての「志向的対象」、

当事者による定義としての「記述」、〈意志〉についての虚構主義的道具主義

という三つの主張によって、意志行為の因果的解釈を遂行したことが明らかに

なった。もちろん、黒田の見解はすでに多くの問題を抱えているが、本節では

そうした問題には触れず、共同行為に関する黒田の見解を確認しておこう。 

 

2.1 行為の共同性 

冒頭で述べたように、何を共同行為として認めるかについては議論の余地が

                                                                 
10 黒田は、基本的な身体動作を A. ダントーに倣って「基礎行為（basic action）」と呼ん

でいる。 
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ある。しかし、本稿では、共同行為の定義や成立条件に関する現代の論争には

立ち入らず、なぜ黒田が共同行為を一つの独立した主題として取り上げなかっ

たのか、という問いから議論をはじめることにしたい。 

黒田が共同行為をことさらに取り上げて論じなかった理由は、1.2 で触れた

「当事者視点のフェノメノロジー」に求められる。すなわち、黒田の言う行為の

「当事者」は一人称単数（私）だけでなく一人称複数（われわれ）も含まれる、

ということである。例えば、ペンキを塗るという行為の当事者は、単独でペン

キを塗る場合には「私」になるであろうし、他の誰かと一緒に塗る場合には「わ

れわれ」になるだろう。このことから、黒田は、じかに共同行為とそれ以外の

行為を区別するものは何かという問いに取り組まず、「われわれ」をふくむ当

事者の行為の共同性
．．．

がいかなる条件のもとで成立するのかという問いに取り組

むことから議論をはじめるのである。そして、行為の共同性の成立条件を探る

ために、黒田は典型的な共同行為
．．．．．．．．

の成立に必要ないくつかの条件を示そうと試

みたのである。 

 以下では、強制と調整のケースにおける共同行為に関して黒田が主張してい

ることを確認したのちに、黒田が主張していることを明らかにしてゆこう。 

 

2.2 典型的な共同行為の成立に必要ないくつかの条件 

まず、強制のケースにおける共同行為である。以下の一節は、柏端達也も指

摘するように、強制のケースにおける共同行為が典型的なものであることを見

事に示している（柏端, 2007: 50）。 

 

たとえば強盗のピストルで脅かされて会社の金庫を開けさせられる宿直の

社員は、たしかに、そういう例外的な状況でなければするはずのないこと

を強いられて行うのだが、その場合でも宿直員は、強盗の指図に従うこと

がトータルにはよりよい選択であると信じてそうしたのだ、とわれわれは

理解するだろう。つまりこのような場合もふくめて、人間は必ず自分にと

ってよりよいと思われる行動を選ぶ、というのが行為の解釈の根本原則で

ある。（AN: 26） 
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柏端によれば、黒田の言う「行為の解釈の根本原則」は次のように定式化され

る。すなわち、「行為者はかならず「すべての点を考慮して自分にとってより

よい」と判断されるようなことを選択しようと意図する」（柏端, 2007: 50）と

いうものである。この原則は、強制のケースにおける共同行為にとって行為の
．．．

当事者の合理性
．．．．．．．

が不可欠であるということを示している。 

また、この原則に加えて、強制のケースにおける共同行為は行為の当事者間
．．．．．．．

の暗黙の相互期待
．．．．．．．．

も要求するであろう。例えば、強盗に脅されて金庫を開けた

宿直は言われるままに金庫を開けたのであるが、この脅されて行為したという

事実は彼から意志を奪うものではない。宿直員はもちろん強盗の命令に従わな

い自由をもつが、その命令に従わなければ銃で打たれるだろうということを考

えると、命令に従わないという選択肢を選ぶのは彼にとって合理的でない。強

盗もそのことを承知した上で、宿直員に命令したのである。つまり、強盗は脅

せば金庫を開けてくれるだろうと期待し、宿直員は命令に従えば銃で打たれず

に済むであろうと期待している。このとき、強盗と宿直員はどちらも「金庫を

開ける」という意志行為をおこなっているのであって、その意味で強制のケー

スにおける当事者（強盗と宿直員）の行為は意志行為である。以下ではこれを

共同意志行為
．．．．．．

と呼ぶことにしよう。 

 次に、調整のケースにおける共同行為である。以下の一節で述べられている

行為は、強制のケースとは異なり、当事者の合理性と暗黙の相互期待だけでは

成立しないものであることがわかるであろう。 

 

つまりそれは、ふたり以上の行為者のあいだに基本的な利害の対立がなく、

それぞれにとってもっとも有利な協同作業の型を発見すれば問題が解決す

るような場面である。簡単な例をとれば、いま A と B が電話で話している

とき、突然電話が切れたとする。ふたりともぜひ会話を続けたい。その場

合 A も B も、自分からダイアルするか、相手のコールを待つか、そのどち

らかを選ばねばならない。A がコールして B は待つ、あるいは B がコール

して A は待つ、そのいずれかであれば電話は再びつながる。しかし A、B

ともにダイアルし、あるいは A、B ともに待てば、もちろんふたりとも目

的は遂げられない。（AN: 145-6） 



 

94 

ブラットマンの言葉を借りれば、強盗のケースにおける共同行為は「共有され

た行為（shared action）」であるのに対し、調整のケースにおける行為は「共有

された友好的行為（shared cooperative action）」である（Bratman, 2009: 47; cf. 古

田, 2011: 4-5）。黒田によれば、少なくとも調整のケースにおける「共有された

友好的行為」は、その成立のために、当事者の合理性と当事者間の暗黙の相互

期待だけでなく、当事者の友好性（あるいは基本的な利害の対立の欠如）も要

求されるのである（AN: 148）。 

 以上のように、黒田は「当事者視点のフェノメノロジー」のもとで、強制の

ケースと調整のケースの違いが当事者の友好性の有無にある、と考えていたこ

とがわかるであろう。しかし、これは「共有された行為」と「共有された友好

的行為」の違いではあっても、共同行為とその他の行為の違いではけっしてな

い。その違いを示すための条件のひとつは、むしろ〈意志
．．

〉の共有
．．．

の有無とい

う点に求められるように思われる。そして、この条件がなければ、行為の共同

性の成立条件を十全に解明することはできないように思われるのである。 

黒田は、〈意志〉の共有の有無という点について明確な主張を提示していな

い。しかし私の見るところ、黒田も、当事者の合理性・当事者間の暗黙の相互

期待・当事者間の〈意志〉の共有という条件が揃ってはじめて、意志行為を共
．

同
．
意志行為とみなせると考えることができたように思われる。 

以下では、この方向で黒田の議論を理解する可能性を示したのちに、どこに

黒田の議論の独自性を求めるべきかについて論じよう。 

 

2.3 〈意志〉の共有 

 すでに述べたように、黒田は〈意志〉に関する虚構主義的道具主義の立場を

とっている。つまり、〈意志〉は、たしかに擬制的存在であるが、それが存在

する「かのように」語る意志表明の言語ゲームにおいて、意志行為の因果的要

因として導入される、という見解を採用する。このような仕方で導入された〈意

志〉は、黒田にとって当事者による行為の「記述」を意味する。そして、この

「記述」を共有するとき、当事者の行為は共同意志行為とみなされる。 

さきほどの強盗の例をもちいて、この考え方がいかにして共同行為に適用さ

れるのかを確認しよう。強盗の脅しによって宿直員が金庫を開けるという行為
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は、「金庫を開ける」という共同意志行為である。このとき、強盗と宿直員の

行為は、どちらも「金庫を開けようとして金庫を開ける」という記述のもとで

の行為であるとみなすことができる。そして、「金庫を開ける」という〈意志〉

と「金庫を開ける」という行為の記述が同一のものであることによって、強盗

と宿直員の行為は意志的なものとみなされる。もちろん、強盗の行為と宿直員

の行為は、それぞれについて様々な記述を与えることができる。しかし、強盗

と宿直員は「金庫を開ける」という当事者の内側から
．．．．．．．．

与えられた記述を共有し

てはじめて、すなわち、「観察によらない知識」を共有してはじめて、〈意志〉

を共有した共同意志行為を遂行していることになるのである。そして、意志表

明の言語ゲームに参加している当事者はみな、行為を因果的に語るための言語

能力を身につけているので、共有された〈意志〉が行為を引き起こすものであ

ると語ることができるのである。もし、強盗と宿直員のあいだで、すなわち、

当事者間で〈意志〉が共有されていなければ、その当事者たちは共同意志行為

を遂行しているとはみなされないであろう。 

 以上のように、黒田は、当事者による「記述」の共有にもとづく〈意志〉の

共有という点が、共同行為とその他の行為を区別する条件であると考えること

ができたように思われる。この黒田の主張に独自性があるとすれば、それは当

事者による行為の「記述」の共有が直接的な因果性の経験を背景としていると

いうこと、そして、そうした因果的背景にもとづいて習得された言語能力によ

って擬制的存在としての意志と行為のあいだの因果関係について語ることが可

能になっているということに求められるであろう。 

 

3. おわりに 

 

前節までの議論で、私は共同行為に関する黒田の見解がどのようなものであ

るかを明らかにした。それは、黒田の「書かれなかった」共同意志行為論と呼

ぶことのできるものであろう。しかし、黒田は結局のところ、行為の志向性に

対して因果的解釈を与える際に、直接的な因果性の経験と、身体動作を因果的

に語るための言語能力の関係について、十分な説明を与えていないように思わ

れる。というのも、言語能力を習得する訓練において経験される因果性がどの
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ようなものかについて明確な議論を展開していないからである。黒田自身は言

語ゲームの発生論的考察に終始しているが、実際に黒田がおこなうべきだった

のは、ひとことで言えば「行為の存在論」の展開であったと思われる。すなわ

ち、行為はどのような存在者として記述されているのか、経験される因果性は

どのような仕方で存在するのか、このような問いを言語という観点から分析す

ることであったように思われる（cf. 倉田, 2009）。このことが明らかにされな

い限り、黒田が構想した「価値意識の構造や機能に関する因果的解釈」（IA: 182）

も見込みのないものとなるだろう。 

このように、黒田の見解は、そのままでは多くの修正と改善を要する。しか

し、「書かれた」意志行為論から「書かれなかった」共同意志行為論を引き出

し、その可能性と限界を追究することは、現代のわれわれに残された一つの大

きな課題であると思われる。 
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