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共同行為と諒解 

――M.ヴェーバーによる共同志向性の理論―― 

 

木村 正人 

 

 

社会秩序を行為の意図から解明しようとする社会学的行為論は、複数の人び

とによってなされる共同行為をどのように記述しうるだろうか。本稿の目的は、

近年分析哲学を中心に盛んに議論されている共同行為という現象を、M.ヴェー

バーが体系的に構想した理解社会学の理論に沿って捉え直すことにある。 

社会学を行為論によって基礎づけたヴェーバーはしかし、やや意外なことに、

今日の議論に言うようないわゆる共同行為――複数の行為者が同一の行為とし

て記述可能な出来事を一緒に成し遂げているような事態――についてほとんど

論じていない。そこで、ここでは限られた論究を示すものとして、ヴェーバー

による諸著作のなかでも理論形成史的に特異な位置を占める「理解社会学のカ

テゴリー」論文（以下「カテゴリー」論文）を取り上げ、そこで主題化されて

いるゲマインシャフト行為（ Gemeinschastshandeln ）概念と共同行為

（Zusammenhandeln）概念を手掛かりに、これらが成立する要件と、それらを基

礎に成る社会団体の分類を明らかにする。 

「カテゴリー」論文におけるヴェーバーの議論は、意図の担い手を個人に限定

するという方法論的な態度を一応は維持しながら、人びとがゲマインシャフト

行為を通じて他者と関与する際、行為者とその相手が実際にどのような主観的

意図を持っていたかを超えて、それらに関する予想がどのような客観的蓋然性

をもっているかを問題にしている。しかもその予想の背景にあるのは、われわ

れがあたかも
．．．．

共有された定律にしたがっているかのように
．．．．．

振る舞うだろうとい

う、先取りされた諒解であり、行為者の意図はそれによって制約を受ける。 

                                                                 
 本稿は、2011 年度第 2 回行為論研究会「共同行為論の射程」（2011 年 1 月 29・30 日、

高千穂大学）において報告した拙論「共同行為の社会学理論――M・ヴェーバー〈カテ

ゴリー〉論文解題」に加筆修正を加えたものである。 
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酔っぱらいの取押さえと救難行為を事例に、ヴェーバーは、互いに匿名の人々

を含む複数の行為者が、明示的な取り決めがあるわけではないのに、制定され

た定律（秩序）があるかのような
．．．．．

「諒解」（Einverständnis）にもとづいて共同

行為が成し遂げられる機序を分析している。 

共同行為を成り立たせるこの諒解という概念は、ヴェーバーの諸著作の成立

史にも配慮して読み解くことが必要な特殊な概念である。「カテゴリー」論文

を改訂して書かれた、そして、社会学を行為論によって基礎付けるヴェーバー

理論の体系を示すものとして一般的にはよりよく知られている「社会学の基礎

概念」論文において、この概念は削除されており、それに伴って共同行為への

言及も消えている。代わりに「基礎概念」論文において、中心的な位置を占め

るのが社会的行為の概念である。周知のごとく、ヴェーバーはこの社会的行為

の在り方に応じて、種々の社会団体を分類しようとした。しかし理解社会学に

おける社会団体概念は、「カテゴリー」論文におけるヴェーバーのそもそもの

主張によれば、「人間の特定の種類の共同行為
．．．．

のカテゴリーを表現している」

（Weber, 1967: 439＝海老原・中野訳 38――傍点は引用者による）のであり、そ

の限りで「基礎概念」論文における社会的行為の概念とは厳密には噛み合わな

いものになっている。 

「基礎概念」論文は、共同行為や諒解といったカテゴリーを「〈理解可能な〉

行為へと、すなわちとりもなおさず参与している個々人の行為へと還元する」

（Weber, 1967: 439＝海老原・中野訳 38）という、「カテゴリー」論文の「方法

論的個人主義」的構想を徹底することで、これらへの言及を抹消し、論述の一

貫性を確保しているかに思われる。しかし、こうしたヴェーバーの「還元主義」

は、他方で、社会関係を形成する行為に「客観的蓋然性」を要請することから

もわかるように、行為をある視点から説明するための「方法的」なものにすぎ

ない。理解社会学は社会的行為を行為者の意図に還元するプログラムとして構

想されながら、いざ社会的行為にもとづいて成立する社会関係や社会団体の概

念を規定するにあたっては、観察者としての行為者や社会科学者がいかなる認

識根拠をもって、行為を予想し、再構成できるかという視点から語られており、

その記述の視点は単純ではない。 

共同行為と、その成立要件としての諒解は、実のところ、そうしたヴェーバ
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ーの表向き還元主義的な方針（「方法論的個人主義」）の破れ目を示すもので

あり、本稿では、この還元主義の間隙にこそ、現代共同行為哲学への古典社会

学からの貢献を探ろうとするものである。以下、第 1 節で「カテゴリー」論文

のテキスト成立史上の位置づけと用語法の整理をし、第 2 節でゲマインシャフ

ト行為の定義と事例を確認したうえで、第 4・5 節において、ゲマインシャフト

行為の行為者が他者の行動を予想する際に依拠する「定律」と、共同行為が成

り立つために他者との間に想定される「諒解」についてそれぞれ詳述する。最

終節では、共同行為を示差的にする特徴として、現代の論者たちが論じてきた

種々の概念（われわれ意図、共通知識、共同コミットメント等）との比較にお

いて、ヴェーバー共同行為論がいかなる意義と射程をもつか検討する。 

 

1．「基礎概念」と「理解社会学のカテゴリー」 

 

1.1. 『経済と社会』編纂問題 

分析哲学を中心に展開されている現代の共同行為論の代表的な論者のうち、

例外的に社会学の古典にも相応の目配りをしているのが、M.ギルバートである。

彼女は、社会科学の主題となる「社会的事実」を社会的行為概念によって特徴

付けようとしたヴェーバーの議論になにより注目しながら、しかし、ヴェーバ

ーの社会的行為概念が、行為者の複数性ないし集合性を考慮していないこと、

また主観的意図において社会的ではない社会現象（社会現象としての自殺）を

排除してしまうことから、社会団体その他の共同性（collectivity）を基礎付ける

ものとしては不十分であると結論付けている。（Gilbert, 1989: 55-7） 

ギルバートの批判がその際依拠しているのは、ヴェーバーの「社会学の基礎

概念」論文（1921 年）である。この論文は、ヴェーバーの死後妻マリアンネに

よって編纂された「主著」『経済と社会』冒頭に位置付けられ、ヴェーバー社

会学の方法論的な見取り図の役割を果たすものとしてよく知られている。 

ヴェーバーはこの論文の冒頭で社会学を定義して、次のように述べている。

「社会学（この言葉はきわめて多義的に用いられているが、ここで理解される意

味における）とは、社会的行為を解明しつつ理解し、これによってその過程お

よび結果とを因果的に説明しようとする一つの科学のことを言うべきである」
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（Weber, 1967: 542＝阿閉・内藤訳: 8）。 

すなわち社会学という学問は、ヴェーバーにとって「社会的行為」をこそ説

明の対象とし、とりわけそれを個人の行為意図に遡って「理解」しようとする

理解社会学としてその方法を規定されている。個人の意図や動機へと遡及する

点で、彼の理解社会学はたしかに自覚的に方法論的個人主義を採用している。 

 しかしヴェーバーの理解社会学における、行為概念のより詳細な位置付けを

探るには、基礎概念論文のみを参照にすることでは不十分である。F.テンブル

ック（Tenbruck, 1977）や折原浩（折原, 1988）をはじめとするヴェーバー研究

者たちのテキスト・クリティークによって明らかにされてきたように、『経済

と社会』「第二部」の各論社会学（1910～14 年草稿、いわゆる「旧稿」）は、

「基礎概念」論文を嚆矢とする第一部（1919～20 年改訂稿）とはそもそも執筆

時期や完成度を異にした草稿群であり、旧稿が実際に依拠している用語法は、

むしろそれと並行して執筆され、「基礎概念」論文のもととなった独立の論文

「理解社会学のカテゴリー」（1913 年）に基づくものである。1 「基礎概念」論

文は、「カテゴリー」論文における用語法を整理・簡略化しつつ、さらに新た

な行為分類を付け加えたテキストであり、それゆえ両者は基本的には同様の主

題を論じたものでありながら、概念定義の重要な点で相違しているといえる。

2 

 

1.2. 用語法の整理 

そうした相違のうち、本稿にとって重要なのが、ゲマインシャフト行為と社

会的行為概念の扱いである。「カテゴリー」論文において、ゲマインシャフト

行為は、他者の行動へと意味の上で関係付けられた行為一般を指すものとして

定義されており、これは「基礎概念」論文における社会的行為に相当する。そ

                                                                 
1 さらに旧稿全体を統一したものとして扱い得るか、「カテゴリー」論文での用語法がそ

れら全体に及ぶとみなしうるかをめぐって、近年に至るまで論争が続いている。（シュ

ルフター・折原, 2000） 
2 公平を期していえば、ギルバート自身もちろん、そのことを知らなかったわけではない。

彼女は「カテゴリー」論文におけるヴェーバーが、「基礎概念」論文における「公式見

解」よりも、社会的行為概念を「かなり制約的に」用いていることを指摘しつつ、概念

用法の変遷については敢えて拘泥せずに論述を進めている。（Gilbert, 1992: 53） 
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して市場共同体や宗教、人種、国家などさまざまな社会集団を分析している『経

済と社会』第二部（旧稿）が踏襲するのはこの「カテゴリー」論文における用

法である。（松井, 2007: 19f.） 「基礎概念」論文では、ゲマインシャフト行為

はゲゼルシャフト行為と対をなす社会的行為のサブクラスとして扱われている。

そこではゲマインシャフト行為は感情的ないし伝統的な共属感にもとづく社会

的行為に限局され、合理的な動機にもとづくゲゼルシャフト行為と対照されて

理解されている。このような用法は旧稿の論述には見られない。「カテゴリー」

におけるゲマインシャフト行為とは、むしろ「基礎概念」におけるゲマインシ

ャフト・ゲゼルシャフト関係双方の基礎となるより一般的な概念なのである。 

 

1.3. 基礎概念のカズイスティーク 

ヴェーバーによって与えられている術語（行為・社会的行為）を参照する際、

さらに留意する必要があるのは、彼が包括的な概念規定を与えたうえで、それ

にしたがって諸事例を分類するのではなく、概念の構成要素を排除事例ととも

に漸進的に列挙していくという独特の記述スタイルをとっていることである。

種々の基本概念について明示的に与えられている定義の多くが内包的規定とし

ては十分ではなく、基本的な「行為」の概念規定ひとつとっても、その含意を

汲みつくすには、決議論的に枚挙されている適用事例を参照しつつ、理念的規

定をさらに精緻化する必要がある。ヴェーバーの著作はそもそも難解なことで

知られるが、こうした著述上のスタイルは、とりわけ「カテゴリー」論文の文

章を込み入ったものにしている。 

以下では「カテゴリー」論文に依拠してゲマインシャフト行為および共同行

為概念を整理しつつ、現代の議論においても問題になっている共同行為論のい

くつかの重要な争点を、ヴェーバー行為論のうちに読み取っていく。その際、

ヴェーバーの用語法に示されている諸契機を補完的に読み解くために、Ａ.シュ

ッツやＡ.ライナハといった初期現象学者たちによる考察をも参照する。 
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2. ゲマインシャフト行為の諸要件 

 

2.1. 社会的行為一般としてのゲマインシャフト行為 

 すでに述べたように、ヴェーバーは社会学を、社会的行為を対象とする学問

として規定している。にもかかわらず、法社会学や宗教社会学、支配の社会学

といったヴェーバーの領域社会学的な著作群においては、社会的行為概念はほ

とんど用いられておらず、代わりにゲマインシャフト行為という術語を中心概

念として議論が展開されているのは、上で述べたような遺稿編纂上の事情から

であった。 

「カテゴリー」論文および旧稿の枢要をなすゲマインシャフト行為とは、それ

では何か。それは「人間の行為が主観的な意図において他の人びとの行動と関

係させられている場合」（Weber, 1967: 441＝海老原・中野訳: 43）を指す。「行

動」（Verhalten）とここで呼ばれているのは、行為者の心的態度を含む振る舞

いのことである。定義からして、「カテゴリー」論文および旧稿におけるゲマ

インシャフト行為とは、「基礎概念」論文でヴェーバーが論じた「社会的行為」

一般に相当するものであると言える。 

 

2.2. 衝突事故の排除 

それでは主観的意図において他者の行動に関係付けられているという要件は、

ゲマインシャフト行為から何を排除し、翻って何をそこに含めることになるの

か。それを明らかにするために、ヴェーバーが例示しているのが、非ゲマイン

シャフト行為としての衝突事故の例である。（Weber, 1967: 441＝海老原・中野

訳: 43） 主観的意図に即して行為の生起を捉えるのであるかぎり、意図せぬ他

者との身体接触はゲマインシャフト行為と呼ばない。これは意図による他者へ

の方向付けを問題にしている箇所での言明であるが、社会性を行為者の意図の

水準で論じようとするヴェーバーの語法上の限定は、そもそも行動がその主体

の意図によらずもちうる社会性を問題にしていないことになる。 

 

2.3. 群衆行動の排除 

たまたま同期する多数の行動ないし群衆行動、あるいは観察者によって規定
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される斉一的な諸行為や「純粋な模倣」もまた、行為者自身による主観的な方

向付けを伴っていない以上、ゲマインシャフト行為とは呼びえない。（Weber, 

1967: 454＝海老原・中野訳: 81f.） ヴェーバーが考察しているのは、雨天時に通

行人が、ただ雨に対する個人的な対処としてそれぞれ一斉に傘を広げたり、パ

ニックに陥ったりする例であるが、これらに見出される「群衆心理」はヴェー

バーの位置付けに従えば、無意識と行動との（当事者によって意図されていな

い）意味連関によって行動を説明する心理学の対象ではあっても、社会学の対

象ではない。 

 

2.4. 自殺の社会性 

行為の単位をあくまでも行為者の意図に即して規定しようという、このヴェ

ーバーの一貫した立場は、自殺現象の社会性に関してギルバートが提起した批

判を呼び込むポイントでもある。（Gilbert, 1989: 44ff.） 

ギルバートはヴェーバーとの対比で、E.デュルケムの『自殺論』を参照して

いる。デュルケムは、「死が、当人自身によってなされた積極的、消極的な行

為から直接、間接に生じる結果であり、しかも、当人がその結果の生じうるこ

とを予知していた場合を、すべて自殺と名づける」（Durkheim, 1930: 9＝宮島

訳:22）とし、意図ではなく予知をもって自殺を定義している。つまり彼は自殺

を規定する際、自殺者の主観的な意図を考慮しておらず、その自殺概念は行為

概念とは言えない。3 それゆえ、西阪仰がかつて指摘したように、たとえば殉

職であれ特攻隊員の死であれ、そこでは自殺として扱われることになる。（西

阪, 2001: 18） 

階級や年齢集団等社会学で用いられる一連の集合概念は、たしかに当事者自

身の意図を顧慮せず、諸個人の客観的表徴を基礎として、観察者視点によって

成立しうる。これらを社会学がまったく分析対象としての社会現象に含み得な

いのであれば、理解社会学はたしかに偏狭に過ぎる。しかし理解社会学は、そ

                                                                 
3 この点については、社会学の機能主義的理論の限界を明らかにする目的で、A.ギデンズ

が言及している。彼はデュルケムが意図と予知の区別を「まったく意識的に――おそら

くは意図的に――消去している」ことを指摘したうえで、「自殺の理論が行為の合理化

の因果的重要性を認めるということであれば、この〔意図と予知の〕区別は維持される

べきである」と述べている。（Giddens, 1977＝宮島他訳: 37; 262） 
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うした諸事象を第一の対象としていないにせよ、それらを無視するわけではな

く、行為が準拠する条件や（ときに意図せざる）結果として関心を寄せる。

（Weber, 1967: 431＝中野訳: 16） それは、あくまでも行為の主観的な動機連関

との関連において、主観的意図には必ずしも還元できない行為連関（行為のお

かれた文脈）や社会的帰結を分析するというプロジェクトなのである。 

 

2.5. 関係付けの宛先としての身体――外科手術の排除 

他方、ヴェーバーが念頭においている社会的行為の諸事例からすれば、「他

者への」関係付けという規定は、いまだ十分ではない。意図による方向性が端

的に他者の物的身体にのみ向かっているような事例として、ヴェーバーは、乳

児を単に対象として考慮する場合を挙げ、ゲマインシャフト行為から除外して

いる。（Weber, 1967: 442＝海老原・中野訳: 47） 先に見た定義においては、他

者の「行動」との関係付けが問題にされていたが、実のところゲマインシャフ

ト行為において行為者が関係付けられている対象は、他者の意識経過であり、

しかも他者を特定の行動へと動機付けることを目的とするような行為をこそ、

ヴェーバーはゲマインシャフト行為の範型と考えている。したがってたとえば、

患者の身体を単に物的に取り扱う外科手術や、目の前にいる他者の歩調に身体

運動を同期させる隊列での所作などは、やはりゲマインシャフト行為から除か

れるのでなければならない。4 このような関係付けやその宛先の多義性を指摘

し、概念のさらなる精緻化を図る試みを展開したのが、一連の現象学者たちで

ある。 

 

3. 片思いは社会的か――若干の現象学的補遺 

 

ヴェーバーの言うゲマインシャフト行為は、一人称行為者の志向性の方向い

                                                                 
4 これらの事例は、すぐ後に言及するシュッツが検討している。（Schutz, 1932:162）た

だし後者の隊列の事例は、「カテゴリー」論文におけるヴェーバーの用語法では、ゲマイ

ンシャフト行為から区別されるべき「模倣」行為ということになるだろう。（Weber, 1967: 

455＝海老原・中野訳: 83f.） 模倣は群衆行動と並んで、とりわけフランスの社会学創成期

に中心的に主題化されたが、これら群衆心理学的なアプローチから社会学を明確に画す

ることをヴェーバーは企図したのである。 
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かんによって一方的に成立しうるように規定されていながら、その決議論的な

叙述のなかで、実は二人称の他者から一人称行為者へと反対方向の定位をすで

に含意している。 

他者への「方向付け」（Orientierung 定位すること）や「関係付け」には、た

しかにヴェーバーが区別していない諸段階がある。純粋に内的なままにとどま

って、他者への影響を欠くような方向付けの例としては、たとえば片思いのよ

うな事例を考えればよい。これに対して、伝達や命令、依頼などといったゲマ

インシャフト行為は、内的志向の外部化、すなわち表明（Äusserung）を要請す

る。ヴェーバーのゲマインシャフト行為（すなわち「基礎概念」論文における

社会的行為）概念のこの点における不備を詳細に論じたのが、「民法のアプリ

オリな基礎」を行為論に求めた現象学者 A.ライナハの著書『民法のアプリオリ

な基礎付け』である。（Reinach, 2007） 

ライナハはのちの言語行為論を先取りするようなスタイルで、これら社会的

行為（soziale Akt）のサブクラスを検討し、社会的行為が表明を要請すると言う

とき、遂行者のほかに、表明ないし告知の名宛人としての二人称主体を必要と

することを指摘している。自尊や自己嫌悪など遂行者と名宛人が同一人物であ

るような体験もあるため、ライナハは、上記の行為をとくに他者関係的な

（fremdpersonal）な体験と呼ぶ。（Reinach, 1913: 706） 羨望や容赦（Verzeihen）

は自分を対象をすることができない点で、他者関係的であるが、命令や依頼を

それらから区別するのは、単に、他の主体と必然的に関わるのみならず、さら

に他者「に対しても向けられている」（sich auch daran anwenden）点である。容

赦は、他者関係的でありながら、決意などとおなじく純粋に内的に遂行可能だ

というのが、ライナハの見解である。 

命令や依頼といった社会的行為は、明らかに他者によって私の意図が認識さ

れること、そのような仕方で他者の内面へと介入することを要請している。社

会的行為のこのような特徴を、ライナハは、他者による「聴取必要性」

（Vernehmungsbedürftigkeit）と呼ぶ。（Reinach, 1913: 707） 他者に聞き取られる

こと（vernommen）はこれら社会的行為の成立要件である。他者に適切な仕方

で聞き取られなければ、命令や依頼は失敗に終わるからである。 

他方、ヴェーバーの理解社会学を現象学の立場から補完しようとした論者と
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して著名な A.シュッツは、ライナハの『民法のアプリオリな基礎付け』には言

及していないものの、ヴェーバーのゲマインシャフト行為（社会的行為）論に

対して彼が加えた修正はそれと驚くほど軌を一にしている。（Schutz, 1932: 161ff.） 

意図が外部化されることではじめて影響可能性が成立するのであり、この限り

で、ヴェーバーのゲマインシャフト行為概念は、やはり単なる内的な他者定位

（Fremdeinstellung）のみならぬ外的な他者定位、すなわち他者影響（Fremdwirken）

である必要があり、しかも他者影響の成功には、対象となっている二人称の他

者による私に対する他者定位が要請されている。 

「好きです」と告白したところで、私によるその告白がほかならぬあなたに向

けられていることを、その人が気づかなければ伝達は成立しない。結果相手に

受容されるにせよ、拒絶されるにせよ、無視されるにせよ、伝達がゲマインシ

ャフト行為として成立するためには、他者によってそれが認識される必要があ

る。ゲマインシャフト行為はその意味で、相互定位を必然的に要請しているの

である。 

 

4．ゲマインシャフト行為と定律 

 

4.1. 予想準拠と定律 

 さて、ヴェーバーの「カテゴリー」論文の論述にたち戻って、今度は、ゲマ

インシャフト行為の主体が、それに関わる他者の行動や規範意識をどのように

捉えているかを明らかにし、そのうえで、共同行為の成立機序を説明するため

の鍵語と視点を得ていきたい。 

ゲマインシャフト行為は、他人の行動へと主観的に関係付けられているがゆ

えに、通常は他人の一定の行動に対する予想（Erwartung）に準拠している。す

なわち「他者の特定の行動についての予想
．．

や、そうした予想によれば自分の行

為の成果がどうなるかについて、（主観的に
．．．．

）見積もった可能性
シャーンス

に、意味の上

で方向付けられている」。（Weber, 1967: 441＝海老原・中野訳: 44） 

そしてこうした予想は、行為者が「自分がこうすれば、相手はこうするはず

だ」という他者の行動を結果として引き起こすような行為の因果連関について

当の他者（たち）と「〈諒解〉し合い」、場合によっては「〈協定〉に到達し
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ている」、それゆえ私のみならず、相手もまた私が理解している「協定」を遵

守するよう動機付けられていると主観的に信じていることを根拠にしていると

ヴェーバーは指摘する。5 

ここで予想が依拠している因果連関についての共有された信念を、ヴェーバ

ーは「定律」（Ordnung）すなわちある種の「秩序」と呼ぶ。それはもっとも明

示的には法や慣習律、6 契約、合意のような形をとる。これら明示的な定律に

もとづいて行為が目的合理的に行われる場合のゲマインシャフト行為を、ヴェ

ーバーは特に「ゲゼルシャフト行為」と呼んで、区別している。（Weber, 1967: 

442＝海老原・中野訳: 49f.） 

定律はさらに行為者の能動性に応じて分類できる。対等な当事者間に交わさ

れた（と主観的に信じられている）合意が「協定」（Vereinbarung）と呼ばれ、

強制ないし服従によるものは「授与」（Oktroyierung）と呼ばれる。7 依拠する

定律が協定であろうと授与であろうと、ゲマインシャフト行為は成立しうる。

さらにこれら定律の区別に応じて、種々の社会関係が分類できるというのが、

ヴェーバーの社会関係論の構想である。 

                                                                 
5 Weber, 1967: 441＝海老原・中野訳: 45。他方で、純粋に義務感から他者にかかわる場合

など、行為の結果やその道具的合理性を考慮せずに行われる、価値準拠的なゲマインシ

ャフト行為がありうることにもヴェーバーはこれに続く個所で言及している。とはい

え、これらが理念型的な区別であること、また他者の行動に関する予想が実際に経験的

に妥当するには、ふつう、予想が準拠する行為と結果の因果連関についての信念、すな

わち定律が、行為者とその他者のあいだで義務的拘束力をもつものとして（つまり結果

の成否によって合理化されるまでもなく遂行する価値があるものとして）共有され、そ

れによって予想が根拠づけられたものであることもヴェーバーは指摘している。

（Weber, 1967: 446＝海老原・中野訳: 58） 
6 法と慣習律は、定律の明示性ではなく、定律の遵守を強制装置によって担保するのか、

社会的非難によって保障するのかによって区別される。（Weber, 1967: 445 Anm.1＝海

老原・中野訳: 59） 
7 「授与」についての考察は、『経済と社会』第二部にあてられた旧稿に収められた「支

配」についての有名な論稿でさらに展開されている。（Weber, 1947: 603ff.） 強いられ

てなされた行為においても、行為者による最低限の意図の要素（服従への同意）を発見

できることが、物理的強制とは異なる支配の成立契機である。古田は、ブラットマンに

よる共同行為の分類を批判的に検討しながら、ブラットマンが共同行為の範型として

捉える「共有された行為」（shared action）が、強制された行為（ヴェーバーであれば授

与と呼ぶであろう事例）を含みうることを指摘している。（古田, 2011: 4f.） 
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もちろん行為が主観的に抱かれた定律に主観的に準拠しているからといって、

ゲマインシャフト行為の対象である他者が、実際に見込みどおりに振舞うとは

限らない。主観的に見積もられた可能性が、観察者の視点から評価を受けるこ

とは常に可能であり、あるゲマインシャフト行為の理解可能性ないし説明根拠

は、まさしくこの見積もりがどれだけ客観的な可能性判断となりえているか、

因果関係が社会的に見てどれだけ相当性（Adäquanz）をもっているかに依存す

る。8  

 

4.2. いかさま師と泥棒――反定律的なゲゼルシャフト行為 

定律が明示的でわかりやすいのは、カードゲームやスポーツのように一定の

ルールに即してなされるゲゼルシャフト行為である。ただし、他者との関係が

チーム内のメンバー同士のように協力的ではなく、敵同士のように敵対的であ

ることは、ゲマインシャフト行為による関係付けの成立（ゲマインシャフト関

係）に抵触しない。競技仲間との関係は、私の意図において競技の成立を目的

とした定律にもとづく社会関係である以上、ゲゼルシャフト関係にある。 

そればかりかヴェーバーは、「行為がある制定された定律を〈基準にする〉

ということは、ゲゼルシャフト関係にある人びとによって主観的に理解された

定律の意味に意識的に違反して行われる、という形でも存在しうる」と述べる。

（Weber, 1967: 443＝海老原・中野訳: 52f.） 他のゲーム参加者を欺いてプレイす

るいかさま師のほか、実行行為を隠蔽したり身を隠したりする人殺しや泥棒も、

ある定律に他者の行動があたかも従っているかのようにあることを前提にして、

しかし自らはその定律に反して行為する。このような場合もゲゼルシャフト関

係（ひいてはその上位概念であるゲマインシャフト関係）とみなされるのであ

                                                                 
8 ヴェーバーは「文化科学の論理」について論じた別の論稿で、フォン・クリースが提

唱し、ラートブルフが体系的に整理したいわゆる相当因果（adäquate Verursachung）説

に基づく責任帰属の議論を検討している。（Weber 1906） 無限の原因からどの原因を

結果に帰属するかは、原因帰属の社会的相当性に従って判断されるべきものであり、

すなわち社会的状況に依存する。相当因果概念は、従来の邦訳では適合的因果と訳さ

れ、ヴェーバー行為論による刑法理論の参照がこれまで見落とされてきた。相当因果

説とヴェーバー行為論の関係について、また相当因果説を過失犯論において検討した

ヴェルツェルの行為論と現象学の関係については、別の機会に論じた。（木村
2013b） 
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る（反定律的なゲゼルシャフト行為）。 

もちろん騙された側にとって、ゲマインシャフト行為が成立するためには共

有された定律を相手が遵守しているかのように理解可能でなければならない。

すなわち、いかさまの露見が、相手について予想していた行為の因果連関その

ものの破綻を帰結するとき、ゲマインシャフト行為は解消されるか、もしくは

決定的な意味の変更を被ることになるだろう。 

 

5．共同行為と社会集団 

 

5.1. 諒解とその蓋然性 

カードゲームのルールのような例はともあれ、日常的なやりとりにおいては

もちろん、どのような定律が想定されるべきかが明示的ではない場合も多い。

とはいえ、行為者は他者の行動についてなんらかの予想をする際、一定の規範

に他者が従っている「かのように」行動するであろうと主観的に思念している。

これは私のみならず他者がいずれかの規範に義務付けられているという信念を

伴う価値準拠的な行為においても同様である。定律についての想定が、行為者

とその相手の間で実際に一致しているかどうかはわからない。しかし行為者は

自分が想定した定律に従っている「かのように」相手の振る舞いが現に繰り返

し生じることによって、そうした想定の妥当性についての信念を強化する。 

 

ゲマインシャフト行為のある種の複合体は、目的合理的に協定された

定律を欠くにもかかわらず、（1）効果としては、そうした定律が協定さ

れているかのように経過し、（2）この特有の効果が、個々人の行為の意

味関係のあり方によっても規定されている。（Weber, 1967: 452f.＝海老

原・中野訳: 77）  

 

ゲマインシャフト行為のうち、非ゲゼルシャフト的行為が、「定律に従って

いるかのような」想定を背景に持つことに注目して、ヴェーバーはこのような

想定を「諒解」という「カテゴリー」論文および旧稿特有の概念によって特徴

付けている。 
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諒解は次のように定義されている。諒解とは「他の人びとの行動について予

想を立ててそれに準拠して行為すれば、その予想の通りになってゆく可能性が

次の理由から経験的に〈妥当〉しているということであり、その理由とは、当

の他の人びとがその予想を、協定が存在しないにもかかわらず、自分の行動に

とって意味上〈妥当なもの〉として実際に扱うであろうという蓋然性が客観的

に存在している、という事態」（Weber, 1967: 456＝海老原・中野訳: 85f.）を指

す。 

奇妙なのは、ゲマインシャフト行為の構成契機を一貫して主観的意図に求め

てきたヴェーバーが、ゲマインシャフト行為を成り立たせる定律とその諒解に

ついては、経験的妥当や客観的蓋然性を要求していることである。 

ヴェーバーはここでしかも、他者の行動についての主観的な見積もりが客観

的に蓋然性をもつかどうかを判断する能力が、「平均的には行為への関与者に

も主観的に存在しているもの」とみている。（Weber, 1967: 444＝海老原・中野

訳: 53f.） 諒解の客観的蓋然性は、観察者（社会学者）の視点において判断され

るのみならず、行為者たち自身の視点においてすでに考慮されている。 

諒解という共有信念の想定（あたかも他者が定律に従っている「かのように」）

がまさしく他者の行動に関する「予想」である限り、それはたしかに、絶えず

（明示的協定による裏付けを持っている場合でさえ）単なる思い込みに終わる

可能性がある。しかしその予想がまったく無根拠なものではなく、以前の他者

の行動によって帰納的経験的にある程度裏付けられるような仕方で立てられて

いることによって、しかも行為者と他者の双方がそのような蓋然的な（またそ

れゆえに非必然的な）予想を先取りして、実際にその通りに振る舞うことによ

って、ゲマインシャフト行為が成立する。ヴェーバーはこのような諒解の仮定

と先取のもとに、ゲマインシャフト行為の成立の可能性と、ひいては行為の理

解可能性に依拠する理解社会学の方法そのものの可能性をみてとっている。

（Weber, 1967: 444＝海老原・中野訳: 55） 

予想の妥当性は翻って、ゲマインシャフト行為の失敗や反定律的な行為につ

いての責任帰属をも可能にするだろう。定律は、それに適った行為をなす義務

を行為者に課し、適法性（Legalität）（Weber, 1967: 446＝海老原・中野訳: 58）

の基準を与える。いかさま師は定律と諒解の客観的妥当性を逆手にとって反定
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律的なゲマインシャフト行為を遂行するが、同時に、その定律によって自らの

行為の違法性をも露呈している。 

 

5.2. 市場および言語ゲマインシャフト 

複数主体による行為や団体の行為者性について考えるために、さらに検討を

要するのが、個別のゲマインシャフト行為ではなく、ゲマインシャフト行為の

連鎖や複合体、あるいはゲマインシャフト関係である。これらを考えるための

例として挙げられているのが、貨幣と言語を媒介とする市場ゲマインシャフト

と言語ゲマインシャフトである。 

ある財の交換は個別にみれば、財の引渡しと交換物の占有の保証等に関する

協定にもとづくゲゼルシャフト行為として理解できる。（Weber, 1967: 450＝海

老原・中野訳: 71） しかし貨幣を介して成る交換行為の複合体としての市場ゲ

マインシャフトを、ヴェーバーは、もはやそうした協定というより、「かのよ

うな」諒解によって成る共同経済的定律（gemeinwirtschaftliche Ordnung）として

理解している。（Weber, 1967: 453＝海老原・中野訳: 78） それは、個々の交換

行為に携わる当事者を超えて、協定を直接に結びようがない不特定の匿名の他

者たちの行為を予想することによって、市場という行為複合体が成り立つから

である。 

「たんなるゲマインシャフト行為が諒解行為となるための要件は、未知の第

三者を含む行為者が、ある種の行為を〈妥当〉なものと扱うことが予想できる、

ということである」。（松井, 2007: 53） 

第三者による定律の遵守が想定されているという事情は、言語ゲマインシャ

フトについても同様である。貨幣やシンボルの有効性について行為者が見知ら

ぬ他者とさえ諒解をもっており、他者もまたそうした諒解によって動機付けら

れるであろうという主観的な予想のもとにゲマインシャフト行為が行われ、し

かもそうした予想が無根拠なものではなくて客観的な蓋然性をもつとき、そこ

には諒解関係が成立していると言われる。 

ゲマインシャフト関係（社会関係）の成立は、このように客観的蓋然性判断

を要請する。諒解を語るヴェーバーの論述は、このとき明らかに還元主義の枠

組みを離れているように思われる。そしてまさしくこの還元主義の彼岸に、「基
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礎概念」では削除されることになる「共同行為」（Zusammenhandeln）について

の言明が見出される。 

 

5.3. 救難行為と酔っぱらいの取押さえ 

 

武器を持った泥酔者に脅かされた際に、彼ら〔通行人〕の多くがこの

男に飛びかかり、共同して、場合によっては〈分業して〉取押さえるな

ら、ゲマインシャフト行為へ発展している。あるいは重症者に共同の援

助を与えるために、同様のことが起こる場合にも、そうである。（Weber, 

1967: 455＝海老原・中野訳: 83）  

 

ゲマインシャフト行為の複合体は、それら諸行為が同種であるからではなく、

また個々の行為者間に協定や授与が結ばれているからでもなく、そうした行為

が一種の義務であるというまさしく諒解
．．

が、匿名の他者たちにおいても客観的

に成立しているがゆえに、諒解関係を形成する。ここで、義務についての信念

が伴われるのはゲゼルシャフト行為においても同じだが、義務感の源泉が、制

定された定律なのか、匿名の他者を巻き込んで妥当する慣習律なのかによって、

いったんゲゼルシャフト関係と諒解関係とが区別されている。 

ヴェーバーは期せずしてここで、群集的な同種の行為が、諒解という定律に

ついての共有された信念によって共同行為（Zusammenhandeln）へと推移しうる

と述べている。 

 

ゲマインシャフト行為の事実上の合成作用
．．

（zusammen wirken）にとど

まらぬものが共に行為する個々人（Mithandenlde）の主観において存在す

るといえるのは、経験的に「妥当する」と想定された何らかの諒解に準

拠して行為が方向付けられている場合に限られる。つまり、たとえば関

与者の一人一人が、そうすることがその共同行為（Zusammenhandeln）の

「意味」に合致している限りは、そしてその間は、当の現実の共同行為に

参加し続けなければならないと考えるだろう、という諒解に準拠して行

為がなされる場合である。（Weber, 1967: 458＝海老原・中野訳: 91） 
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群衆行動と共同行為との差異は漸移的ではあるが、諒解の存在に関する判断

（の妥当性）によって、それらは一応区別できる。酔っ払いを取押さえることに

比して、救難行為の方が、義務についての諒解が成立する蓋然性が高いとすれ

ば、その限りで諒解にもとづく共同行為となる蓋然性が高いと言える。 

上では、ゲゼルシャフト関係と諒解関係は、ともにゲマインシャフト関係を

構成するサブクラスであるように論じられているが、ヴェーバーは実は別の箇

所で、ゲゼルシャフト関係の基抵にも諒解が存在することを認めている。「協

定さえも、究極的にはその〈適法性〉の諒解によって〈妥当〉する」（Weber, 

1967: 457＝海老原・中野訳: 89）のだからである。諒解の意味はこのとき、「制

定律を欠いたもの」という当初の規定を逸脱して、より基底的な意味を与えら

れている。9 

 

5.4. 社会集団の諸類型 

重要なのは、こうしたゲマインシャフト行為の諸契機と種々の分類に即して、

さらに集団構造とその生成の形式が与えられていることである。諒解関係にも

とづくものとして挙げられているのは、言語ゲマインシャフト・家ゲマインシ

ャフト、預言者と使徒のゲマインシャフトなどの「団体」（Verband）である。

ゲゼルシャフト関係のうち、自由な協定にもとづくのが結社であり、結社には

目的合理的な目的結社（会社など）もあれば、価値合理的な心情結社もある。

他方、強制・服従（すなわち授与）にもとづく集団は、アンシュタルトと呼ば

れる。「自発的な〈目的結社〉とは対照的に、本人の言明とは無関係に客観的

な要件に基づいて帰属させられ」、かつ「諒解ゲマインシャフトとは対照的に、

人為的な合理的定律と強制装置とが存在して、それもまた行為を規定している」

（Weber, 1967: 446＝海老原・中野訳: 110）ことによって特徴付けられるアンシ

ュタルトの典型例は、国家と教会（それぞれ政治ないし宗教ゲマインシャフト

が制定律を備えたもの）である。 

                                                                 
9 諒解概念に即して、『経済と社会』全体の再検討を試みた松井（2007）も、当初対照的

に描かれていたゲゼルシャフト関係と諒解関係の位置関係を、前者が後者を基礎に存

立する「重層的」関係として理解すべきであるとしている。（松井, 2007: 91ff.） 
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〈国家〉や〈仲間団体〉や〈封建制〉などの概念〔すなわち集団概念〕

は、社会学においては一般的に言って、人間の特定の種
．．．．．．．

類の共同行為の
．．．．．．．

カテゴリーを表現している
．．．．．．．．．．．．

のであり、だからこそそうしたカテゴリーを

〈理解可能な〉行為へと、すなわちとりもなおさず参与している個々人の

行為へと還元することは社会学の課題なのである。（Weber, 1967: 439＝

海老原・中野訳: 38――傍点は引用者による） 

 

5.5. 集団は共同行為の主体たりうるか 

「カテゴリー」論文にのみ見受けられる、共同行為についてのこうした密やか

な言明は、「共同行為のカテゴリーを表現する」ものとしての種々の集団を、

ヴェーバーが行為主体として容認していたことを意味するだろうか。集団の行

為者性は、今日の議論においても論者たちの立場を二分する重要な論点になっ

ている。 

結論から言えば、理解社会学の目的からして、集団の観念を無視することは

できないが、行為主体としてはやはり認められないというのがヴェーバーの見

解であった。 

たしかに国家や協同組合、会社や財団など様々な社会集団を個人と同じよう

に行為主体として扱うことは、他の社会科学によってはなされており（たとえ

ば法的文脈における国家）、そうすることが便利であるというのみならず不可

避であることをヴェーバー自身、社会学と法教義学との関係について論じた節

において認めている。（Weber, 1967: 439＝海老原・中野訳: 39）  

しかし行為意図の理解という方法をとるかぎり、ただ個人のみが、理解可能

な行為主体として扱われるべきであり、これら社会集団は諸個人が遂行する行

為の過程および連関として説明されるのでなければならない。これは日常的な

行為理解の問題ではなく、理解社会学の方法論的な要請として捉えられるべき

である。 

ヴェーバーは、彼の指導の下でカルテルやトラストの問題について研究した

経済理論家 R.リーフマンに宛てた書簡のなかで、次のように述べている。「も

し私が一個の社会学者であったとしたならば、それはわれわれの間にいまなお
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残存している集合概念の亡霊を追い払うためであった。このことは換言すれば、

社会学自体、一人もしくはそれ以上の独立した行為からのみ出発することがで

き、それ故に厳密に個人主義的方法を採用しなければならないのである」

（Mommsen, 1965: 25 より再引用）。「集合概念の亡霊」を、なぜヴェーバーが

かくも執拗に警戒したのか。そのことを理解するには、すでに述べた法狭義学

との相違に加え、学説史上先行する有機体的社会学と理解社会学との懸隔につ

いて考える必要がある。10  

ここではそうした事情に立ち入る余裕はない。しかし逆に言えば、集団の行

為者性を認めないヴェーバーの立論は、彼が主唱する理解社会学方法とその理

論的領分に関わるものであって、それ以上のものではない。 

 

6. 諒解の射程――ヴェーバーと還元主義の彼岸 

 

さて、以上に見てきたヴェーバーのゲマインシャフト行為論、そして共同行

為と諒解に関する所見は、今日の共同行為論にとってどのような意義をもちう

るだろうか。 

第一に、共同体行為とも訳しうるゲマインシャフト行為とは、他者の行動に

関係付けられている点で社会性をもった、しかしあくまでも個々人を主体とす

る行為であるということをまず銘記しなければならない。現代論争になってい

る共同行為概念（collective action, joint action, shared action, group action, doing 

together 等）は、同一の行為として記述可能な事態を複数の行為者が一緒に成し

遂げている場合（これには協力的な行為のみならず、強制や脅しを伴うものも

                                                                 
10 H.スペンサーの主著『社会学原理』に顕著であるように、全体社会を有機体として捉え

る有機体論は、社会の諸部分を外形的同一性からいわば全体社会の各器官として特定

するのみならず、それら諸器官の個別機能を特定することによって、有機体としての全

体社会の自己保存と進化とを論ずる立場である。ヴェーバーは「基礎概念」論文におい

て、機能主義の有用性を認めつつ、それが誤った概念実在論に陥ることの有害さを説き、

加えて、自然科学ならぬ社会学による認識の眼目が、たんなる機能の観察的説明を超え

た解釈的説明、すなわち行動の理解にこそあることを力説している。（Weber, 1967: 554

＝阿閉・内藤訳: 25） 古典的社会学者たちが、自然科学的な方法論を（とりわけ生理学

から）借用することによって、社会（科）学の科学性を調達しようとしていたのに対し

て、ヴェーバーは理解的方法を導入することで、社会科学の独自性を訴えたのである。 
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含まれる）を指すことが多く、ゲマインシャフト行為は明らかにそれよりも広

義の概念である（そしてこのような用法は、交換理論や合理的選択理論が集合

行為（collective action）を相互調整や対立を含むものとして理解してきたように、

社会学の伝統においてはむしろ一般的である）。 

そのうえでヴェーバーは、ゲマインシャフト行為が成立する客観的蓋然性に

注目しながら、より狭義の共同行為（Zusammenhandeln）に言及し、それが複数

行為者の間の諒解というある種の共有信念によって成り立つものであること、

しかもこの諒解が、狭義の共同行為のみならずあらゆるゲマインシャフト行為

と社会関係の基底にあることを指摘した。 

問題はこの諒解という概念が、今日の共同行為論の中にどのように位置づけ

られ、どのような貢献を示しうるかである。 

J.サール（Searle, 1990: 402f.）が論じたように、突然の雨に対して斉一的な同

種の対応を個々に行う群衆たちの行動と、それを演劇や舞踏のようなパフォー

マンス・アートとして遂行する共同行為が、外形上区別のつかないものである

限り、それらを分ける識別子は、意図や知識といったなにか「内的な」もので

あるほかない。このことは、今日の代表的な論者たちが、共同行為の要件とし

て共通に認めており、それぞれに共同行為を成り立たせる志向性（共同志向性）

の理論が展開されているのはそれゆえである。 

サールが、われわれを行為主体とする意図（we-intention）を行為者それぞれ

がもつことを、共同行為の特徴とみなしたのに対し、（Searle, 1990: 406） M.ブ

ラットマンはサールが言うようなそれ自体としては個人的な意図（I intend that 

we j）を、共同行為者のそれぞれが互いに依存する形で（相手の意図のゆえに）

もち、しかもそのことが彼らのあいだで事実共通知識になっていることを要請

している。（Bratman, 2009: 54）  

さらに第一節で言及したギルバートは、共同行為の参与者が、共同行為から

勝手に離脱しない義務を負うこと、意図の単純な共有からはこの義務が生じて

こないことに注目して、「共同の構え」（joint readiness）とその表明（Gilbert, 

1989: 185）、のちには「ジョイント・コミットメント」（Gilbert, 1996: 348-50）

という概念を、複数主体による行為が成立するための十分条件として提案し、
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その個人的意図への還元不可能性を主張した。11 ジョイント・コミットメント

とは、ある事態を共同で実現しようという企図が相互に表明されており、その

ことを共通知識として、それに基づいたコミットメントを個々人がもつことを

いう。 

 ヴェーバーの共同志向性論は、意図の担い手を個人に限定し、方法論的個人

主義を掲げる点ではサールの立論に近いが、すでにみたように、ゲマインシャ

フト行為が準拠する他者の行動についての予想のなかで、諒解というある種の

共有信念が「あたかも」実際に成立している「かのように」先取りして想定さ

れていることを強調している。共有信念が仮定されることを共同行為成立の前

提に見ているわけであるが、しかし、ブラットマンのように意図の共有が真で

あることや共通知識
、、

が事実成り立っていることを前提しているわけではなく、

諒解が単なる思い込みでありうること、諒解の可謬性を積極的に認めるものに

なっている。共通知識が共同行為を生み出すというよりは、むしろ諒解の仮定

から、いわば「予言の自己成就」のように共同行為が結果するのである。 

複数の行為者たちが、互いの意図を忖度し、「空気を読む」ようにして、実

際には誰も欲していなかった形で、共同行為が成立してしまうことは事実よく

あることだろう。諒解の仮定的な性格はこのような事情をよく捉えている。 

あるいは、いかさま師の事例のように、他者による忖度や「かのような」諒

解を見越して、しかし事実はそれを裏切る形で共同行為が成立している場合も

ある。 

S 氏――「Ａ首相は、財務官僚である私が、首相の友人であるＭ氏に国有地

を売却するにあたって、大幅に値引きすることを望んでいるに違いない」。A

首相――「いやいやそれは君が勝手に忖度してやったことだろう。それは私の

意図するところではなかった」。 

部下が自分に服従する意図をもっていること、その限りで自らに権威がある

ことを承知の上で、忖度された内容は自分の意図ではなかったと責任逃れをし

ようとする卑怯な上司もいる。 

定律、諒解、予想の客観的蓋然性、相当因果といった道具立てを手にしたこ

                                                                 
11 これら現代の共同行為論の理論モデルのそれぞれの射程と限界については、木村

（2013b）でより詳細に比較し論じた。 



共同行為と諒解 

 

22 

とによって、われわれはギルバートが着目した義務、すなわち表明した意図を

果たし、共同行為から勝手に離脱しない義務のみならず、ある諒解のもとで特

定の意図をもつ義務やもたない義務についてもさらに論じることができるだろ

う。制定された定律などないのに、あたかも定律が制定されているかのように

互いが互いの行為を予想し振る舞う。そうした諒解に客観的蓋然性があるとき、

共同行為者は、その諒解にもとづいて適法とされるような行為を意図し実行す

る義務や、逆にそれを意図しなかったり実行しなかったときの責任を問われう

る。 

「カテゴリー」論文というヴェーバーの隠れた遺産には、今日の議論にとって

なお新鮮で有益な、諒解をめぐる共同志向性の理論と、共同行為とその責任に

関わる視点を見出すことができる。 
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