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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。 
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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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なぜそうしなかったのか 

――フランクファート事例についての河島一郎氏の議論―― 

 

池田 喬 

 

 

故河島一郎氏は、二〇〇六年の論文「行為論からみた自由の問題」で、フラ

ンクファートによって提出された有名な仮想事例に対する批判を展開した。こ

の文章では、フランクファート事例（以下 F 事例）に対する故人（以下、かつ

てのように河島さんと呼ぶ）による批判のポイントを紹介する。そのなかで、

私が河島さん自身の哲学から学び得たと思うことを書き留めたい。その際、「行

為論研究会」が河島さんとともに歩んだ活動についても振り返る。 

 

1. 二つの研究会――「実践と環境」と「行為論研究会」 

 

最初に河島さんと出会ったのがいつであるか、正確には覚えていない。しか

し、私が、二〇〇五年に東京大学二一世紀 COE「共生のための国際哲学交流セ

ンター（UTCP）」の特任研究員に就任したとき、RA 研究員としてそれ以前か

ら同センターに所属していた河島さんと頻繁に会っていたことはたしかである。

というのも、私たちはこの年に当 COE 内に発足した研究班「実践と環境：新

たな倫理学の構想」のメンバーとしてともに活動し、その研究成果を『UTCP

研究論集 vol.7−−−実践と環境：新たな倫理学の構想、行為のなぞ−−−』にまとめ

るなどしたからである。ここで紹介する論文は、その共同研究の成果としてこ

の論集に収められたものに他ならない。 

その後、私はウィーンに留学したが、帰国後、たしか二〇〇八年に「行為論

研究会」に参加するようになり、そこで河島さんに再会した。その頃、行為論

研究会では、「行為者性（agency）」を主要な考察テーマとして、B.ウィリア

ムズ「Moral Luck」、C.テイラー「What is Human Agency?」、G. E. M.アンスコ

ム『Human Life, Action, and Ethics』所収の論文などを読んでいたと記憶してい
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る。 

さて、二〇〇六年の論文における F 事例への批判において、河島さんは、「な

ぜそうしなかったのか」と問われたならば私たちが答えられるような行為の否

定的再記述の可能性に着目した。その後、私たちが盛んにしていた「行為者性」

についての議論−−−−後悔、負い目、責任など−−−−を思い出すとき、河島さんが

F 事例に対して提出した簡素な批判的コメントの射程は見た目より広かったの

ではないか、と感じるのだ。 

 

２. 無知の要請――フランクファート事例のトリック 

 

私たち人間はさまざまな仕方で行為するだけでなく、その行為の（道徳的）

責任を行為者に問うことができる。行為の道徳的責任を問い合うという活動は、

人間の社会を動物の群れから区別する重要なメルクマールだ。もっとも、その

行為が抗いがたい強制力によって生じたのであれば、すなわち、（当人の意志

とは無関係に）そうする以外の可能性がなかったのであれば、仮にその行為が

悪しき結果を生じさせたとしても、私たちはその人にその行為の責任を問うこ

とはしない。むしろ、その人に同情するだろう−−−−。一九六九年の古典的論文

「他可能性と道徳的責任」（邦訳「選択可能性と道徳的責任」（三ツ野陽介訳）

『自由と行為の哲学』（門脇俊介・野矢茂樹監訳）春秋社所収）において、フラ

ンクファートは、この種の直観を、「ある人は、それ以外の仕方でも行為でき

た場合にのみ、自分がしたことに対して道徳的に責任がある」という原理（「別

の可能性原理（principle of alternate possibilities: PAP）」）と呼んだ。そして、

挑発的にも、この原理への反例と見なしうる事例を提示し、さまざまな反応を

引き起こしてきた。 

まずは河島さんによるこの議論のまとめを見ていきたい。 

PAP においては二つのことが述べられている。第一に、「行為の自由とは他

の行為の可能性があることである」という「自由原理」、第二に、「責任が帰

属される行為とは自由になされた行為である」という「責任原理」である。フ

ランクファートは、「行為者が X を自由になしたにもかかわらず同時に他の行

為 Y, Z...をなす可能性が排除されている（よって彼は X をするべく決定されて
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いる）という事例」を提出することで、「自由原理」に挑戦した。その事例は、

フランクファートが Jones4と呼ぶ行為者のように「彼は自由意志に基づいて X

をなしたのであるが、彼の行為 X は自由意志がなくとも別の仕方で−−−たとえ

ば脳が直接刺激されることで−−−引き起こされたであろう」といった場合である。

河島さんは次のように例を挙げて説明している。 

 

 ある科学者が飲まず嫌いのA氏にどうしてもビールを飲ませてみたいと考  

 え、秘かに A の脳に装置を埋め込んだとする。科学者は、A がもしビール  

 以外の飲み物を飲もうとすれば、装置を遠隔操作し、脳を直接刺激して彼 

 に「ビールを飲もう」という意志を送り込む。この仕掛けにより A はビー 

 ルを飲むことになり、科学者の目的は達成するわけである。だがもちろん、 

 彼が他の飲み物ではなくビールを飲もうとしたのであれば、科学者は一切 

 手を出すつもりはない。さて、ある時 A が台所に行ってビールを飲んだと 

 すると、それには次の二つの場合がありうるだろう。 

 

 (a) A は自発的にビールを飲んだ。したがって、装置は機能していない。彼 

 は意図的に、自由な行為としてビールを飲んだわけである。 

 (b) A は他の飲み物を飲もうとしたのだが、装置が働いたため、ビールを飲  

 もうと意図し、そしてビールを飲んだ。彼はいわば装置（あるいは科学者） 

 によって、ビールを意図的に飲むように仕向けられたのである。 

 

さて、Aが(a)のように、自由な行為として意図的にビールを飲んだとしても、

その際、他の飲み物を飲むという別の可能性はない。他の飲み物を飲もうとす

れば、(b)のように、装置が働いて、ビールを飲もうと意図してそれを飲むこと

になるからである。かくして、たしかに A はビールを飲もうと意図してビール

を飲んだにもかかわらず、他の行為の可能性がない、という PAP に反する事例

が成り立っている、ということになる。 

河島さんがまず着目するのは、この事例が有効であるためには、「科学者の

企みが「秘かに」行われたということ、すなわち一連の事情に関して A 自身は

知らないという条件」が満たされていなくてはならない、ということだ。彼に
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よれば、この「自分が他可能性を失っていることを A 自身は知らない」という

「無知の要請」は瑣末なものではない。もし、A が科学者の仕掛けた装置のこと

を知っているのであれば、「ビールを飲め、さもなくば腕ずくでビールを飲ま

せる」と脅迫され強制されているのと大差ないからである。 

河島さんによれば、F 事例では、A の行為の評価に際して、第三者の観点と

行為者当人の観点が混在している。装置によって他可能性が奪われていること

は無知の要請ゆえに A 自身は知らず、A にビールを飲むことが不可避であるこ

とは第三者の観点から認識されたと考えるしかない。他方、A の行為が自由だ

と見なされる場合には、A 自身がビールを飲もうとして意図的に飲んだとされ、

A 自身の観点から同じ行為が自由な行為として評価されている。 

河島さんはこうした観点の混在は許されないと言う。自由原理における他行

為可能性とは「主体的な選択の対象となる他可能性」でなくてなんだろうか。

「行為者の選択にとって利用不可能であるような他可能性とは、自由原理がいわ

んとしていた他可能性ではないということになるのではないか」、と彼は問う。

フランクファートの事例が成功しているとしても、そこから導かれるのは、行

為が当人の観点からみて自由であるために第三者から見た他可能性は不要だと

いうことであり、自由にとって当人の観点からみた他可能性が不要だというこ

とではない。つまり、彼の事例は自由原理に対する反例にはならない、と河島

さんは主張した。 

 

3. 否定的行為記述の知としての他可能性 

 

F 事例に見られるようなトリッキーな思考実験が、哲学的考察にとってもつ

有効性については賛否両論がある。河島さんの指摘する二つの観点の混在をそ

れとして問題視せずに、この事例のような筋書きを受け入れる人もいるだろう。

そしてそれにはそれなりの理由があると思われる。 

当人の視点に限定した自由原理からすれば、私がビールを飲もうと意図して

自由な行為としてそれを飲んだ時、私自身の観点からみて行為の他可能性があ

ったはずである。しかし、では、私はどのような他可能性があると知っていた

のだろうか。水を飲むとかジュースを飲むとかできたといっても、実際に水を
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飲もうとしたら断水中で水は飲めなかったかもしれないし、ジュースを飲もう

としたら冷蔵庫に蓄えがなく、実は近所の店でもすべて売り切れていたかもし

れない（そして、結局、しぶしぶビールを飲んでいたかもしれない）。私は、

ビールを飲むその時に、水道から水は出たのか、近所の店にジュースはあった

のかなど、行為の他可能性が成立しているのかどうかを確かめたわけではなく、

つまり、厳密に言えば、どういう他可能性があるのかを知らずに、単にビール

を飲んだ、という風に言えるとしよう。このように状況を描き直した場合、水

道や近所の店の状態についての言及は、当人があずかり知らない視点からなさ

れているのではないか。そうであれば、科学者の視点をもちこむことと大差な

い。すなわち、無知の要請から解放されたとしても、行為者はどのようにして

自らの行為の他可能性について知るのかは不明であり、やはりかなりの程度、

無知であることに変わりはないのではないか。 

おそらくこのような別の直観への応答も考慮していたのだろう。河島さんは、

他可能性についての行為者自身の知を、アンスコムの実践的知識の考えを拡張

しつつ、「観察によらない否定的行為記述の知」という概念で捉えることに進

んでいった。その議論を見てみよう。 

アンスコムによれば、「君は何をしているのか」と問われたならば、観察に

よらずに「私は手を上げている」と答えることができ、また、「なぜ手を上げ

ているのか」と問われてもやはり観察によらずに「友人に挨拶するためだ」と

答えることができる。行為の記述と行為の理由に関するこうした行為者の暗黙

的な知は、第三者的な観察者のそれとは異なる、一人称的視点を反映している。 

河島さんは、続けてこう問う。相手がさらに「なぜ名前を呼ばなかったのか」

と問うたらどうだろうか、と。彼によれば、ここでは、「手を上げている」や

「友人に挨拶している」という記述のもとで意図的であるような行為が、「名前

を呼ばない」という否定的な仕方で再記述されている。もちろん、さらに相手

が「なぜ名前を呼ばなかったのか」と問うこともありうる。その場合には、「人

が大勢いて恥ずかしいからだ」「名前を呼ばれると彼は嫌がるからだ」などと

答えられるだろうと、河島さんは言う。 

もちろん、一つの行為が何でないかという記述は無数にありうる。手を上げ

た行為は、「名前を呼ばなかった」「彼の携帯を鳴らさなかった」と否定的に
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記述されるだけでなく、たしかに「『哲学探究』を書かなかった」ことでも「毒

を盛らなかった」ことでもない。だが、河島さんによれば、前者のグループは、

「なぜそうしなかったのか」と問われたならばおそらく理由を挙げられる記述で

あり、それゆえに意図的な否定的行為であるが、後者のグループはそうではな

いという違いがある。行為者が暗黙的に知っているような行為の他可能性は特

定の記述のもとで限定できるのであり、それが行為者の視点に開かれている自

由の余地なのである。 

こうした河島さんの立場からすると、当人の視点と第三者の視点の区別を重

要視しない人には次のように言えるように見える。「ビールを飲む」ことの否

定的記述のなかに、「水を飲まなかった」「ジュースを飲まなかった」が含ま

れることはたしかである。行為者が、水を飲むとかジュースを飲むといった他

可能性について知っていたと言うためには、「なぜ水を飲まなかったのか」「な

ぜジュースを飲まなかったのか」という問いに、「料理に合わないからだ」「ア

ルコールを飲みたかったからだ」などと、観察によらずに答えられれば十分で

ある。私たちは自らの行為の他可能性についてそれ程には無知ではない。そし

て、自分が自由な行為者であるかどうかを知るために、自らのあずかり知らな

い第三者的な観察者の視点を必要としてもいないのだ、と。 

 

4. 後悔と自責 

 

先に述べたように、この論文が公刊された二年後、「行為論研究会」で私は

河島さんと再会した。その頃、私たちは、後悔や責任を共通の関心事として、

行為者性に関する論文を読んでいた。行為者性という概念は多義的でまとめに

くいものだが、私たちのなかに、時間的に特定される行為にかぎらず、時間的

な幅をもった行為者性への関心があったことはたしかだと思う。 

ウィリアムズ（Moral Luck, Cambridge University Press, 1981）の挙げる、子ど

もを轢いてしまったトラック運転手の「行為者の後悔（agent-regret）」が物語

るように、客観的に状況を分析すれば子どもを轢く以外の別の可能性はまった

くなかったのだとしても、道徳的存在としての人間は、「別の道を行っていた

ら」「あの日、仕事を休んでいたら」などと別様でもありえたものとして自ら



なぜそうしなかったのか 

31 

の行為を理解しうる。ウィリアムズが指摘するように、第三者たちは、いつま

でもくよくよしている彼にあの状況では仕方がなかったと言って聞かせて心境

を変化させようとするが、かといって、運転手が「たしかに、あれは仕方なか

ったよね」と言ってケロリと傍観者の立場に移行したらそれはそれで道徳的存

在としてのありかたを疑うはずである。「実際には別の選択はありえなかった、

だから残念だが仕方なかった」という第三者的な「遺憾（regret）」とは異なる、

行為当事者に特有な視点を無化するならば、こうした道徳的次元を逸してしま

うように思われる。（さらに、ウィリアムズは、行為者自身の観点からもまっ

たく他可能性はなかったと自覚されている場合でさえ「行為者の後悔」が生じ

うる局面にも目を向けている。これらの問題については、「行為論研究会」で

のウィリアムズ読書会の中心的存在であった古田徹也さんの著作『それは私が

したことなのか――行為の哲学入門』（新曜社，2013 年）が詳しく論じている）。 

いつだったか、次に何の本を読もうかという話になった時、河島さんが、中

島義道氏の『後悔と自責の哲学』（河出書房新社, 2006 年）を候補に挙げたこ

とがある。当時私は、「行為論研究会」をいわゆる英米系の行為論の代表的文

献を読む場所だと理解していたためか、彼の提案を即座に退けるような発言を

してしまった。その時、いつも温厚な河島さんの顔が引きつって、ムッとした

顔になったのをはっきり覚えている。 

河島さんは、論文「行為論から見た自由の問題」で、F 事例における当人の

視点と第三者の視点の混在を問題視し、当人の視点から知られる行為の他可能

性を、「なぜそうしなかったのか」という問いに、観察によらずに理由を述べ

られるような記述のもとでの行為として分析した。この論文は「自由原理」に

焦点を絞ったもので「責任」については論じられていない。しかし、彼が行為

者の自由の先に見ていたものは、行為の賞賛や非難に関わる「帰責」という―

―行為論の典型的な――問題群というよりも、後悔や自責の時間的な幅と奥行

きをもったいわば内面的な次元だったのではないか、と私には思える。 

どうしてあの時、彼の名前を呼ばなかったのだろうか――。河島さんの挙げ

た例は道徳的次元を含みうるものだ。私は、河島さんとの関係において、その

ように否定的に記述できる行為を回想でき、あまり重要とも真剣とも言えない

理由を挙げてこれを合理化することができる。しかし、ここで思考を停止する
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ことができない。後悔しているからだ。トラック運転手はもはや轢いてしまっ

た子どもに語りかけることはできない。私は、問題のあの時について、もはや

河島さんに何も伝えることができない。 

行為論と道徳哲学とは本来は地続きであり、私たちは、現実の人間生活を、

学問領域の細分化によって切り刻まないように大切に扱わなければならないし、

あるいはすでに傷つけられてしまった生活は回復してやらねばならない。私は、

明晰であるとともに柔軟でもあった河島さんの哲学に触れることから、このよ

うな考えに確信を抱くようになった。この文章を亡き河島一郎さんに捧げる。 

 

（いけだ たかし／明治大学） 
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アンスコムはデイヴィドソンとどこで分かれたのか？ 

――論文「行為の一般性と個別性」を読む―― 

 

竹内 聖一 

 

 

私は毎日帰宅すると部屋の明かりをつけるために壁にあるスイッチを入れる。

さて、私は昨日もスイッチを入れ、今日もスイッチを入れた。「なぜスイッチ

を入れたのか」と問われれば私は、昨日も今日も「明かりをつけたかったから

だ」と答えるだろう。つまり、両者を行なった理由はともに、「部屋の明かり

をつけたかったから」である。 

一見したところ、これは至極当たり前のことであるように思われる。しかし

河島によれば、我々はここに一つの問題を見出さなければならない（河島, 2006: 

64-5）。それは、「私は本当に自分が今した行為を合理化しているのか」とい

う問題である。1というのも、私が今日与えた理由は、今日の「スイッチを入れ

る」という行為だけでなく、昨日の「スイッチを入れる」という行為も、一昨

日の「スイッチを入れる」という行為も合理化してしまうからだ。さらに一般

化するならば、「部屋の明かりをつけたかったから」という理由でなされたす

べての「スイッチを入れる」という私の行為（例えばそれは私がその部屋で暮

らし始めた日付にまで遡ることができるだろう）が、この理由によって合理化

される。しかし、と河島は言う。今日私がスイッチを入れたことの理由を問う

人は、昨日や一昨日、そして数年前にスイッチを入れたことの理由ではなく、

                                                                 
1 これはなかなかに「渋い」問題であると思う。このような仕方でアンスコムの議論の限

界を指摘した論文を寡聞にして私は知らない。また、この問題が登場してくるのは、

論文の半ばも過ぎた頃である。このあたりに河島さんの奥ゆかしさやどっしりとした

人となりが表れていると思う。私はと言えば、どうしても我慢できず冒頭に書いてし

まった。 
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他ならぬ今日スイッチを入れたことの理由を問題にしているはずだ。ところが、

私の与えた理由が、今の行為だけでなく、過去に私がなした他の行為も合理化

するのだとすれば、私は自分の与り知らないところで、数年前にスイッチを入

れたことを合理化してしまっているかもしれない。 

今日自分がしたことに対して与えた理由が、昨日自分がしたことに対して与

えた理由と、たとえ同じであるとしても、私が与えたその理由は、他ならぬ今

日私がしたことに対する理由のはずである。それなのに、なぜこのような帰結

が導かれてしまうのか。 

欠けているのは、私が与えた理由が、たしかに私が今日スイッチを入れた理

由であることを保証してくれる「何か」である。そして河島によれば、我々が

その「何か」を手に入れられるかどうかは、合理化という関係をあくまでも記

述と記述の間に成り立つものと捉えるか、それらの記述が記述している出来事

の間に成り立つものと捉えるかに左右される。そして前者がアンスコムのとっ

た立場であり、後者がデイヴィドソンのとった立場である、というのが河島の

見立てなのである。以下ではまず、河島がそれぞれの立場をどのように特徴づ

けているかを見ることにしよう。 

 

1. 記述の水準で成り立っている関係 

 

河島によれば、理由による行為の説明は、すなわち合理化は、その理由から

その行為を結論として導くような実践的推論を再構成できることに存する（河

島, 2006: 53-4）。実践的推論においては、言語で表現された前提と結論との間

に概念的な関係が成り立っている。そして、こうした概念的な関係は、因果関

係には見られない合理性の秩序に服する。平たく言えば、理由も行為も、言語

によって記述されてはじめてこうした概念的関係に立ち、また、合理性の秩序

に服することとなる。河島によれば、アンスコムとデイヴィドソンの立場が分

かれるのはこの次のステップである。アンスコムがもっぱら記述同士の関係に

注目するのに対し、デイヴィドソンは記述同士だけでなく、記述されたもの（理

由や行為）同士の関係にも注目するのである。 

合理化を理解しようとする際、アンスコムは記述同士の関係に注目している。
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このように主張する根拠として河島は二つの根拠を挙げている。一つ目は、ア

ンスコムが、行為の理由は行為の記述に他ならないとみなしているという点で

ある（河島, 2006: 56-60）。たとえば、「なぜ手を挙げたのか」と問われた人が

「友人に挨拶したかったからだ」と理由を述べるとき、その理由は、「手を挙げ

る」と記述された行為を「友人に挨拶する」と再記述している。「理由はそれ

が合理化する行為を別の仕方で再記述したものに他ならない」と主張すること

のポイントは、理由は行為とは別の出来事を記述したものではないという主張

を導くことにある。 

だが、「友人に挨拶したかったからだ」という記述は行為の再記述ではなく、

その時私が抱いていた欲求を記述していると考えるのが自然ではないか。そし

て欲求の生起は明らかに行為とは別の出来事ではないか。こうした反論に対す

る応答が二つ目の根拠となる（河島, 2006: 60-4）。仮にこの理由が欲求の生起

を記述しているのだとしても、私がそのように欲求しているということが、手

を挙げるという行為を合理化するわけではない。手を挙げるという行為を合理

化しているのは、あくまでもその欲求の内容であり、その内容が「欲求の」内

容であるということは、合理化にいささかも寄与していない。 

河島自身が挙げる印象的な事例を引いておこう。2ある本の１ページ目に「p」

と記されており、黒板にチョークで「p ならば q」と書かれており、パソコンの

ディスプレイ上に「q」と表示されているとしよう。このとき、最初の二つの命

題から、３つ目の命題が導かれるということを理解するのに、それらの命題が

どのような媒体で表現されているかということを気にかける必要はない。概念

的関係の要素となっているのは、あくまでもそれらの命題であって、それらを

表現している媒体ではないからである（河島 2006: 62-3）。3「p」と「p ならば

                                                                 
2 この論文には他にも「ご飯とおかずとデザート」が登場するチャーミングな事例がある。 
3 特筆すべきは、この指摘が『インテンション』刊行後にアンスコムが書いた論文「実践

的推論」における結論と概ね一致しているということである。河島さんが参照してい

る『インテンション』においても、アンスコムは「実践的推論の形式的な説明をする

場合に、前提に「私は……を欲する」という表現を入れるのは誤解を招きやすい」と

述べている（Anscombe, 2000: 65/123頁）。だがその周辺の箇所を読んでも、なぜ「誤

解を招きやすい」のか、（すくなくとも私には）判然としなかった。だが論文「実践

的推論」は河島さんの論文の参考文献には挙がっていない。この論文の翻訳が収録さ

れた（そして河島さんも共訳者に名を連ねている）『自由と行為の哲学』の翻訳作業
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q」から「q」を導く理論的推論について、前提や結論に登場する命題が、推論

している人物の「信念の」内容であると断る必要はないだろう。実践的推論に

も同様のことが当てはまるというのが、アンスコムの立場なのである（ここで

その詳細に触れる余裕はないが、論文「実践的推論」（Anscmobe, 1989）に、

この点に関する彼女の見解を見いだすことができる）。 

理由が行為を合理化する上で本質的な役割を果たしているのは、その内容で

あって、それがどのような心的状態の内容であるかということではない。ここ

から河島は、アンスコムが、行為と理由の関係を、行為の記述とその行為の再

記述との関係として捉えていること、そしてこの関係が服している合理性の秩

序を理解するには、これらの記述だけを考慮すればよく、記述の対象を考慮す

る必要はないとアンスコムが考えていたと結論している（河島, 2006: 64）。 

 

2. 行為と理由の関係 アンスコムの場合 

 

河島によれば、記述のみを考察の対象とすることで、アンスコムはある問題

に直面する。それが冒頭に述べた「私は本当に自分が今した行為を合理化して

いるのか」という問題である。昨日と同じ理由から今日同じ行為をした場合、

二つの行為の記述も、それらの行為の再記述である行為の理由も同じものとな

ってしまう。この問題に対処しようと記述を詳細にしたとしても問題の根本的

な解決にはならない。その詳細な記述が当てはまるような行為を私が過去にし

ている可能性は常に残るからだ。これは原理的な問題である。記述は一般的な

意味しか持ち得ないために、それをどのように詳細にしたところで、その詳細

に記述された行為のタイプを指示することしかできない。 

もちろん、現実に我々が自分の今なしている行為を合理化する際、その合理

化に登場する記述はタイプとしての行為や理由ではなく、トークンとしての行

為や理由を指示しているだろう。河島が提起しているのは、アンスコムのよう

                                                                                                                                        

が始まったのは 2007年の春頃であったから、河島さんはまだこの論文には目を通して

いなかったかもしれない。河島さんは、おそらく独力でこの見解にたどり着いたのだ

ろう。 
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に記述にのみ注目する立場では、記述の指示対象の絞り込みはタイプのレベル

にとどまり、決してトークンのレベルには到達しないという問題なのである。 

さて、河島はこの問題を根拠として「だからアンスコムの議論はダメなのだ」

と言いたいわけではない。4この論文における河島の結論は、あくまでも、これ

を解決すべき問題と考えるかどうかに、デイヴィドソンとアンスコム、ひいて

は因果説と反因果説の分水嶺があるというものであった。実際河島は論文の終

盤で、アンスコムには、「因果関係を入れなければ、行為の説明に登場す

る’because’を理解できない」というデイヴィドソンの批判を理解できなかった

だろうと指摘している（河島, 2006: 73）。アンスコムにとって、この’because’

は一般的なものだったからである。 

河島は、「アンスコムにとって’because’は一般的なものであった」という主

張の意味をこれ以上説明していない。蛇足を承知で敷衍するならば以下のよう

になるだろう、私が「なぜスイッチを入れたのか」と問われて、「部屋の明か

りをつけたかったからだ」と答える際、その発言の意味するところを「部屋の

明かりをつけたい人は、明かりのスイッチを入れるものだ」と解釈することは

十分に可能であると思われる。この解釈では、タイプとしての理由と、タイプ

としての行為が関係づけられているが、これが合理化の役割を果たさないと主

張する人はいないだろう。そして、同様のことはあらゆる合理化に当てはまる。

つまり、あるタイプの理由による合理化は、同じタイプの行為に共通に適用さ

れるものであってよい。 

もちろん、こうした議論に対しては、そのように考えるならば、私が与える

理由は、今日の行為だけでなく、それとタイプを同じくする別の行為も合理化

してしまうという反論が寄せられるだろう。それに対しては、合理化というの

は、元々そういうものなのだと応じるしかない。私の与えた理由は、今私がな

した行為をタイプのレベルで確かに合理化している。その際、その理由がタイ

プを同じくする他の行為（ここに、私と同じ理由から明かりのスイッチを入れ

た世界中の人々の行為を含めてもよい）を合理化するという事実は、今私がな

した行為が合理化されているという事実を損なうわけではないのだ。 

                                                                 
4 実際河島さんがダメだと考えていたのかどうか気になるが、それを尋ねることはもはや

できなくなってしまった。 
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つまり、行為の説明において、合理化の側面だけに注目するならば、’because’

は一般的なものとならざるを得ない。そしてそれは、アンスコムによる’because’

の分析が、なぜ行為者が実際にその行為をするに至ったのかを説明する動的な

ものではない、ということでもある。アンスコムが考える実践的推論において

は、記述のみが本質的な役割を果たし、それらが行為者の欲求や信念、行為の

記述であるという点は捨象されるのだった。これは欲求や信念が行為を生み出

すにあたってどのような役割を果たしているのかということが、そもそも分析

の対象となっていないことを意味する。 

それがアンスコム自身の狙いに照らして不適切というわけではないというこ

とは強調しておくべきだろう。アンスコムが目指しているのは、合理化とはど

のようなものであるかを明らかにすることであり、それはとりもなおさず、合

理的と言える行為において、行為者の持つ欲求、信念、行為それぞれの記述の

間にどのような関係が成り立っているべきかを明らかにする静的な試みなので

ある。 

これに対し、デイヴィドソンは’because’を因果関係でもあるとみなした。河

島によれば、彼はそれによって行為と理由の関係を個別的なものと捉えること

ができる。次の節では、その点を確認しよう。 

 

3. 行為と理由の関係 デイヴィドソンの場合 

 

河島は、デイヴィドソンが、論文「行為・理由・原因」5の注４（Davidson, 1963: 

9/187 頁）において、実践的三段論法と実践的推論とを区別していることに注

目する。その区別のポイントは以下の点にある。実践的三段論法において、推

論を構成するのは信念や欲求、行為そのものではなくそれらの記述である。そ

してそれら記述の間には概念的な関係が成り立っている。他方、実践的推論に

おいて推論を構成するのは信念や欲求、行為の生起といった出来事である。そ

                                                                 
5 この後、先述した『自由と行為の哲学』において、河島さん自身がこの論文の翻訳を手

がけることになる。その頃の我々は今にして思えばたくさんの時間があり、毎週どこ

かの大学の図書館やら院生室やらで読書会を開いていた。河島さんの翻訳も、皆で検

討したのではないかと思う。 
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してこちらの推論では、これらの出来事の間に時空的な関係（因果関係）が成

り立っている。そして河島は、「実践的三段論法」は「実践的推論」を記述し

たものであると述べている。 

さてデイヴィドソンの言う実践的三段論法は、記述を構成要素とするのだか

ら、アンスコム同様、一般的なレベルで合理化を捉えるものでしかない。他方、

出来事を構成要素とする実践的推論はそうではない。その推論を構成している

のは、欲求・信念・行為という、いずれも個別的な出来事だからである。 

以上の議論により、冒頭に示した問題にはどのような答えが示されるのだろ

うか。デイヴィドソンの枠組において、理由と行為の関係は、両者の記述の間

ではなく、両者の間に成り立つ個別的な関係である。そして私がある行為を合

理化する際に与えた理由の記述が、確かにその行為の理由の記述であることを

保証してくれるのは、それらの記述がそれぞれ個別的な出来事に言及しており、

それらの出来事の間に因果関係が成り立っているからなのである。つまり、理

由の記述はそれが行為と個別的な因果関係に立つ理由の記述であることによっ

て、他ならぬその行為を合理化していると言ってよいのだ、というのが河島の

結論である。 

以下では、河島の結論を踏まえた上で、アンスコムとデイヴィドソンの立場

の違いをもたらしているものが何なのかをさらに考えてみたい。 

 

4. アンスコムの議論に欠落しているもの 

 

アンスコムの論文「実践的推論」は、ウリクトによる実践的推論の分析に対

する批判から始まる。ウリクトの目的は、ある人が実践的推論に基づいて行為

するとき、その人がもつ心的状態と、その人が実際になした行為との関係がど

のようなものであるかを明らかにすることである。そしてウリクトが作業仮説

として立てたのは、心的状態が行為に対して論理的強制力を発揮するというも

のであった。 

これがすでにアンスコムの立場とは大きく異なることは明らかだろう。アン

スコムの関心はあくまでも合理化の理解にあった。そこで、すでに行われた行

為に関して、その行為を合理化する欲求・信念の記述と行為の記述との間にど
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のような概念的関係が成り立っているかが問題にされる。他方、ウリクトの関

心は、行為が生じてくる瞬間にある。そして行為者の持つ欲求と信念が、どの

ようにして行為を生み出すのかということが問題にされているのである。 

おそらくはこうしたウリクトの立場を念頭において、アンスコムは「推論の

論理的必然性を把握した行為者は、その結論に従うよう強制される」という見

解をとりあげている（Anscombe, 1989: 130/226 頁）。実際、ウリクトがとりあ

げるのは、以下のような形式の推論である。「私は E を達成したい。もし A し

ないなら私は E を達成しないだろう。ゆえに、私は A する」この推論の場合、

前提からは、A するという結論が必然的に導かれる。その必然性を把握した行

為者は、そう行為するよう強制される。これがウリクトの思い描いた図式だっ

たのであろう。 

これに対するアンスコムの反応は以下のようなものである。我々が「論理的

強制」と呼びうるのは、前提と結論の間に真理結合が存在するということをお

いて他にない。もしウリクトのように、その真理結合を把握することによって

生じる強制（結論に相当する信念を抱いたり行為をするよう強いられること）

を意味しているならば、その強制は決して「論理的」なものではない。 

正論である。論理は確かに我々の思考や行動に影響を与えるが、それは、我々

がふだん「強制」と呼ぶものとは似ていない（論理はわれわれを脅迫したり拘

束したりするわけではない）。仮にそのような強制が実際に存在するのだとし

たら、我々はそれに抗うことができないだろうが、それは「論理に従う」こと

とは異なるだろう。 

それに、もしウリクトの見立てが正しいとするならば、ウリクトが提示した

ような推論の前提に相当する欲求と信念の持ち主は、まさに「必然的」に、そ

れらが合理化する行為をするはずだが、もちろんそんなことはない。たとえば、

私は「原稿を締め切りまでに仕上げたい」と思っており、これまでの経験から

「毎日少しずつ書き進めなければ締め切りまでに仕上げられない」ことを身に沁

みてよくわかっているが、だからといって、「毎日少しずつ書き進める」こと

を「必然的に」なすわけではない（そうだったらどんなによかっただろう、と

思うこともたまにあるが、それは実際にそのような状態になったことがないか

らかもしれない）。 
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この正論に感服しつつも、私は彼女の議論にある種の「ずるさ」を感じとっ

てしまう。たしかに心的状態と行為の動的な関係を捉えるのに、論理的強制を

持ち出してくるウリクトはへまをしたかもしれない。ではアンスコム自身は、

心的状態と行為の動的な関係をどう説明するというのだろうか。論文「実践的

推論」のどこにも、その問いに対する答えは見当たらない。この論文を貫いて

いるのは妥当な実践的推論の形式的な特徴という静的な主題への関心であって、

そのような推論をする者がどのようにして結論に相当する行為をするに至るの

かという問題がとりあげられることはないのである。 

 

5. 推論に対応する心理過程は存在するか 

 

推論をする者は、どのようにして結論に相当する行為に至るのか。私の見る

ところ、この問いに対するアンスコムの答は、「そのような問いに対する答え

は存在しない」というものであるように思われる。そしてその答を支えている

のは、推論に対応する心理過程が存在するという想定は誤っている、という彼

女の信念である。 

彼女はここから以下のように議論を進めているのではないかと思う。推論に

対応する心理過程など存在しない。推論とは現実の心理過程を我々が理解可能

な仕方で再構成したものに他ならないからである。そして推論をおいて我々が

現実の心理過程を理解する方法はない。したがって、心理過程を理解する上で

我々ができることと言えば、その再構成である推論を理解すること以外にない。 

以上のような見解をアンスコムに帰する上で、私が手掛かりとしているのは

次の一節である。この箇所の前半で言及されているのは、推論に対する「我々

の考えのうちに潜んでいると思われる見解」である。 

 

前提から結論へのステップをたどる心的作用が存在し、その心的作用は

論理において
．．．．．．

ステップをたどり、論理自身という、心的作用とは別個の、

純粋な
．．．

媒介によって移行
．．

する。……しかし、そもそも心的作用が以上のよ

うな意味でステップをたどるということは理論的推論・実践的推論のいず

れにおいてもありえないのだ！（Anscombe, 1989:132/230-1 頁） 
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ここで「ステップ」と呼ばれているのは、「p ならば q」というように、ある

文 p と別の文 q とを条件文の形で結んだものである。そして上の引用箇所で問

題となっているのは、推論とはこうしたステップを「たどって」、p から q へ

と移行することと考えるべきなのかどうか、ということである。そしてこの問

いに対する彼女の答えは否である。 

残念なことに、この答の根拠が何であるかは明示されていない。だが、根拠

らしきものはある。アンスコムがとりあげているのは、上司の命令に機械的に

従う人物の事例である。この人物が、上司に与えられた命令から、それを実現

するために自らがなすべきことを推論し、それを遂行するという場面が問題に

なっている。重要なのは、この人物が上司の命じている事態の実現を自ら欲し

てはいない、ということである。それにもかかわらず、この人物は上司の命令

を前提とする実践的推論に基づいて自らのやるべきことを遂行する。この場合

彼は一体何を欲しているのか？ 

「従属者として行為する」という目的をもっているのではないか、という意見

をアンスコムは否定する。彼女によれば、その記述は上司の命令のもとでなさ

れた行為を正しく特徴づけている。だが「従属者として行為する」という観念

が、彼の推論計算に現れるほど「十分に意識にのぼっていたわけではない」と

いうのである（Anscombe, 1989: 135-7/235-9 頁）。 

しかしこの議論は、アンスコムが主張したいことを主張するには根拠薄弱で

あると言わざるを得ない。しばしば指摘されるように、ある心的状態にあるこ

とと、その心的状態を意識していることとは区別されなければならない。後者

が偽であることは、前者が偽であることを含意しない。ゆえに「意識にのぼっ

ていなかった」ことを根拠として、この人物がそうした欲求をもっていなかっ

たと論じることはできないだろう。  

むしろ彼女は次のように論じるべきだったのではないか。推論がもつ前提か

ら結論を導くというパターン自体は、我々が実際に経験するある心的状態から

別の心的状態への移行のうちで、どれがよいもので、どれが悪いものかを説明

するために導入された補助線のようなものに過ぎない。それゆえ、そのような

パターンを実際の心理過程が「たどっている」はずだ、と考えるのは転倒でし
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かない。もちろん、このパターンを知る者は、そのようなパターンにそって推

論しているという経験をするかもしれない（それは、心の中でいくつかの前提

をまず唱え、ついでそこから導かれる結論を唱えるという、儀式めいたものか

もしれない）。しかしそのことと、ある心的状態から別の心的状態へと移行す

る人の思考は、実際にこのようなパターンにそって進むのだと主張することと

は別のことだろう。現実に生じているのは、ある心的状態の集合に別の心的状

態が追加されるとか、あるいはそのうちのいくつかが変化するということに過

ぎないからである。 

以上の議論が正しいとすれば、実践的推論に基づいて行為した人が、その実

践的推論に対応した心理過程をたどったと信じる理由はない。とは言え、実践

的推論のパターンとして再構成する以外に、我々がその人の心理過程を理解す

る方法もない。したがって、ある人の心理過程を理解する上で我々ができるこ

とと言えば、その再構成である実践的推論を理解すること以外にないのである。 

そして、このことが、アンスコムとデイヴィドソンの立場の違いをもたらし

ていると私は考える。実践的推論の記述は現実の心理過程の記述でもあり、そ

れゆえに因果過程の記述でもあるとデイヴィドソンが考えるのに対し、アンス

コムはそのようには考えていないのである。 
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河島さんと行為論研究会の歩み 
 

木村 正人 

 

 

私が河島一郎さんと出会ったのは、2006 年 9 月、代々木オリンピックセンタ

ーで開催されていた「現象学東アジアサークル（PEACE）」でのことであった。

PEACE は、昨年ご逝去されたアメリカの現象学者 L.エンブリー先生の肝いり

で設立された国際学会で、東京大学の村田純一先生と門脇俊介先生らが中心に

なって第 2 回学会大会が開かれていた。私は社会学が専門ではあるが、現象学

の行為論を研究しているので、フロア参加者として出席していた。 

そこで受付の仕事をされていたのが河島さんだった。当時、河島さんは東京

大学グローバル COE「共生のための国際哲学研究センター（UTCP）」の研究

拠点形成アシスタントを務めておられ、手伝いに狩り出されたのであろう。休

憩時間、彼はたぶん喫煙をしに退席されていたところではなかったかと思う。

何の気なしにこちらから話しかけると、デイヴィドソンなど分析哲学の行為論

を研究しているという。立ち話のまま、行為者性や因果、欲求についての現象

学・社会学との取り扱いの異同などに話が及んで意気投合し、行為論研究会と

いう少人数の読書会をやっていると聞いて、連絡先を交換した。 

彼とのこの偶然の出会いがなければ、その後の研究生活は随分ちがったもの

になっていただろう。私の手許には、それから彼と 10 年来やりとりしてきた何

百通のメールの記録が残っている。 

河島さんから届いたはじめてのメールは、2006 年の 9 月 28 日、PEACE 会議

が終わって二日後の日付になっている。（後日この会議の運営にあたっておら

れた染谷昌義さん（高千穂大学教授）にお話をうかがったところ、河島さんは

学会日程後も海外研究者のエクスカージョンや空港への送迎など、レンタル携

帯を手に、裏方役を一手に取り仕切っておられたらしい。その落ち着きぶりか

ら微塵も気付かなかったが、多忙のなか、落ち着く暇もなくメールをくれたの

だろう） そこには丁寧にも、研究会の次の予定だけではなく、そのとき読んで

いた論文の簡単な紹介、そこで扱われている傾向性概念についての解説までが
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加えられていた。しかも同日中に追伸があり、研究会のメンバーで、当時まだ

D1・D2 の大学院生だった星川道人さんと早川正祐さんのご専門、早川さんが

投稿予定の『科学哲学』の案内、研究会開催場所の地図までが添えられていた。 

私も当時はまだ早稲田の大学院博士課程に籍を置きながら、第二文学部の思

想宗教系という専攻の助手を務めていた。都合をつけて研究会には早速翌週か

ら参加し、ブラットマンの計画理論やフランクファートの欲求の階層モデルな

どについて教わり、社会学の行為論とは用語体系が異なるものの、自分の関心

と著しく重なることがわかって興奮を覚えた。その頃、私は合理的選択理論に

よる数理的な行為モデルを現象学の視点から批判的に検討するという作業をし

ており、報告の機会もいただいて河島さんらから頂いたコメントのひとつひと

つが本当に有益だった。分析哲学者には常識に属するであろうことについて、

素朴な質問を繰り返す私に、河島さんは、嫌な顔ひとつ見せずに、その都度丁

寧に教えてくれ有難かった。基礎的な事項についてであれ河島さんの解説は、

他の仲間たちにとっても啓発的であったようで、そこからまた議論が展開して

いくこともしばしばだった。 

私が思い返す河島さんの姿はきまってそのときのものだ。こちらが質問をす

ると、おもむろに立ち上がっては、ホワイトボードに概念図を書き、淡々とし

かし懇切に解説してくれる私講師のような姿。大学の非常勤講師を務める傍ら、

予備校講師やカルチャースクールの講座でも哲学を教えられていた河島さんの

天職だったと思う。ほんとうに教え方がうまかった。前出の染谷さんは、後輩

の河島さんの素質を見込んで、娘さんの家庭教師をお願いしていたそうである。 

研究会は、当初の数年は、ほとんど毎週開催していた。東大駒場の 14 号館 3

階の院生室、総合図書館の演習室、東大が使えないときは、早稲田大学でも会

をもった。文学部のある戸山キャンパスが当時大規模工事中で、私がその後助

教職に着任してからは、仮設研究棟の中にあった二階の論系室で、いつも昼過

ぎに始めて、4～5 時間は熱心に飽きもせず議論を重ねた。早川さんが上智大学

哲学科の研究員になられた 2010 年以降は、四ツ谷のキャンパスや近くのルノ

アールでやったこともあった。東日本大震災の日、私は居合わせなかったが、

河島さんたちは上智で研究会開催中で、早川さんはそのまま研究室で一夜を過

ごされた。メンバーが集まれば場所はどこでもよかった。 
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旺盛な意欲で関連の文献を渉猟し、ブラットマン、フランクファート、ウィ

リアムズ、ファインバーグ、テイラーらの英語論文を次々と読んでいった。レ

ジュメを準備する担当は河島さんと早川さんが引き受けられることが圧倒的に

多かったと思う。 

河島さんのレジュメは、たいてい通常より小さめなフォントで余白も狭いフ

ォーマットに、課題論文の要約と解題がずらりと書き込まれていて、しかも背

景にある議論や術語の関係などが、しばしば図表を用いて綺麗に整理されてい

る、まるで教科書のようなレジュメだった。当時の資料は今でも分厚いファイ

ル数冊に大切にまとめてある。 

本書巻末の業績リストを見ると、河島さんはどちらかというと寡作だったの

かもしれないが、彼のパソコンのなかには、文献レビューや研究ノートなど、

ほとんど仕上げられた状態で発表の機会をまっている文章がたくさんあったは

ずだ。いつか本人もそうおっしゃっていた。そしていつも次の論文の構想を持

っていて、文献を検討する中で湧き上がってくる多くの問題についても定見を

もち、種々の論点を見事なまでに的確に、明晰に整理されるので、驚嘆すると

同時に触発されること頻りであった。 

一度、皆の都合が折り合わないときに、Skype（まだ LINE はなかった）を使

って電話会議のようにやってみようと試みたことがある。河島さんは実はあま

り乗り気ではなく、「安アパートなので声が張れないのと、板書できないのが

一番の欠点」だとおっしゃっていた。現在熊本大学で教えておられる立花幸司

さんが当時短期間ながら研究会に参加されていて、ヘッドセットの購入を躊躇

している河島さんに、イヤフォンも実はマイクとして使えるという話をしたと

ころ、河島さんは何度かそれで試してみていた。結局男性ばかりの会で誰が話

しているのかわかりにくいとか、接続が悪くて切れてしまうので、とりやめに

なったが、河島さんの板書にかける情熱の一端を垣間見た。 

研究会メンバーのひとりに子どもが産まれたときに、すかさず皆でお祝いを

しようと真っ先に提案されたのも河島さんだった。当時のやりとりには、その

パパ宛に「ミルク代稼ぎに必要なら、バイトも紹介するよ」などとある。本当

に気遣いと配慮の人だった。参加者の中で彼は一番の年長者だったはずだが、

いつも謙虚で腰が低く偉ぶることのまったくない人物だった。院生室に傘を忘
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れたときに、わざわざ見つけて取り置いてくれたのも河島さんだった。河島さ

んの柔和で落ち着いたその人柄が、その後参加者が増えていったあとも、彼に

よって設立されたこの研究会の和やかな雰囲気の基調をつくっていたと思う。 

その後、私的な研究会だった行為論研究会にとってひとつの転機になったの

は、2008 年に科学研究費補助金を申請したことだ。当時はみな若手の院生でヘ

ッドセットはともかく、パソコンや書籍の購入、また国内外の学会に出かける

際の出張旅費の工面等にそれなりに苦心していた。河島さんが塾講師のアルバ

イトに時間を取られがちだったのは、彼の人望と能力に頼る人が多かったこと

もあっただろう。 

そんな経緯から研究会メンバーによる科研費申請を決めたときも、河島さん

から野矢茂樹先生にもお声がけをいただいてご快諾を得た。当然、野矢先生に

代表をお願いする予定だったが、結局は申請手続きや書類準備が煩瑣なことも

あって、便宜上の代表を、科研費申請資格を得たばかりの私が、僭越ながら引

き受けることになった。とはいえ、申請分野と研究内容からして、中心はやは

り河島さん、早川さん、古田徹也さん、竹内聖一さん、島村修平さんで、実質

的な作文は皆に頼って、とりまとめにあたった。 

河島さんが真っ先に哲学分野の行為論の位置づけとアンスコム・デイヴィド

ソン以降の動向について文章をまとめてくれ、彼の文章を骨子として、各々が

加筆していった。雑多なアプローチの長所と短所を表にまとめるという河島さ

んのいつもの技能がここでも生き、半年後に採択の連絡が届いた。領域横断的

であること（哲学、倫理学、社会学）、方法論の多様性（分析哲学、現象学、

法哲学）と、若手研究者が中心であることを売りにしたが、申請書としてまと

められた研究課題と方法の整理だけでも、個別領域に閉じこもっていては決し

て書けない共同作業の成果だった。 

現象学者が社会学専門の私だけでは心もとないので、すでに参加されていた

八重樫徹さんのほか、2008 年 12 月の日本現象学・社会科学会第 25 回大会で、

シンポジウム「現象学的行為論の可能性」を企画した際、ご一緒した吉川孝さ

ん、池田喬さんにもご協力を請うた。日本ではまだ紹介されることの少なかっ

た共同行為論が研究会の中心テーマに据えられたのも、この科研費の申請がき

っかけだった。島村さんの紹介で、2009 年には萬屋博喜さん、その翌年には駒
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場の博士課程でまさしく共同行為論を専門に研究されている筒井晴香さんから

もご助力をいただけることになった。 

2009～11 年度「共同行為の責任と倫理に関する学際的研究」を皮切りに、2012

～14 年度「共同行為と共感についての学際的研究」（研究代表者：竹内聖一氏）、

2015～17 年度「人間の〈脆さ〉に着目した状況依存的かつ相互依存的な行為者

概念の学際的研究」（同：早川正祐氏）と、以来 3 期 9 年間、研究会メンバー

を中心とした研究活動に助成がおりた。成果報告書は各研究期間の終了時に一

冊出せばよかったのだが、せっかくだからと参加者の熱意が実り、雑誌『行為

論研究』を断続的ながら、4 号発刊することができた。 

河島さんはその創刊号に玉稿「適合の方向と行為者」を「研究ノート」とし

て寄稿されている。信念と欲求の差異を特徴づける心的態度の「適合の方向」

に関するアンスコムの分析と、それに対応するプラッツ、スミスらの批判と提

案を検討した高い水準の労作であり、私にはなぜ彼がこれを敢えて「論文」と

しないのかわからなかったが、そこに敬服すべき彼の慎み深さを感じて畏れ入

った。そして自分の「論文」を翻って省みて、深く恥じた。 

研究会メンバーがだんだんと忙しくなっていって、大学院生の頃のように研

究会の頻繁な開催が難しくなっていたときも、河島さんの学会報告や文献検討

の提案があって、皆が腰を上げるということが幾度もあった。しかし 2011 年の

後半くらいから、研究会への参加が滞るようになり、河島さんがどうも多忙を

極めているらしいと聞いた。「模試の採点の山場で出席が難しい」、「水木は

非常勤、火金はバイト、残る月曜も空いたり詰まったりという具合なので、今

学期中は参加が難しい」というようなメールが届くようになった。プライベー

トなことはあまり口にされなかったし、非常勤とアルバイトの苦労などについ

ても一切弱音を吐くことはなかった。無理を重ねていたこともあったにちがい

ないが、研究費の割り当てについても、途中からは「若い人たちで使ってほし

い」と遠慮された。 

2015 年 6 月の末、懇意にしていたある先生から、河島先生のアンスコムとス

トローソンに関する論文を拝読して、たいへん明晰な議論に感心した、ご出講

をお願いできないかと、非常勤講師の依頼が私のところにあった。その後丁重

なお礼の知らせが、河島さんから届いた。そして、あのいつもの柔和な調子で
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こちらの近況を気遣ったあと、最近は行為論から少し離れて、以前から興味を

持っていた聴覚論を研究している、先行研究があまりないので、手探りで進め

ていると意欲的な様子だった。新たな研究成果について、またあの細かなレジ

ュメとホワイトボードを使って講じてくれる機会を待ちわびたが、叶わない望

みとなってしまった。 

（きむら まさと／高千穂大学） 
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河島さんの思い出 

 

 

島村 修平 

私が河島さんと知り合ったのは、たぶん修士課程に入って、駒場の科哲にち

ょくちょく顔を出すようになった頃のことだと思う。当時潜っていた野矢ゼミ

でも、河島さんはすでに古株的な大先輩の一人だった。先輩ぶったところがな

く、とても穏やかに話す人だなあと思ったことを覚えている。河島さんは、ど

ちらかというと寡黙で、決して自分のことをたくさん話すタイプではなかった

けれど、後輩の面倒を見ることについては骨惜しみしなかった。私が徐々に駒

場の哲学コミュニティに馴染んでいくことができたのも、当時河島さんが主宰

していたデイヴィドソンを読む読書会に参加させてもらう中でのことだった。

私にとって河島さんは頼れる兄貴性のようなものを強く感じさせる人だったの

だが、これはきっとお世話になった他の人にとっても多かれ少なかれ同じでは

ないか。 

河島さんとのことを振り返ってみて、もう一つ思い出すのは、河島さんが現

象学者の鈴木俊洋さんと共同で開催されていたコミュニティ・センターでの哲

学講座のことだ。これは、哲学に関心を持つ一般の方々と一緒に野矢先生の『哲

学の謎』を読んでディスカッションするという講座で、私も声を掛けていただ

いて、何度か会にお邪魔させてもらった。河島さんは、必要な予備知識を丁寧

に解説しつつも、あくまで対等な立場から真剣に議論されていて、そのいつも

と全く変わらない姿勢からは多くのことを学ぶことができた。また何より、デ

ィスカッション自体がとても盛り上がっていて、それは、哲学という素材が持

つ力はもちろんあるにしても、そういう場を作り出した河島さん達の人柄によ

る部分が大きかったように思う。 

私が最後に河島さんとお話ししたのは、たぶん数年前の行為論研究会からの

帰りの電車だったと思う。その日はふとしたきっかけで珍しく河島さんがご自

身のことを話されていて、内容はたしか河島さんが当時執筆されていた博士論

文のことだった。新しいアイデアを得て、それを論文にする準備として基礎的
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な文献に当たっているというようなことを少し興奮気味にお話ししていた様子

が強く印象に残っている。今回、このような形で河島さんの突然の訃報を受け、

まだ信じられないような感じがする。ご恩返しに遠く及ばないものの、河島さ

んも携わられてきたこの『行為論研究』誌上で、こうして河島さんとの関わり

を振り返る機会を与えていただいたことをありがたく思う。 

（しまむら しゅうへい／日本大学） 

 

 

筒井 晴香 

私が東京大学教養学部前期課程理科 I 類から科学史・科学哲学研究室（「科

哲」、当時の教養学部基礎科学科科学史・科学哲学分科）へ進学した 2004 年

頃、当時院生だった河島さん主催のデイヴィドソン勉強会は、いわゆるゼミへ

の所属制度がない科哲で、哲学の議論とはどういうものかを実地で学べる無二

の機会であったように思います。 

学部・大学院での科哲在籍期間全体を通して、学生同士の勉強会や議論から

は多くのものを得てきましたが、まさにその出発点となったのが河島さんの勉

強会でした。あれほど細やかにオーガナイズして頂き、活発に盛り上がった勉

強会は、他になかったように思います。学部生の頃の私は、ただ指導教員の著

書への興味から科哲の門を叩き、文転したという自覚もろくになく、右も左も

分からずにいましたが、河島さんの粘り強い読解を聞き、率直に疑問をぶつ

け、議論させていただいた経験は、現在に至るまでの研究活動の重要な基礎に

なっています。 

議論の場のみならず、研究会のレジュメや卒論の心得など、様々な貴重な資

料を惜しみなく提供してくださった河島さん。さらに研究者としてのみなら

ず、趣味人としての側面にも忘れ難いものがあります。コーヒーがお好きな河

島さんは、なんとご自宅で焙煎した（！）豆を院生室へ持参して下さったこと

もありました。院生室に立派なコーヒーメーカーと電動ミルをご寄贈いただい

た折には、「これを河島二郎、三郎と名付けよう」と同期と語らった記憶があ

ります。科哲在籍時の河島さんと直接の面識はなくとも、研究のお供に出来立

てのコーヒーを味わった科哲生は数多くいることでしょう。 
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河島さんからは、楽しみを忘れず粘り強く探求する姿勢や、自分の得たもの

を後輩へと受け継ぐ姿勢を教えていただきました。自分がどの程度それを実践

できているかは心許ないところですが、研究の出発点において素晴らしい先輩

の助力を得られたことは、得難い経験であったと思います。 

（つつい はるか／東京大学） 

 

 

早川 正祐 

修士課程・博士課程を通して大学院でお世話になった先輩は誰かと問われれ

ば、真っ先に「河島さん」と答えることになると思う。そのくらい河島さんに

はお世話になった。 

河島さんに最初に会ったのは、2003 年に大学院に進学して間もなくだった。

当時、私はとても焦っていた。自分の関心がどこにあるのか、何を研究すべき

なのかわからず右往左往していた。いろいろ悩んだ挙句に分析哲学の行為論を

研究することになった。そこでまず、行為論以前に、分析哲学の手法に慣れよ

うと、先輩方が主催する研究会に出て勉強し始めた。とはいうものの、研究会

で著名な分析哲学者の論文を読んでも、なんか痒い所に手が届かない感じがし

た。（当時の）分析哲学では、心を論じるにしても行為を論じるにしても、最

初から問題がとても狭く設定されていて、その狭く設定された枠組みの中でや

たらに細かな議論が展開される。少なくとも私はそのような印象を受け、拭い

きれない違和感を覚えてしまった。もちろん分析哲学の手法を教えて下さった

先輩方にはとても感謝しているし、それは今でも役に立っているが、そのとき

は正直いって少し居心地が悪かった。むろん居心地が悪いことは哲学にとって

プラスに働くことも多いが、それはともかく、先輩方を前にして、「そんな狭

い問題設定でいいんですか」と違和感を口にすることは、勇気と自信のない私

にはできないことであった。 

しかし、そんな中でも河島さんは異彩を放つ存在であった。河島さんは、一

つの固定された枠組みの中で物事を考えるような人ではなかった。ある定まっ

た問題設定の中で、細かいところまで考えていくのも（少なくとも私よりは）

うまかったが、しかし、むしろその問題設定に対する違和感も同時に保持でき
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るような人であった。相手の異なる意見を、それがどんなに突拍子もないもの

に思えようとも、（つぶすことなく）関心をもって聞くことができる稀有な人

であった。それは河島さんの真面目さゆえにというよりも（もちろん真面目で

はあったが）、遊び心ゆえにできたことだと思う。だから河島さんの存在はと

てもありがたかった。 

この遊び心は、河島さん自身が率先して突拍子もない質問をするという点に

もあらわれていた。変な角度から質問してくるのである。相手を批判するため

にではなく、相手を試すためにでもなく、「こんなふうに考えたら面白いかも

よ」という感じで。河島さんは、その遊び心ゆえに、凡人には関連性が見てと

れない事象間にも鋭く関連性を見てとっていたのかもしれない。私は、結構頭

が固い人間なので、そういう質問をされても、よく理解できず、スルーするだ

けであったが……。今思えば、もっと耳を傾けるべきであった。 

さて、河島さんが面倒を見てくれたおかげで、何とか修士論文を書き上げ、

そして博士課程に進学してしばらくして始めたのが行為論研究会であった。当

初は河島さんと星川道人さんと私の三人で行為論関係の論文を読むという活動

をしていた。しかししばらくして、倫理学研究室の古田徹也さん、そして本郷

の先輩の竹内聖一さんも加わり、2006 年ごろには当時早稲田の助教だった木村

正人さんも加わってくれた。 

現在メンバーは 15 人ぐらいだが、今でも行為論研究会は河島さんの精神を

受け継いでいる。すなわち、一つの考え方に凝り固まらず、遊び心をもって広

く深く考えるという精神を。これからも、行為論研究会は、河島さんが大切に

していたこの精神を継承していくことになるにちがいない。 

（はやかわ せいすけ／東京大学） 

 

 

古田 徹也 

 河島さんを最初に見掛けたのは、自分がまだ学部生の頃だった。そのとき自

分は、東大駒場キャンパスの 13 号館（1323 教室か 1313 教室だったと思う）

で開講されていた野矢茂樹先生の授業に通っていた。開始時間付近にその建物

に着くと、当時はまだあった喫煙スペースで煙草を吸っていたり、ロビーに佇
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んでいたりする人がよく目に留まった。短髪で、しばしばハンチング帽を被っ

ており、髭を生やし、体はがっしりしている。なんだか怖そうな人だ、という

印象だった。 

 その人が河島さんという名前であることを知り、初めて話ができたのは、そ

れからずっと後、自分が博士課程に進んでからだ。その頃知り合った同い年の

早川正祐さんが、行為論研究会に参加しないかと誘ってくれて、早川さんと共

にその研究会を主導していた河島さんとも知り合いになれた、という経緯だ。 

 あ、あの人だ、というのはすぐに分かったが、その印象はがらっと変わっ

た。実際に面と向かって接すると、朴訥とした印象は同じだったが、柔和で、

ニコニコとした様子で話し、ときにいたずらっぽく、そして、よく周囲を気遣

い、「怖い」というのとはまさに対照的な人だった。 

「一服」を好む人で、研究会の場でも休憩時間は愉しそうにくつろいでいた

し、コーヒーを美味しそうに飲んでいた。駒下の「みしま」でよくたこ焼きを

買ってきたり、お土産のお菓子を皆に配ってくれたりしたのも思い出す。 

師匠が野矢先生だと聞いて、だからあの当時、あの場所でよく河島さんを見

たのだと納得した。たぶん、昔の 13 号館でも、そういう「一服」を、「合間

の時間」を愉しんでいたのだろう。 

 

 当時、行為論研究会は週一回程度、しかも毎回四、五時間はやっていて、か

なり濃密な空間だった。多くの回で、河島さんは論文の要約やコメントを担当

した。レジュメは、（見たことのある人は皆懐かしく思い出すと思うが）少し

小さなフォントの、小綺麗にレイアウトされた独特の形式のものだった。 

 ただ、内容も小綺麗にまとまっていた、というわけではない。河島さんのレ

ジュメは、無駄を削ぎ落としてうまく要約するとか、最大の問題点を簡要に突

く、というものではなく、むしろ、一見すると瑣末な部分であっても、引っ掛

かる点をそのつどコツコツと――不器用なまでに地道に――追究していくもの

だった。この議論はこう捉えることができるのではないか、という風に、でき

るだけ解釈の可能性を広げて一個一個検討していくその姿勢は、まさに河島さ

んの哲学的思考を特徴づけるものだと思う。 

 



 

56 

だから、河島さんのレジュメは多くの場合長編になったし、それをさらに検

討するのにも時間も掛かった。河島さんは寡作であり、発表された論文は多く

はなかったが、それも無理のないことだろう。 

けれども、そうやって長い時間鍛えられ、かたちとなった論文は、明晰・堅

実でありつつ、しかも、はっとさせるオリジナルな論点が含まれた、見事なも

のだ。今回の『行為論研究』第４号では、「行為の一般性と個別性」と「行為

論からみた自由の問題」の二編が主題的に取り上げられているが、どちらも、

分析哲学的な議論の良いところが発揮された、本当に素晴らしい論文だ。『行

為論研究』第１号に寄せられた「適合の方向と行為者」ともあわせて、これか

らもずっと生き続け、読まれ続けることだろう。 

 

 河島さんの訃報に接してからもう随分経つが、それをいまだに消化できずに

いる。自分は『行為論研究』の編集を大体担当しているから、自分でこの文章

を書きながら、行為論研究会のメンバーが今号に寄せた論考やエッセイも、そ

のつどじっくり読んだ。そうして、ようやく、河島さんがいなくなってしまっ

たということを実感した。その代わりに、どうにも寂しい気持ちに襲われてい

る。 

外連味や見栄のない、コツコツと誠実に発せられるあの問い方と、あのニコ

ニコした顔が懐かしい。さようなら河島さん。安らかにお眠りください。 

（ふるた てつや／専修大学） 

 

 

萬屋 博喜 

現代の分析的行為論をご専門に活躍しておられた河島さんの訃報を耳にした

のは、二〇一五年の夏頃のことだった。デイヴィドソンやアンコスムの行為論

についての仕事を端緒として、行為の因果説と反因果説に関する研究成果を精

力的に発表されていた最中のことだったため、私にとっては青天の霹靂とも言

うべき出来事だったことを記憶している。哀悼の意を込め、ここでは河島さん

との思い出を述べさせていただきたい。 

 河島さんのことをはじめて知ったのは、私が東京大学大学院の修士課程に進
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んだ直後のことだったと思う。当時、私は本郷キャンパスの哲学研究室に所属

していたが、駒場キャンパスのゼミや読書会にも頻繁に顔を出していた。当時

の河島さんは、駒場の科学史・科学哲学研究室に所属する博士課程の三年生だ

った。河島さんとの邂逅をはたしたのは、村田純一先生の「知覚の哲学」ゼミ

でのことである。ノエとトンプソンの『視覚と心』という論文集を参加者の関

心にあわせて一篇ずつ読んでいくというもので、そこに河島さんも参加してお

られた。私が担当した論文はストローソンの「知覚とその対象」だったが、当

時の私にはまるで歯が立たない内容で、ゼミでの報告も惨憺たる結果に終わっ

たことを記憶している。ゼミが終わったあと、落胆する私に河島さんは暖かい

言葉をかけてくださり、哲学の文献を正確に読み解くための貴重なアドバイス

をくださった。そのときにいただいたアドバイスは挙げていけばきりがないけ

れども、難解な論文を明晰に理解するコツ、自分自身の言葉で議論を再構成す

る姿勢、日本語表現への感受性を研ぎ澄ませる努力といったことは、いまでも

哲学研究の基本姿勢として私の中で生き続けている。 

その後、河島さんが主催しておられた「デイヴィドソン読書会」に参加させ

ていただけることになった。読書会は、河島さんの周到なレジュメをもとに進

められ、参加者の活発な議論が絶えない刺激的な場だった。レジュメへの河島

さんのこだわりは徹底している。レジュメは翻訳ではないので、議論の骨組み

が一目でわかるものでなければならない。自分でわけのわかること以外はレジ

ュメに書いてはならない。具体例はできれば自分自身で考えたものを用いた方

がよい。こうした河島さんの方針は、残された数々のレジュメに一貫して反映

されている。特に、非常に難解なことで知られるデイヴィドソンの論文（「行

為・理由・原因」）のレジュメは、一文一文ていねいに意味が解きほぐされて

いるだけでなく、議論の素材となるさまざまな問いかけが随所にちりばめられ

ていた。他にも河島さんはさまざまな論文のレジュメを作成しておられたが、

個人的にはエヴァンズの「モリニュー問題」という論文のレジュメは、ある種

の芸術作品の域に達していると言ってよいと思う。「レジュメはこうやって作

るんだよ」という河島さんの声が、聞こえてくるようである。 

 私が博士課程に進んでからは、関東圏の哲学研究者を中心とする「行為論研

究会」で河島さんと顔を合わせるようになった。そこでも、河島さんはオース
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ティン、フランクファート、テイラーといった哲学者の文献を明晰に整理しつ

つ、豊富な具体例を挙げながら鋭い議論を展開されておられた。私が河島さん

と最後に言葉を交わしたのは、当時翻訳に携わっていたウィギンズの「賢明な

主観主義？」という論文を検討する会だったと思う。河島さんから訳語や内容

に関する鋭いコメントをいただいていた矢先、国内観測史上最大規模の東日本

大震災が発生し、検討会は中止を余儀なくされることになった。河島さんを交

えた翻訳検討会の再開を望んでいたが、結局その願いが実現されることはなか

った。紆余曲折を経て、ウィギンズの翻訳は検討会から三年後に出版されるこ

とになったが、いまでも河島さんが残した「宿題」と、当時頂いたコメントは

忘れずにいる。 

 河島さんは、私の研究人生にとって大きなターニング・ポイントの一つであ

る。河島さんとお会いしていなければ、そして河島さんの読書会に参加してい

なかったならば、私の研究人生は現在とはまったく違ったものになっていたと

思う。河島さんが残した論文を読み返すたびに、私はその背後にある「レジュ

メ」の存在を思わずにはいられない。 

（よろずや ひろゆき／広島工業大学） 

 



『行為論研究』第 4号 行為論研究会 2018 年 3 月（59-60） 

59 

 

河島一郎氏の略歴・業績 

 

【略歴】 

 

1972 年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。元東洋

大学理工学部非常勤講師。専攻は分析哲学（特に行為論）。 

 

【業績】 

 

〈論文〉 

2006 「行為の一般性と個別性−−−−デイヴィドソンはアンスコムとどこで分か

れたのか？」、『哲学・科学史論叢』8、47-78. 

2006 「行為論からみた自由の問題」、『UTCP 研究論集』7、79-88. 

2007 「責任の自然化と神経科学 (神経倫理)」、『UTCP 研究論集』8、69-83. 

2008 「責任の有無は脳でわかるか――精神鑑定から脳鑑定へ」、信原幸弘、原

遡編著『脳神経倫理学の展望』勁草書房、127-147. 

 

〈研究ノート〉 

2010 「適合の方向と行為者」、『行為論研究』1、55-69. 

 

〈翻訳〉 

2010 「行為・理由・原因」、門脇俊介・野矢茂樹 編・監修『自由と行為の哲

学』春秋社、157-90. 

 

〈辞書項目〉 

2012 「デイヴィドソン」大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一（編）『現代社会学事

典』 弘文堂、898. 
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〈口頭発表〉 

2008 「行為者なき行為者性と権威性」、日本科学哲学会第 41 回大会ワークシ

ョップ「行為論の新展開」（オーガナイザー：野矢茂樹）、福岡大学. 

2009 「行為の因果説再考」、哲学会カント・アーベント 2009 年度、東京大学. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以上の業績は、既存の刊行物等を基に行為論研究会で調査したものであり、

情報に欠落がある可能性があります。上に記載されていない河島氏の業績を

ご存じの方がおられましたら、本研究会メンバーまでご一報ください。随時

情報を更新します。 
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