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前史としてのDREYFUS-SEARLE論争①
「⾏為における意図の位置付け」

l「私たちはどのように⾏為をしているのか」についてのDreyfusとSearleの論争(cf. 
Kelly 2005)。

lDreyfusはSearleの⾏為論を批判しながら、⾃⾝のメルロ゠ポンティ解釈を有⼒な
⾏為のモデルとして提⽰している(cf. Dreyfus 1999; 2000; 2002)。



前史としてのDREYFUS-SEARLE論争②
「⾏為における意図の位置付け」

l Searleの主張
u私たちのあらゆる⾏為は、意図的⾏為(intentional action)である。
u意図的⾏為は、その⾏為が成功する条件についての命題的な表象（＝意図）によって
引き起こされる。

u⾃⾝の⾝体の動作によって、意図に含まれる成功条件が満たされる／満たされない、
ということが私たちが⾃ら⾏為するという経験を構成している。

lDreyfusの批判
u私たちの⾏為の経験は、すべてが意図的⾏為として説明できるものではない。
uはっきりとした意図を持たない前反省的で没⼊的な⾏為がある。
uそれが「没⼊的対処(absorbed coping)」。



DREYFUSのメルロ゠ポンティ解釈①
没⼊的対処と運動志向性

l「意図的⾏為」とは異なる特徴を持った「没⼊的対処」を説明する際に、
Dreyfusはメルロ゠ポンティ『知覚の現象学』解釈を⾏っている。

lメルロ゠ポンティにおける⾮反省的な⾏為の捉え⽅
uどんな⾏為も主体が持つ運動の表象によって開始されていると考える伝統的な⾒解と
異なり、メルロ゠ポンティは、没⼊的対処が主体による環境の知覚によってもたらさ
れると論じている 。

u没⼊的対処において、⾏為者は⾏為の成功条件をあらかじめ思い描く必要はない。⾏
為者はそのつど「適切」と感じられるほうへと状況によって促されている。

uそれゆえ、没⼊的対処においては「なんかしっくりこないな」といったズレの感覚が
私たちの⾏為を促している。



DREYFUSのメルロ゠ポンティ解釈②
没⼊的対処と運動志向性

lメルロ゠ポンティの⾏為論(cf. Dreyfus 1999; 2000; 2002; Romdenh-Romluc 2007)

u没⼊的対処を引き起こす知覚の内容は「主体の現在のタスク」「環境の在り⽅」「主
体が持つ運動技能」によって決定されると考えられる。

u「ある運動技能を⾏使することができる」ということの本質は、「⾏使するのに適切
な世界のセッティングを認識することができる」というところにある。

u「しっくりこない」というかたちで「ある運動技能を⾏使するのに適切な世界のセッ
ティングを認識する」ことで、私たちの没⼊的対処が引き起こされている。没⼊的対
処を引き起こしているものをメルロ゠ポンティは「意図」ではなく「運動志向性」と
定式化している。Searleの論じた「意図的⾏為」の意図とは異なり、運動志向性は命
題的な表象として意識されることはない。



ROMDENH-ROMLUCのDREYFUS批判①
全⾯的な没⼊的対処の批判と可能的なものへの拡張

lRomdenh-Romluc（以下RR）によるDreyfus評価(cf. Romdenh-Romluc 2007; 2012)

uDreyfusの解釈の⼤部分は⽀持できる。しかし、彼のモデルでは、没⼊的対処を引き起
こすのはあくまでも運動技能に基づいた「知覚」であり、それ以外のものではない。

uこのモデルにおいて、没⼊的対処を引き起こす役割は知覚にのみ認められている。そ
の役割を意識的熟慮（意図）が担うことはない。

uさらに、没⼊的対処のさなかに意識的熟慮が介⼊する余地が考えられていない。
Dreyfusの没⼊的対処は全⾯的で、⾏為の切り替えがいかに⽣じるかを説明できない。

uそれゆえ、Dreyfusによる没⼊的対処のモデルは⾏為のモデルとしては不完全である。
なぜならば、没⼊的対処と意識的熟慮（意図）の関係を捉え損なっているからである。



ROMDENH-ROMLUCのDREYFUS批判②
全⾯的な没⼊的対処の批判と可能的なものへの拡張

l RRによるメルロ゠ポンティ⾏為論の捉え直し
u没⼊的対処を引き起こす知覚の内容は「主体の現在のタスク」「環境の在り⽅」「主体が
持つ運動技能」によって決定されると考えられているのだった。

uDreyfusの解釈に反して、メルロ゠ポンティは現実的なものの知覚のみが没⼊的対処を引き
起こすとは考えていない。

uSchneider症例の分析：Schneiderに特徴的なのは、彼が⾏使することのできる運動技能が、
現在のタスク及び環境に関係のあるものに限られてしまっていることである。それに対し
て、健常者は現在のタスクや環境との関係を逸脱した運動技能へのアクセスが普段から可
能なのである。

uRRはこれを「可能的なものに取り組む(reckon with the possible)」能⼒として定式化してい
る。私たちは、意識的な熟慮によって、仮想的なタスク及び仮想的な環境において適切な
運動技能を⾏使する没⼊的対処を引き起こすことができる。



DREYFUSの応答①
⾮全⾯的な没⼊的対処

lRRによるDreyfus批判のポイント①
u没⼊的対処を引き起こす役割が知覚にしか認められていない。

lDreyfusの応答①
u意識的熟慮（意図）、思考といったものも没⼊的対処を引き起こすことは認めてよい。



DREYFUSの応答②
⾮全⾯的な没⼊的対処

lRRによるDreyfus批判のポイント②
u没⼊的対処のさなかに意識的熟慮が介⼊する余地が考えられていない。

lDreyfusの応答②
u主体が没⼊的対処のさなかにあっても、意識的熟慮のうちに撤退することができる、
という主張はメルロ゠ポンティの⾒解とは⼀致しない。

uSchneiderが⽋いていたのは、没⼊的対処のさなかに仮想的な状況を思考する能⼒では
なく、没⼊している⽬の前の状況の捉え⽅を切り替える能⼒である。



DREYFUSの応答③
⾮全⾯的な没⼊的対処

lRRによるDreyfus批判のポイント③
uDreyfusの没⼊的対処は全⾯的で、⾏為の切り替えがいかに⽣じるかを説明できない。

lDreyfusの応答③
u没⼊的対処が全⾯的なものだとは考えていない。没⼊的対処のさなかであっても、
uいま取り組んでいる対象と紐付いたいくつかの運動技能（内部地平）へのアクセスに
よる⾏為の切り替えは容易にできる。

uまた、いま取り組んでいる対象の背景となっている別の対象へと注意を向けて⾏為を
切り替えることも容易にできる。



全体のまとめ

l Searleによれば、私たちの（あらゆる）⾏為は、なんらかの命題的・表象的な意図によって導か
れている。

l Dreyfusは、私たちの⾏為のうちには、⾮命題的・⾮表象的な「運動志向性」によって導かれて
いるものがある、と主張してSearleを批判する。

l RRによれば、Dreyfusにとって、あらゆる⾏為は実際に知覚されたものによって導かれるのみで
ある。しかしながら、意識的な熟慮によって、私たちは実際には知覚されていないものでさえ
も⾏為（没⼊的対処）のきっかけに変えることができる。

lそれに対してDreyfusは、RRの上記のような主張を認めつつ、「没⼊的対処」の解釈を訂正して
いる。Dreyfusによれば、没⼊的対処は⾮全⾯的であり、内部地平／外部地平のうちでのスムー
ズなタスク変更が可能である。

l DreyfusとRRはいずれも、メルロ゠ポンティの⾏為論とはこういうものだ、という主張込みで議
論を展開している。



考察

lこの論争のなかで、メルロ゠ポンティの⾏為論が「現在のタスク」「環境」「運
動技能」の三項に規定される知覚と⾏為の関係として整理されたこと、RRがそ
の図式を「可能的なものとの取り組み」まで拡張して解釈したことはメルロ゠ポ
ンティ研究に対する重要な貢献である。

lしかしながら、Schneider症例の解釈において、Schneiderの状態を「意識的熟慮に
よって仮想的な状況に⾝を置く能⼒が⽋如している」と評するのはDreyfusが批判
するように⾏き過ぎた解釈ではないか。

l双⽅の主張をある程度維持しつつ、私たちが⾏為を切り替えたり⾏為の⽬標を変
更したりするときに働いているものを、全⾯的な反省と全⾯的な没⼊的知覚の中
間でうまく捉える必要があるだろう。
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