
第四章 規範・規約・自由――野矢さんの「根元的規約主義」についてのノート 

 

第 1節 序に代えて 

 

論理とは何か――と昔から考えている。そして、いろいろ考えた結果、《論理とは生き方

である》というテーゼに行きついた。私は論理が、ある重要な意味において、「生き方」な

のだと思っている（そして、論理についての理論である論理学についても、それがある意味

で生き方なのだと考えている）。他方でこのテーゼについてはこのノートでは論じない。こ

こで触れたいのはいわゆる「根元的規約主義」である。 

 根元的規約主義とは、論理的規則（あるいは規則一般）の必然性に関するひとつの哲学的

立場である。それは次のように主張する。論理的規則（あるいはその他の規則）の必然性の

根拠は私たちの取り決めである、と。言い換えれば、そうした規則が必然的であるとは、私

たちがそのつどそう取り決めるということにほかならない、ということである。必然性の根

元的な根拠の位置に取り決めを、すなわち硬い言葉では「規約」を、置く――「根元的規約

主義」と呼ばれる所以のひとつである。 

 野矢さんがこの立場を採用することはよく知られている。野矢さんはいろいろな場面で

反論に会ったのだろうな、と想像する。なぜなら《論理的規則の必然性は取り決めに由来す

る》というテーゼは、「取り決め」という語を浅く理解する限りでは、明らかに偽な主張で

あるので。野矢さんの言わんとすることを有意義な仕方で捉えるためにはここでの「取り決

め」が何を意味するのかを深く理解する必要がある（加えて目下の文脈における「必然性」

が何であるのかもキチンと押さえる必要がある）。 

以下では、野矢さんの根元的規約主義における「取り決め」という言葉の内実を考察する。

この表現の意味するところの深みを明らかにすることが本章の目標である。 

取り上げるテキストは野矢さん著『哲学・航海日誌』（中公文庫）である――以下におけ

る引用もすべてこの本から。ただしこの本は、読めば気づくとおり、個別の部分においてす

らそれほど一貫した主張をもたない（と私は感じる）。むしろそれは著者が重要と考える着

想をいわば「緩く」並べる作業に専念している（と私は言いたい）。よりはっきり言えば次

である。本書の野矢さんの文章は、何かダイヤモンドの原石のようなものを含むように感じ

させるものだが、決して明確なかたちに研磨されていない（私はおそらく本書の野矢さんの

文章を「分かりやすい」と評価するひとがいると予想するが、そうしたひとは「分かりやす

い」という言葉をレベルの低い仕方で使用している）。それゆえ本ノートにおける私の解釈

方針はいわゆる「深読み」となる。それは、もし野矢さんの文章へ一貫した筋と主張を与え

るとしたら、こうなるだろうな、というものを積極的に読み込みつつ野矢さんの議論を再構

成する、という仕方である。それゆえ、野矢さんはここまで言っていない、などの点は気に

しないことにする。歪曲の危険性が多分にあるが、この点は読者各人の判断に委ねたい。 

執筆の意図について説明を少々。私の考えでは、「取り決め」という語が携える通常のイ



メージに引きずられて野矢さんの立場を否定することは、少なくとも哲学的には「レベルが

低い」と非難されるべきである。そもそも哲学者が語ろうとしている事柄は、決してわたし

たちの全員がピッタリの言葉をすでにあてがっているような事柄ではない。したがってと

きに哲学者は、何かを語る際に、初めて語り出す段階では多少の違和感を引き起こす表現を

用いらざるをえない――こうした事情は（少なくとも哲学書の読者にとって）承知されてい

て然るべきである。かくして哲学者の声に耳を傾ける者は、はじめて聴く際に一定の言語的

違和感を抱いたとしても、思考によってそれを乗り越える義務をもつ。以下では、根元的規

約主義という立場の説明を通じて、《一見したところの言語的違和感にこだわることは、あ

るいはある言葉の通常のイメージへの固執に基づいてある哲学的立場を批判することは、

哲学的に言って非生産的である》という点を強調したい――これが執筆動機のひとつ。 

他方で別の動機もある。私の考えでは、規則の規範性をめぐる問題は自由をめぐる問題と

も連関している――この点は、管見によれば、これまでそれほど強調されていないように感

じる。それゆえ規範と自由の問題を「再燃」することも本ノートの動機のひとつ。 

 根元的規約主義は『哲学・航海日誌』においては「規範の他者」と題された部で登場する。

この部は八つの章から成るが、各々の章題を挙げれば以下である。 

 

12章 「意味」という幻想 

13章 クリプキの誤謬 

14章 根元的規約主義 

15章 論理の作成 

16章 言語ゲームと他者 

17章 アスペクト論 

18章 反転する世界 

19章 自己知の謎 

 

根元的規約主義の内実を確認するには第 12 章から第 16 章を読めば十分である（それゆえ

以下においてもこれら五つの章のみ触れる）。以下、深読みに深読みを重ねつつ、野矢さん

の考えを再構成したい。 

 

第 2節 問題設定 

 

『哲学・航海日誌』の第 12 章〈「意味」という幻想〉は以下の諸章で論じられる問題を設

定する。それは規則の規範性をめぐる問題である。野矢さんはある事例から出発する。 

 「2 から始めて順に 2を足せ」という命令に従って「2, 4, 6, 8, …」と続けて書いている

子どもがいるとする（有名な例なので手短に）。さてこの子どもは、100 までは順調に進ん

でいたのだが、そこから急に「104, 108, 112, …」と書き始める。先生は言う。「何をやって



るんだ。2 を足さなくちゃだめじゃないか」 すると、子ども曰く、「2 を足すってこういう

ことじゃないの？」 

この例から読み取るべき事柄のひとつは次である。すなわち、「何ごとか規則を定めたと

しても、そこから自動的に無限の適用が導き出されてくるということはない」（135 頁）。実

に――まずは粗っぽく説明するが――例えば「2から始めて順に 2 を足せ」と命じられた場

合、この命令はひとに一定の規則への指示を含むと言えそうである（それはこの命令に応じ

るひとが「2, 4, 6, …, 100, 102, 104, …」と続けることを期待させる規則である）。ただし、

先の例が示唆するように、そうした命令の言葉そのものには、例えばこの規則の適用の第一

歩目あるいは（n 回適用後の）第 n+1 歩目を定める力はない。より正確に言えば、例えば

「2から始めて順に 2を足せ」を言うだけでは決して《それに応じるひとが 100 以降も「102, 

104, 106, …」と続けること》はまだを保証されない。この意味でウィトゲンシュタインは

言う（136 頁からの孫引き）。 

 

［…］規則は行為の仕方を決定できない。なぜなら、いかなる行為の仕方もその規則と一致

させることができるからである。 

 

ここでは言葉と行動の間の注目すべきギャップが指摘されている。「2 から始めて順に 2 を

足せ」という命令（あるいはそれが指示する規則）を表現する言葉そのものは、例えば少な

くとも論理的には、その命令に応じるひとが「2, 4, 6, …, 100, 102, 104, …」と書くという

行動と結びついていない。それゆえ、仮に前者の言葉と後者の行動が何らかの仕方で結びつ

いているのであれば、この連関はいま指摘されたギャップを乗り越える仕方で説明される

必要がある。実に、「2 から始めて順に 2 を足せ」という言葉だけでは、それに応じるひと

が「2, 4, 6, …, 100, 102, 104, …」と書くことは保証されない。 

さて以上の議論から抽出される問いは次である。実際のところは、例えば「100 に 2 を足

せ」という命令に応じるとき、現実の私たち大人の行動はほぼ一致する（例えば「100+2=104」

などと答える大人はめったにいない）。だが、これはなぜなのか。命令の言葉と一様な行動

を結びつけるものは何であるのか。 

 ウィトゲンシュタインはまず、野矢さん曰く、この疑問への答えとして「訓練」の役割を

強調する（138 頁）。子どもは、叱られて直されて、例えば「2 を足せ」という命令に対する

適切な反応傾向性を身につけていく。そして、こうした傾向性をどうしても身につけられな

い者はいわば「切り捨てられ」、そうした傾向性を身につけた大人たちが集まって「均質な

反応を為す集団」をつくる（137 頁）。 

 以上の考察から何が言えるか。たしかに訓練への言及は命令の言葉と大人の一様な反応

の間の結びつきを少なくとも部分的には説明する。だが野矢さんは次の点も指摘する。それ

は、訓練に着目するこうした見方が説明する限りにおいては、「2 を足す」という規則に従

うことは、決していわば「理性的な」レベルの事柄ではなく、むしろいわば「動物的・本能



的なレベル」の事柄だ、と（138-139 頁）。否、より正確に言えば次である。訓練に着目す

る前段落のような説明はそもそも人間の行動に関する理性的なレベルの事柄と動物的・本

能的なレベルの事柄を区別していない。それはむしろ人間の行動をひとつの秩序において、

すなわちいわゆる「自然的秩序」において捉える。かくして、仮に「なぜ大人は、「2 を足

す」という規則について、一致した反応を見せるのか」への答えとして訓練に着目した説明

しか与えられないのであれば、規則に従うことは純粋に自然的秩序に属す事柄だというこ

とになる。――この場合、問題が生じる。 

 実際には、「2 を足す」という規則に従うことはたんに自然的秩序に属すだけの事柄では

ない。なぜならそれは規範的側面をもつからである。例えば「100 に 2 を足せ」に対して

「104」と応答することは、たんに一定の反応傾向性を身につけていないという事態にとど

まらず、〈規則に違反した〉と断じられるべき事態でもある。かくして訓練は規則遵守の現

象を完全には説明しない（たしかに説明の一部ではあるが）。追加の説明が必要である。そ

してそれは自然的秩序といわば「規範的秩序」の区別を与えるような説明である。 

 

第 3節 説明の規範性と言語の規範性 

 

いま明らかになった問題は次のようにも表現できるかもしれない。「100 に 2 を足せ」に

対して「104」と応答する行動が「規範的に誤っている」と言われうる根拠は何であるのか。

これは、ポイントを繰り返せば、規範としての規範のいわば源泉をめぐる問いである（それ

ゆえ規則を自然的秩序へ還元するいわゆる「自然主義的」説明はこの問いへの回答にならな

い）。はたして規範としての規範の根拠は何か。 

 この問いについては――その答えを模索するに先立ち――次の諸点が押さえられるべき

である。哲学の問題を考察するときはつねに「急がば廻れ」である。 

第一に、目下の問いは規範性に関するものだ、という点は見逃してはならない。それゆえ

目下の問いは以下の仕方で解釈されてはならない。 

 

・なぜ 100 に 2 を足すと 102 になるのか。 

・100 に 2 を足すと 102 になることが必然的であるのはなぜか。 

・「100 に 2 を足すと 102 になる」という言葉が表現する事態が必然的であるのはなぜか。 

 

こう解釈されるとき問題の焦点がいわゆる「形而上学的必然性」（あるいは「数学的必然性」

や「論理的必然性」など）に置かれかねない。とはいえこの種の必然性は目下の問いの第一

の主題ではない（関連することはありうるにしても）。目下の問いは、むしろ、次のように

解釈されるべきである。 

 

・「100 に 2 を足せ」に対して「102」と応じなければならないのはなぜか。 



・「100 に 2 を足せ」に対して「102」と応じることが規範的に正しいとされるのはなぜか。 

・「100 に 2 を足せ」に対して「104」と応じることが規範的に誤っているとされるのはなぜ

か。 

 

実に問題の焦点は、目下の例だと、《「100 に 2 を足せ」に対しては「102」と応じなければ

ならない》という規範的必然性にある。このタイプの必然性の根拠が問われているわけであ

る（それゆえ根元的規約主義が語る必然性もこのタイプのものである）。 

第二に、100+2=102 が必然的であることが、「100に 2を足せ」に対して「102」と応じ

なければならないことの理由だ、という単純な答えは意外に擁護が難しい、という点も押さ

えられるべきである。なぜなら、この答えを擁護するには、二種類の必然性の間のギャップ

を埋める必要があるからである。実に、目下の答えに対しては、次のような疑問が可能であ

る。なぜ、100+2=102 が必然的であるときに、「100 に 2を足せ」に対して「102」と応じ

なければならないのか、と。仮に 100+2=102 が必然的であることが実際に目下の規範的必

然性の根拠だとしても、このことを立証するにはさらなる説明が必要である。 

 第三に、目下の問いはいわゆる代替的な可能性が存在する事態に関する問いだ、という点

も重要である。目下の問いは、例えば、《100+2=102 という事態を引き起こすべきなのはな

ぜか》ではない（こうした問いは、そもそも 100+2=102 が必然的真理であるので、ナンセ

ンスである）。目下の問いは、むしろ、「100 に 2を足せ」という命令に対して（一般的な文

脈において）「102」と応じるべきなのはなぜかに関わる。そして、「100 に 2 を足せ」に対

する私たちの応答には、無数の代替的な可能性が存在する（例えば「104」と応答すること

など）。こうした意味で私たちは、数学的真理を偽にすることはできないが、数学的真理に

反して行動することはできる。まさにそれだからこそ、「100 に 2 を足せ」という命令に対

して「102」と応じるべきなのはなぜか、という問いが有意味に提起されるのである。 

いま述べたことの要点は別の角度から敷衍できる。例えば、「100+2」が実際に 100+2 を表

わし、「102」が実際に 102 を表わす、と明示的に前提しよう（このあたりは細かく論じる

べき点もあるのだが割愛）。この場合にさえ（あるいはこの場合にこそ）、「100 に 2を足せ」

という命令に対して「102」と応じるべきなのはなぜかという問いは有意味に提起される。

説明すれば以下である。 

一方で、たとえ 100+2=2 が必然的真理であっても、私たちは「100 に 2を足せ」に対し

て例えば「104」と答える自由をもつ。他方で――次の点も否定できないが――もし「100+2」

が実際に 100+2 を表わし「102」が実際に 102 を表わすのであれば、私たちは「100 に 2を

足せ」に対して「102」と答えるべきである。このように、「100 に 2を足せ」に対して私た

ちが「104」と答えうるという事態は、「100 に 2 に足せ」に対して私たちが「104」と答え

てもかまわないという事態を含意しない。標語的に言えば、形而上学的可能性としての自由

は必ずしも許容や容認の意味での規範的可能性を含意しない、ということである。私たちは

「100 に 2 を足せ」に対して「104」と答えることができる――だからこそ、なぜ「102」と



答えるべきなのかが問われるわけである。 

第四に、規範性をめぐる目下の問いは最高度に一般的な問いとして扱われるべきである

――この点も看過すべきでない。どういうことか。 

 実に目下の問いはたんに、個別的な規範について、《それが規範的な力をもつのはなぜか》

と問うているのではない。なぜなら、仮にこうしたことのみが問われているのであれば、よ

り「高次の」規範を前提して、この規範を通じて「下位の」規範へ規範的な力を付与しても

かまわないだろうからである。具体的に言えば、例えば、《「100 に 2 を足せ」という命令に

対しては「102」と応答すべきだ、とするべきだ》という高次の規則を前提すれば、「100 に

2 を足せ」に対して「104」と応答する行動が「規範的に誤っている」と言われうる根拠は

判明する。ただしこうした答えは、はっきり言って、つまらない（なぜなら規範性に関する

私たちの理解を深めないので）。「100 に 2 を足せ」という個別ケースをめぐって真に問われ

ていることはむしろ次である。一般的に言って、そもそも規範が規範としての力をもちうる

のはいかにしてか、と。個別的な規範を前提してこの問いへ答えるわけにはいかない。 

四番目の注意点によって次の点が示唆される。〈規範としての規範の根拠を問う〉という

目下の試みがいわば「ただならぬ」企てだ、と。後で指摘するように、この試みは重要な点

で不条理である――この点は後でじっくり説明する。 

さてどう考えるべきか。取りあえず試行錯誤してみよう。 

野矢さんはまず「共同体における一致」なるものがその根拠たりうるかを検討する。先に

も強調したように、例えば「2 を足せ」という規則を表現する言葉そのものは、《「100 に 2

を足せ」に対しては「102」と応答すべきだ》という規範的事実を生成しない。他方で、現

実社会を反省すれば、私たちの大半は「100 に 2 を足せ」に対して「102」と応答する。も

しかすると、まさにこうした一致の事実によって「100 に 2を足せ」に対して「104」と応

答することは規範的な誤りとなるのではないか。 

 こうした着想を洗練すれば次の仮説が立つ。共同体のほとんどが一致して行なうことに

反する個人の行動は、それが共同体における一致に反するがゆえに規範的に誤っている、と。

はたしてこの仮説は真か。野矢さんの答えは「否」である（146 頁）。 

なぜ共同体における一致は目下の説明たりえないのか。その理由は、曰く、「共同体にお

ける一致は規則とその規範力にとって必要な前提条件ではあるが、けっして十分な条件で

はない」という点である（146 頁）。例えば――野矢さんの用いる例だが――ある共同体の

成員のほとんどがブタクサを嗅ぐとくしゃみをすると仮定する。この場合、野矢さん曰く、

たとえ一人だけくしゃみをしないことがあるとしても、そのひとは別に規範的に誤ってい

るわけではない。――かくして「共同体における一致」では規則の規範的側面は説明されな

い。 

他方で、共同体における一致は求められている説明たりえない、と指摘しうるさらに根本

的な理由があるかもしれない。それは規範性を一般的に説明しようとするあらゆる試みが

直面しうる困難である。 



かりに規範性一般に関する説明を求めている哲学者がいると仮定する（すぐ後で述べる

ようにこうした一般的説明を求めることは不条理なのだが）。さて、この哲学者が「「100 に

2 を足せ」に対して「102」と応じなければならないのはなぜか」と問い、これに対してＫ

氏が「それは「100 に 2を足せ」に対して「102」と応答する行動は共同体における一致に

適合するからだ」と答えたとする。哲学者はＫ氏の答えに満足するだろうか。答えは「否」

である。むしろ、この哲学者が規範性一般に疑問を抱いている点に鑑みると、彼女は次の「高

次の」問いを再提起すると思われる。すなわち「そうした一致があるときには「100 に 2 を

足せ」に対して「102」と応じなければならない、と私たちが考えるべきなのはなぜか」と。 

ポイントは次である。仮に規範性一般に関する説明を求めている哲学者が「なぜＡすべき

なのか」と問うとすれば、いかなる「ＸだからＡすべきだ」という形式の説明も彼女にとっ

て十分な説明力をもたない――なぜなら彼女は、そもそも規範性を一般的に前提していな

い（できない）以上、「ＸだからＡすべきだ、と考えるべきなのはなぜか」と追加の問いを

提起することになるからである。目下の具体例に即すと次のように言える。《「100 に 2を足

せ」に対して「102」と応じなければならないのはなぜか》と問うたときの同じ問題意識を

もって、《Ｘだから「100 に 2を足せ」に対して「102」と応じなければならない、と考える

べきなのはなぜか》と問われうる、と。 

要点をさらに踏み込んで説明したい。「説明」なる実践がどのようなものかを反省すれば

以下の点が判明する。実に、「Ｘだから…」という説明の言葉が述べられるだけでは、説明

は完遂しない。むしろ、説明が完遂するには、説明を求めるひとがその言葉を説明として受

け入れる必要がある。他方で、どのような説明についても、ひとはそれを受け入れることも

できれば受け入れないこともできる。かくして説明の受理は、本質的に、代替的可能性を伴

う事態なのである。こうなると説明の受理／不受理をめぐっても規範性に関する問いが生

じうる。なぜ提案された説明を受け入れなければならないのか、と。 

要点を前段落以上に踏み込んで説明したい。第一に、説明もまた私たち人間の営みである。

すなわち、説明することは人間の行動であり（本ノートでは「行動」で人間の意図的行為を

指す）、そして何かを説明として受け入れることもまた人間の行動である。それゆえ、私た

ち人間が自由な存在者である以上、任意の説明Ｅについて、私たちはＥを説明として受け入

れることもできればそれを説明として受け入れないこともできる。第二に、説明は、それが

説明である限り、決して趣味の問題ではない。言い換えればあらゆる説明は、それが説明で

ある限りにおいて、あらゆるひとに説明として受理されるべきものである。かくして説明は、

本質的に、一定の規範への指示を含む。――するとどうなるか。説明に関してもその規範性

をめぐる問いが生じうる、すなわち、なぜ私たちは、提案された説明を受け入れない自由を

もつにもかかわらず、それを説明として受け入れるべきなのか、と。 

説明の規範性――これは立ち止まって検討するに値する事態である。形式的に言えば、Ｅ

が説明であるときにはＥは説明であるべき、ということである（より正確に言えば、私たち

はＥを説明として受け入れるときには、私たちはＥを説明として受け入れるべき、というこ



と――規範とはつねに私たちにとっての規範である）。そして説明の規範性こそが《なぜ規

範性一般の説明を求めることが不条理なのか》を説明する。実に「規範性」なるものを一般

的に説明する際にはいかなる規範性も前提しえない――とはいえ説明という作業は一定の

規範性へのコミットメントを含む。したがって規範性一般に関する説明を求めている哲学

者はいかなる「説明」も説明として受け入れられないことになる。 

以上を形式化しよう。《なぜ規範性一般の説明を求めることが不条理なのか》を説明する

図式は以下のように定式化される。まず私たちが規範性一般の説明を求めていると仮定す

る。そして私たちが「そもそもなぜ私たちはＡすべきなのか」と問うとする。この場合、私

たちが一旦は「Ｅが《なぜ私たちはＡすべきなのか》を説明する」と考えたとしても、他方

で、説明の規範性から次が成立する。もし私たちが「Ｅが《なぜ私たちはＡすべきなのか》

を説明する」と考えるならば、私たちはそう考えるべきである、と。そして、後者の高階の

「べき」について、もともとの問いが再提起される。そもそもなぜ私たちはそう考えるべき

なのか、と。――以上のような形式のために（少し考察すれば理解されると思うが）目下の

説明は（i）無限後退に陥るか、（ii）循環に陥るか、（iii）恣意的な中断に陥るか、のいずれ

かである。どのケースにおいても「説明」は真正な説明たりえない（なぜなら真正な説明は

無限後退・循環・恣意的中断のいずれにも陥ってはならないので）。 

以上より何が言えるか。まず指摘されるべきは《規範性は決して一般的には説明されえな

い》という事態である。繰り返し強調したが、規範性一般の説明が求められている際には、

「Ｘだから…」やその他のいかなる言葉も説明としての機能を保証されない。したがって

「規範性一般の説明」という言葉は一種の矛盾を表現している――かくしてこうした説明

を求めることは不条理である。 

他方で〈規範性一般の説明を求めること〉にはより深いレベルの不条理がある。例えばあ

る哲学者が、規範性一般の説明を求めることを意図しながら、「「100 に 2を足せ」に対して

「102」と応じなければならないのはなぜか」と問うとする。この哲学者は自分の疑問を言

葉で表現している。他方で――次にこの点を説明するが――言葉を用いるという活動もま

た一定の規範性へのコミットメントを含む。――どういうことか。 

実にこの哲学者は、自分の言葉を聴く者に一定の疑問を共有してもらうことを意図して、

「「100 に 2 を足せ」に対して「102」と応じなければならないのはなぜか」と言っている。

ここで、説明が趣味の問題でなかったのと同様に、言葉もまた重要な点において趣味の問題

ではない。なぜなら、言葉の理解や解釈あるいは他者の言葉に対する（期待される）応答な

ど、言語に関わるさまざまな要素が規範への指示を含むからである。ここでは「理解」を例

にとろう。例えば、私たちがある文を一定の疑問を表わすものとして理解するのであれば、

私たちはその文をそうした疑問を表わすものとして理解すべきである（もちろん――この

点も説明のケースと同様だが――私たちはこう理解しないこともできるのだが）。したがっ

て問題の哲学者は、自分の言葉を疑問文と理解している点で、すでに一定の規範にコミット

している。 



言語の規範性は、より単純に、言語使用が一定の規則を前提する点からも理解できる。実

に、真の意味で「言語を使用している」と形容される人間は（すなわち自然的秩序において

ではなく規範的秩序において言語を用いている人間は）、他者の言葉づかいに関して、それ

が例えば文法規則に適っているか否かを規範的な次元で判定できる。例えばそうした人間

は、私たちが「プラトンはソクラテスの弟子だ」と言うべきであり、「プラトンだ弟子のソ

クラテス」と言うべきでないと判定できる。かくして言語使用者は、言語使用者である限り

において、一定の（おそらく多種多様の）規範を受け入れている。 

したがって〈規範性一般の説明を求めること〉はある意味で不可能である。なぜなら――

どのような意味かと言うと――「なぜ……なのか？」と言語的に思考するだけでひとは無数

の言語規範を受け入れることになるからである。ひとは、たとえ規範性一般の説明を求める

ことを意図したとしても、その際つねにすでに多くの規範にコミットしてしまっている。結

局――ひと（いわゆる‘person’）が言語的存在と規定する限りにおいて――ひとは本質的に

「規範‐内‐存在」である。ひとが一切の規範の「外部」に出ることは決して可能でない。 

要点をいわゆる‘toy example’で形式化しよう（世の中には、形式化を伴わない議論は信用

できない、という態度をとる無粋な哲学者もいるので）。Ｙ氏が規範性一般の説明を求める

ことを意図しているとする。この場合、Ｙ氏は《自分は、規範性一般に関する十分な説明が

与えられるまでは、「べき」を含む言明をひとつも受け入れない》と考えている。他方で―

―ここで使用する条件文は技術的にいろいろなものが可能だが――もしＹ氏が《自分は、規

範性一般に関する十分な説明が与えられるまでは、「べき」を含む言明をひとつも受け入れ

ない》と考えているならば、彼は「自分は、規範性一般に関する十分な説明が与えられるま

では、「べき」を含む言明をひとつも受け入れない」という自分の言語的思考が《自分は、

規範性一般に関する十分な説明が与えられるまでは、「べき」を含む言明をひとつも受け入

れない》ということを表わすべきだという言明を受け入れている（なぜならこうした言語規

則に関わる「べき」を受け入れることが、Ｙ氏が目下の仕方で言語的に思考していると言え

るための必要条件だからである）。かくしてＹ氏は「べき」を含む言明を少なくともひとつ

受け入れている。したがってＹ氏ですら一切の規範の「外部」に出ることができない。 

（補足をひとつだけ。ひょっとしたら次の（１）と（２）が両立可能だと考えるひとがま

だ存在するかもしれない。 

 

（１）Ｙ氏は《自分は、規範性一般に関する十分な説明が与えられるまでは、「べき」を含

む言明をひとつも受け入れない》と考えている。 

（２）Ｙ氏は「自分は、規範性一般に関する十分な説明が与えられるまでは、「べき」を含

む言明をひとつも受け入れない」という自分の言語的思考が《自分は、規範性一般に関する

十分な説明が与えられるまでは、「べき」を含む言明をひとつも受け入れない》ということ

を表わすべきだという言明を受け入れていない。 

 



というのも――そうしたひとが言いそうなことだが――Ｙ氏は目下の言語的思考で別の事

柄も表しうるからである。私は――いまに至ってはこう言って許されると思うが――この

ようなひとは「察しが悪い」。もちろん私もＹ氏がそうした自由をもつ点を認める。それゆ

え上記の言語的思考が当該事態を表現しなければならないという形而上学的な必然性はな

い。他方で、言語使用には、これとは別の次元の必然性（いわゆる規範的必然性）がある。

例えば、Ｚ氏が「今日は晴れだね」と述べるときには、Ｚ氏は「今日は晴れだね」が現在の

自分の考えを表現すべきだという規範にコミットしている。実に言語使用者になるという

ことはこの種の規範を身につけるということである。したがって、もしＹ氏が真正な意味で

言語使用者であるならば、（１）と（２）は両立可能でない。） 

以上で次の二点が示された（論証つきで比較的厳密に立証された点には留意されたい―

―それゆえ「この二点は示されずとも当然のことだ」というリアクションがあるとすればそ

れはいささか悲しい）。 

 

・規範性一般を説明することの不可能性 

・一切の規範の「外部」に出ることの不可能性 

 

このふたつは、もちろん互いに連関するが、概念的は区別されたい。というのも、例えば、

仮に「説明」なる実践が規範への指示を含まなかったとすれば、《一切の規範の「外部」に

出ることは不可能だが、規範性一般を説明することは可能だ》という事態はありうるからで

ある（実際には説明実践は規範的なのだが）。――さて、これら二点から何が言えるか。 

はじめの問いへ戻ろう。私たちの問いは次であった。「100 に 2 を足せ」に対して「102」と

応じなければならないのはなぜか。そしてこの問いは規範としての規範の根拠を問うもの

であった。本節で示された二点は、この問いについて、重要な事柄を少なくともふたつ教え

てくれる。 

第一にこの問い――規範としての規範の根拠をめぐる問い――は決して回答されない。

なぜなら、詳しく論じた点だが、説明の規範性のために「「100 に 2を足せ」に対して「102」

と応じなければならないのはなぜか」へ根本的な回答を与える試みは無限後退・循環・恣意

的中断のいずれかに陥るからである。かくして私たちは目下の問いへ満足いく答えを与え

ることができない。 

第二に、たとえこの問いが回答不可能だとしても、例えば規範性に関する全面的懐疑主義

などは帰結しえない。たしかに私たちは規範性を一般的なレベルで説明することができな

い。とはいえ、この点も詳しく論じたが、私たちはひとである限りつねにすでに一定の規範

の「内部」にいるからである。したがって、仮に「私は一切の「べし」を認めない」と主張

しているひとがいるとすれば、このひとは言行不一致の誹りを受けてしかるべきである。 

野矢さんが主張したいこともこの二点に関わる。野矢さんが『哲学・航海日誌Ⅰ』の第 13

章で扱う問いは次である。なぜ私は小さい頃にやった計算練習における「2+3=5」を、「ク



ワスをしていた」と言うのではなく、「プラスをしていた」と言うべきなのか、と（「クワス」

の説明は割愛）。実に、この問いへ答えが与えられなければ、私は「68 に 57 を足せ」とい

う命令にどう応じるべきか分からなくなるかもしれない。他方で――野矢さんも言うよう

に――私は「68 に 57を足せ」という命令に対しては「125」と応じるべきである。なぜか。

その「理由」は現に私がこうした規範のうちに生きていることである（これは、ある意味で、

目下の問いの答えとして期待された理由ではないのだが）。私は、ひとである限り、何らか

の規範のうちに生きる。そして、私の生きる規範においては――それがたまたまか必然的か

は措くとして――「68 に 57を足せ」という命令に対しては「125」と応じるべきなのであ

る（そして小さい頃にやった計算練習における「2+3=5」は「プラスをしていた」と言われ

るべきである）。私はこの規範を決して根本的な次元では説明できない。とはいえ私は、事

実として、そうした規範のうちにいるのである。 

ここから何が言えるか。いろいろなことが言われうるにちがいない。ここでは次の一点を

強調したい。それは〈根本的には説明できないもの〉と私たちの生の間の必然的連関である。

一方で――本節で繰り返し述べたように――規範の規範性は決して根本的には説明されな

い。他方で私たちの生は、私たちが私たちのような存在である限りにおいて、必然的に規範

性との関わりをもつ。仮に〈根本的に説明できないもの〉を「神秘」と呼ぶとすれば次のよ

うにさえ言える。私たちの生は必然的に神秘を含む、と。もちろん――言わずもがなだが―

―このことは決して自然的秩序のうちに神秘が存在することを意味しない。 

このように私たちは本質的に「規範‐内‐存在」である。それゆえ一切の規範の正当性に

疑問符を投げかける規範的懐疑主義は私たちにとって開かれたオプションではない。――

とはいえこの指摘は規範性をめぐって言われるべきことの一部に過ぎない。なぜならひと

は、ひとである限りにおいて、つねに規範性を全面的に喪失する危険性にも直面しているか

らである。次節ではこの点を説明したい――そしてこの文脈において「取り決め」という要

素が重要なる。 

 

第 4節 論理的規則と規約 

 

私がある会話において次の（a）と（b）を認めていると主張する、と仮定しよう（「→」

は例えば通常の「ならば」あるいは質料含意を意味するとする）。 

 

（a）Ｐ→Ｑ 

（b）Ｐ 

 

そして私は、一定の論理的規則に従って、次の（c）を認めると主張する。 

 

（c）Ｑ 



 

生じうる問いは次である。ここでの「一定の論理的規則に従って」とはどのような意味か。 

問いの要点は以下である。私は、自由な存在であるので、（a）と（b）を認めた場合にも、

（c）を認めないことができる。さらに私は、Ｑではなく、Ｒを認めることもできればＳを

認めることもできる。実に私は、こうした「絶対的」自由のもとで、（a）と（b）を認めた

うえで（c）を認めている。さて、私の行動が恣意的選択の結果でないのはなぜか。すなわ

ち、《私が（a）と（b）を認め、恣意的選択によって（c）を認めた》というケースと《私が

（a）と（b）を認め、論理的規則に従って（c）を認めた》というケースを区別するものは

何であるのか。 

留意されるべきは、自由な存在者が規則のような何かに従う、という事態の（意外な）説

明し難さである。敷衍して説明しよう。 

 例えば――明示的に前提するが――「Ｐ→Ｑ」がＰ→Ｑを表わし「Ｐ」と「Ｑ」がそれぞ

れＰとＱを表わすとする。さて、《Ｐ→ＱとＰはＱを含意する》は実際に論理的真理だが、

私がこの事実を知っているとする。実に、このような場合にさえ、私は（a）と（b）を認め

ても（c）を認めないことができる。そして私が（c）を認めることを究極的に決定するもの

は、決して論理的真理ではなく、私自身である。逆から言えば、（c）を認めることを私自身

が決定することは私が（c）を認めることの核心的ファクターであり、論理的真理ですら私

に――すなわち（a）と（b）を認める私に――（c）を認めることを強制することはできな

い。もちろん私は、決定に際して、問題の論理的真理を参照する。とはいえ決めるのは、究

極的には、私である。となると「私は論理的規則に従う」とはどのような意味か。 

もちろん――この点も否定したくないが――私が（a）と（b）を認めたうえで（c）を認め

るとき、私は一定の論理的規則に従っている。だがこの事態は思ったほど説明が容易ではな

い。〈自由〉と〈従うこと〉の間には看過すべきでない緊張関係が存在している。そして、

この緊張関係のために、《自由な存在者が何かに従う》という事態は何らかの哲学的解明を

要求する。 

目下の問題を前節の話題に接続したい。私たちの生きる規範的秩序においては次の規則

（MP）が存在している。 

 

（MP）「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めるならば「Ｑ」を認めるべきである。 

 

この規則が私たちの生きる世界で成立していることは否定しがたい事実である。とはいえ

――ここからが問題だが――《何らかの規則が存在する》という事実それ自体は《私たちが

それに従う》という事態を保証しない。このことは、たとえ私たちの行動がその規則の命じ

るところに一致しているとしても、そうなのである。実に、《一定の規則が存在し、私たち

の行動がそれに一致している》という事態と《一定の規則が存在し、私たちがそれに従って

いる》という事態の間には無視できないギャップがある。――どう考えるべきか。 



結論から述べれば次である。《あるひとが一定の論理的規則に従っていること》とは、実

に、《私たちがそのひとはその論理的規則に従っているとそのつど「取り決める」こと》な

のである。――段階を踏んで説明しよう（以下はかなり息の長い議論となる）。 

まず押さえるべきは私たち人間存在がもつある特質である。実に、私たち人間は自分や他

人がどのような規則に従っているか（そして従っていないか）をたいへん気にする存在であ

る。それゆえ私たちは、ただ行動するだけでなく、その行動が何らかの規則に従っているか

否かなどを評価する。例えば私は、Ｐ→ＱとＰを認めたうえでＱを認めるとき、同時に自分

が（MP）に従っていると考え、場合によっては「自分は（MP）に従っている」と明言した

りする。本ノートではこうした評価行動を「規則性評価行動」を呼びたい。私たちの生は、

たんにいわば「第一階の」行動を含むだけでなく、こうした「第二階の」評価行動も含むの

である。 

実に、例えば（a）と（b）を認めたうえで（c）を認めるひとの行動に関して、それが論

理的規則に従ったものなのか恣意的選択の結果なのかを区別するものは、こうした評価行

動の有無である。いささかトートロジー（あるいは明白な誤謬）のように聞こえるが、事態

の真相は次のようなものである。すなわち、あるひとが（a）と（b）を認めたうえで（c）

を認める場合、もし私たちが「このひとは（MP）に従っている」と評価するならば、その

ひとは（MP）に従っており、他方でもし私たちが「このひとは恣意的に選択しているにす

ぎない」と評価するならば、そのひとは恣意的に選択しているにすぎない、と。どのような

「第二階の」評価行動が為されているかに応じて、問題の「第一階の」行動が（MP）に従

っているのかたんなる恣意的選択なのかは区別されるのである。 

ただちに次の反論が生じると思われる。あるひとの行動が一定の規則に従っているか否か

を決定するものは評価ではない――なぜなら、誰も評価しなくても、ある行動が一定の規則

に従っているか否かは区別されるだろうからである。これに対しては次のように言われる

べきである。それは誤解だ、と。 

仮に――実際には、人間が人間である限り、こんなことはありえないのだが――人間がい

わゆる「第一階の」行動のみに従事し「第二階の」評価行動をまったく為さないとしよう。

この場合、《あるひとが一定の規則に従っているか否か》は人間にとってまったく問題にな

らない。規則性評価が私たちにとって問題であるのは、むしろ、そもそも私たちがひとの行

動の規則性を評価する存在だからである（ちなみに、もちろん私たちがひとの行動の規則性

を評価する存在になったのはいわゆる「適者生存の原理」などなどの結果であろうが、この

点は自然的秩序に関わる事柄であり、規範的秩序を考察する目下の文脈とは直接関連しな

い）。かくして、規則性評価行動がなければ、《あるひとが一定の規則に従っているか否か》

の問題は生じない。 

加えて、規則性評価行動なくして行動の規則性はない、と言える別の（より深い）意味も

存在する。実に規則性の評価は評価対象たる行動のあり方から自動的に産出されるもので

はない。（a）と（b）を認めたうえで（c）を認めるという私の行動を例にとろう。私たちの



多くは、通常の文脈では、私の行動が（MP）に従っていると評価する。とはいえこれ以外

の無数の仕方の評価が可能である。例えば私の行動は次の（MP*）に従っているとも評価さ

れうる。 

 

（MP*）「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認め、かついま雨であることを認めているか、またはいま雨

であることを認めていないかのいずれかであるならば、「Ｑ」を認めるべきである。 

 

あるいは――よりアナーキーな可能性だが――私の行動は次の（MP**）に従っているとも

評価されうる。 

 

（MP**）何かふたつのことを認めるならば「Ｑ」を認めるべきである。 

 

もちろん私たちが現に生きる規範的秩序には（MP**）のような規則は存在しない――それ

でもあるひとが「山口の行動は（MP**）に従っている」と言うことは（少なくとも形而上

学的には）可能なのである。――ここから何が言えるか。 

押さえるべきは次である。私たちがひとの行動の規則性を評価することは、私たちがその

行動のいわば「内在的」性質から規則性を引き出すことではないのだ、と。例えば――クリ

プキの例に戻れば――あるひとが「2+3=5」と発言するとき、この行動の「内在的」性質そ

れ自体はそれがプラス算であるのかクワス算であるのかを決定しない。言い換えれば、ある

ひとが「2+3=5」と述べる行動それ自体はプラス算とクワス算に関して「無記」である。そ

してこのいずれかを「決める」のは、むしろ、私たちによる評価である。一般的に言えば、

行動の規則性を評価する際に私たちの行なっていることは「行動に対して外部から意味づ

けを為す」と呼ばれるべき営みである。例えば私は、（a）と（b）を認めたうえで（c）を認

める場合、同時に自分が（MP）に従っていると考える。後者の「第二階の」行動（すなわ

ち評価行動）は、前者の「第一階の」行動から自動的に導出されるものではなく、むしろこ

れに対するいわば「プラスα」となるような意味づけ行動である。このように、行動の規則

性の評価とは決して消極的な「読み取り行為」ではない。それはむしろ積極的な「読み込み

行為」なのである。 

要点を別の角度から述べよう。とりわけ次の言い方の哲学的な「爪の甘さ」は看過される

べきでない。「山口が「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認めているがゆえに、山

口は（MP）に従うと言われる」 なぜ「爪が甘い」のか。その理由は山口が「Ｐ→Ｑ」と

「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認めているという事実は例えば「山口が（MP*）に従ってい

る」という評価とも「山口が（MP**）に従っている」という評価とも両立可能だからであ

る。かくして「第一階の」行動に関する事実それ自体はその行動に一意な規則性評価を与え

る理由たりえない。 

（ちなみに一定の規則に反するという事態も同様な仕方で説明されうる。例えば、「Ｐ→



Ｑ」と「Ｐ」を認めたにもかかわらず「Ｑ」を認めないひとに対する「（MP）に反する」と

いう評価もまた「第一階の」行動への意味の読み込みである。） 

以上を簡単にまとめよう。目下の関心は次の点にあった。例えば私が「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を

認めたうえで「Ｑ」を認めとき、（通常の文脈において）私の行動が恣意的選択の結果では

なく（MP）に従った結果だと言われるのはなぜか。この問いはいまや回答を得ている。そ

の理由は私たちがその行動に、「恣意的な選択」という意味ではなく、「（MP）に従っている」

という意味を与えるからである。実に、《一定の規則が存在し、私たちの行動がそれに一致

している》という事態と《一定の規則が存在し、私たちがそれに従っている》という事態を

分かつのは、そこに一定の規則性評価行動が伴っているか否かという点なのである。 

この答えはぜんぜん根本的でない、と批判するひとがいるかもしれない。曰く、問われる

べきはむしろ次である。そもそも私たちが問題の行動に、「恣意的な選択」という意味では

なく、「（MP）に従っている」という意味を与えるのはなぜか。曰く、この根本的な問いへ

の答えが得られない限り、本節で考察している問い――すなわち私が「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を

認めたうえで「Ｑ」を認めとき、（通常の文脈において）私の行動が恣意的選択の結果では

なく（MP）に従った結果だと言われるのはなぜか――へ十全な回答が与えられたことにな

らない。 

この批判に対しては次のように言われるべきである（と私は指摘したい）。反論者の提示

する「根本的な」問いは、根本的には、回答不能である（それゆえその答えを要求し続ける

べきでない）。なぜなら、私たちが本質的に自由な存在者である以上、《そもそも私たちが問

題の行動に、「恣意的な選択」という意味ではなく、「（MP）に従っている」という意味を与

えるのはなぜか》という問いにいわば「ストレートな」回答を与えることは不可能だからで

ある。結局のところ私たちは、根本的な次元においては、自分の自由な選択によって例えば

ある行動に対して「（MP）に従っている」という評価を与える。――次にこの点を説明しよ

う。 

（重要な注意をひとつ。目下の文脈において「規則性」は、決して自然現象に適用される

概念ではなく――なぜなら自然現象としての自然現象はいかなる規範的規則とも関わらな

いので――「ひと」という存在者にのみ適用される。この点は以下においてつねに留意され

たい。） 

まず――数段落前で述べたが――私たち人間は自分やひとがどのような規則に従ってい

るか（そして従っていないか）をたいへん気にする存在である。この点は何度も強調するに

値する。私たちはそれを文字どおり「たいへん気にしている」。そのため自分や他者の行動

がどのような規則に従っているか否かを評価することは、決して趣味の問題ではなく、むし

ろそれ自体も規範的な問題である。例えば、私が自分の行動を（MP）に従っていると評価

するときに、誰か他のひとが私の行動をたんなる恣意的選択だと評価するならば、私はこの

ひとに反論するだろう（私は決してそうした評価をそのひとの個人的な趣味として容認し

たりしない）。このように規則性評価行動もまた規範性をもつ。形式的に言えば次である。



私たちがある行動を一定の規則に従うものと評価するならば、私たちはそう評価すべきで

ある、と。 

かくして規則性の評価は決して「独りよがり」であってはならない。だが、いささか皮肉

なことに、そうであるにもかかわらず規則性評価の実践には一定の（こう言ってよければ）

「独りよがりさ」が不可避的に纏わりつく。なぜか。その理由は、ひとの行動に関する規則

性の評価は決して「客観的に」為されうるものでないからである。――どういうことか。 

《ひとの行動の規則性が「客観的に」評価される》ということは目下の文脈において何を

意味するのか。それは、例えばあるひとが一定の仕方で行動したときに、誰の自由な判断も

経由せずに、「このひとはしかじかの規則に従っている」という評価が生まれる、という事

態である。もちろんこうした事態はありえない――なぜなら〈評価するこ〉は人間の自由な

行動のひとつだからである。自由な判断なしに評価なし。実際、仮に《ひとのかくかくの行

動はしかじかの規則に従っていると言われるべきだ》という規範的事実が存在していると

しても（実際に、そうした事実は多数存在だろうが）、私たちが「このひとのかくかくの行

動はしかじかの規則に従っている」と評価するか否かを究極的に決定するものは私たち自

身である。私たちに代わってこれを行ってくれる何かは決して存在しない。規則性の評価の

根底には私たちの各々のいわば「自由な決断」が存在する。 

以上より行動に関する規則性評価のうちに含まれる内的な緊張関係が判明する。一方で

規則性の評価は決して趣味の問題ではない。すなわち、ある行動に関する規則性の評価が私

と他人の間で異なる場合、私たちは（通常のケースでは）決してこれを趣味の問題として放

置したりしない。他方で私たちの各々は、根本的な次元では、自分の自由な決断を通してひ

との行為の規則性を評価せねばならない。例えば私は、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで

「Ｑ」を認めるという自分の行動について、それが（MP）に従うと評価するのだが、実に

私はこれを自分の責任のもとで決定している。逆から言えば、問題の行動を（MP）に従う

ものと評価せよと私に強いる「外的な」ものは究極的には何ひとつ存在しない。かくして次

のように言える。規則性の評価とは、決して趣味の問題でないにもかかわらず、各々のひと

が自分の自由な決断を通して行う以外にないものだ、と。 

規則性評価のこうした内的な緊張は次の問題を提起する。もし私と他人（この他人を「カ

メ」と呼ぼう）がある行動の規則性評価に関して意見を違えるならば、私たちはこの不一致

をどのように解消すべきか。例えば私は、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認め

るという自分の行動について、それが（MP）に従うと評価するのだが、カメはそれを恣意

的選択に過ぎないと言っているとしよう。そしてカメが私に次のように尋ねるとしよう。

「なぜぼくたちはきみの行動を（MP）に従っていると評価すべきなのか？」――どのよう

に答えればよいのか。 

 この問題に即して本節ですでに述べられた重要なポイント（と新たな論点少々）を確認し

よう。 

第一に私とカメの対立はいわば「事実認識」に関する対立でない。すなわち「Ｐ→Ｑ」と



「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認めるという私の行動それ自体は《それが（MP）に従って

いるかし恣意的選択か》に関して無記である。私とカメの対立は、むしろ、こうした行動に

どのような意味を与えるかに関する対立である。簡潔に言えば、それは行動の評価に関する

対立である。 

第二に私とカメをめぐる状況は《一方は正しく他方が間違っている》という状況ではない。

もちろん私からすればカメは間違っている――とはいえカメからすれば間違っているのは

私である。それにもかかわらずこの状況は重要な意味で「相対主義的」でない。なぜなら―

―どのような意味かと言うと――この状況においては《対立が趣味の問題に帰着する》とい

う「悪しき相対主義」は成立していないからである。私は、対話が継続する限り、カメを説

得しようと努力するだろう（この点はカメについても同じである）。 

第三に、仮に私とカメが本当に対立しているならば、この対立はストレートな仕方では解

消されえない。例えば私がカメに対して「「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認め

るという行動は（MP）に従っていると評価されるべきだ」と答えるとしよう。この場合、

私たちの対立がいわば「本物の」対立であるならば、カメは次のように言い返すはずである

――「いや、それもまた自由な人間の行動なのだから、恣意的選択と評価されるべきだ」。

かくして、仮に双方が自分のそれまでの立場に固執するならば、目下の対立は決して解消し

ない。 

 さて、どう考えるべきか。 

押さえるべき事柄は次である。もし私とカメの対立が解消されることがあるとすれば、そ

の際のプロセスは一定のいわば「飛躍」と含まざるをえない、と。なぜなら――三番目のポ

イントとして述べたが――私とカメの双方が従来の自分の立場に固執する限り、決して対

立は解消しえないからである。それゆえ、対立の解消のためには、そうした固執を「抜け出

す」飛躍が必要となる。そして、実にひとは自由な存在であるからこそ、こうした飛躍を見

事に（？）行ないうる。私たちの各々は、自分のそれまでの見方や考え方を自由に振り捨て

て、新たな（ときにまったく異なる）見方や考え方を採用することができる。それゆえ私た

ちは、互いの立場の違いが根本的な対立を生み出している場合にも、自由な選択を通じて意

見を一致へ向かわせることができる。一致への飛躍――これが私とカメが意見対立を解消

するために必要とする契機である。 

一致への飛躍――まさにこれが「取り決め」と呼ばれるものである。カメと私をめぐる例

で説明したい。 

例えば、私が手をかえ品をかえカメの説得を試み、最終的にカメが「分かったよ、きみの

行動は（MP）に従っている」と述べるとしよう。この際に何が起こったのか――そのプロ

セスを記述すれば以下である。当初は、一方で私は自分の行動を（MP）に従っていると評

価し、他方でカメはそれを恣意的選択と評価していた。そして私とカメはどちらも意見の不

一致に関して居心地の悪さを感じていた。かくして双方が一致に向けて努力する。その結果

――たまたまか必然的かは措くとして――もっぱらカメの側が自分の従来の見方を「抜け



出し」、最終的に私たちの見方は私の行動を（MP）に従うものと評価することへ収斂した。 

以上のプロセスは決して「カメが正しい立場へ転向した」や「山口自身の評価の正しさが

証明された」などと記述されるべきではない（なぜなら、第二のポイントとして述べたよう

に、私とカメをめぐる状況は《一方が正しく他方が間違っている》というものではないから

である）。むしろ生じたことは次のように表現されるべきである。カメと私は問題の行動を

（MP）に従うものと評価するよう取り決めた、と。なぜそう表現すべきなのか。その理由

は、実に、私たちの一致には無視できないいわば「恣意性」が伴っているからである。それ

は、言ってみれば、形而上学的なレベルの恣意性である。例えば私たちは問題の行動を恣意

的選択と評価するよう取り決めることもできた。とはいえ私たちはそうしなかった。私たち

は、自らの「無根拠的な」自由を通じて、問題の行動を（MP）に従うものと評価するよう

取り決めたのである。このように私たちの意見の一致は、決して何らかの「外的な」要因に

よって押しつけられたものでなく、むしろ私たち自身の共同的な選択に由来する。こうした

意味において、私たちの意見の一致は「取り決め」による、と言われるわけである（ちなみ

に――言わずもがなだろうが――取り決めの主体は、単数的個体ではなく、複数的な〈私た

ち〉である）。 

いまや先に取り上げた反論に応答できる。反論者は、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで

「Ｑ」を認める私の行動について、次のように問うた。そもそも私たちがこの行動に、「恣

意的な選択」という意味ではなく、「（MP）に従っている」という意味を与えるのはなぜか。

――実にこの問いにストレートな答えはない。なぜなら、前段落の議論から示唆されるよう

に、私たちが問題の行動を「（MP）に従っている」と評価する点で一致するという事実の根

底には、本質的な点で「恣意的な」と形容されうる取り決めが存するからである。かくして、

仮に反論者の問いへ答えを与えるとすれば、次のように言う以外にない。「その理由は、私

たちが自由な取り決めを通じてそれを選んだからだ」と。 

 まとめよう。私たちは例えば、事実として、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を

認める私の行動を「（MP）に従っている」と評価する。私たちの規則性評価行動は、事実と

して、この点で一致する。他方でこうした一致の事実は私たち自身による取り決めという土

台のうえに立つ。逆から言えば、私たちを「超えた」いかなる存在も一致の事実を支えてく

れない、ということである。例えば「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」がともに真であるときには必ず「Ｑ」

も真であるといういわば論理的事実は目下の一致の事実の基礎たりえない。なぜなら、たと

えそうした事実が存在し（実際に存在するが）かつ私たちがその事実を知っている場合にも、

私たちは目下の行動の規則性を別の仕方で評価する自由をもつからである。結局、どの行動

をどの規則に従うものと評価するかは――根本的な次元のおいては――いわば「私たち次

第の（up to us）」事柄なのである。 

以上で示されたことは次である。例えば「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認め

る私の行動を私たちが一致して「（MP）に従っている」と評価するという事実の根底には私

たち自身による取り決めがある。実にこの取り決めこそが根元的規約主義の語るところの



「取り決め」である。他方で根元的規約主義とは、形式的には、次のテーゼで定義される（cf. 

180 頁）。論理的規則（あるいはその他の規則）の必然性の根拠は私たちの取り決めである、

言い換えれば、そうした規則が必然的であるとは、私たちがそのつどそう取り決めるという

ことにほかならない、と。これまでの議論を踏まえればこのテーゼはどのように解釈される

だろうか。 

論理的規則を例として検討しよう。まず、私たちが生きる規範的秩序には次の規則が存在

する。 

 

（MP）「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めるならば「Ｑ」を認めるべきである。 

 

例えば、私を例にとれば、私が「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めるならば、私は「Ｑ」を認めるべ

きである（これは否定しがたい規範的事実である）。さて、実に私たちは（MP）に従うべき

である。それゆえ――ここの「それゆえ」は本節の議論によってサポートされるが――例え

ば私は、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認める場合、自分の行動を「（MP）に

従っている」と評価すべきである（なぜなら、詳しく論じたように、規則に従うとは一定の

規則性評価行動を為すことだからである）。加えて私以外のひとびとも、通常の文脈におい

ては、私の行動を「（MP）に従っている」と評価すべきである。要するに――この点は核心

的に重要だが――「私たちは（MP）に従うべき」という一見「第一階の」行動に関する規

範を述べるように見える言明は、実のところは、《私たちは、例えば、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を

認めたうえで「Ｑ」を認める山口の行動を「（MP）に従っている」と評価すべき》という「第

二階の」評価行動に関する規範を述べているのである。 

ここから何が言えるか。以上の議論より根元的規約主義のテーゼにおける「論理的規則の

必然性」という表現の内実が判明する。例えば「私たちは（MP）に従うべき」という言明

がこうした論理的規則の必然性――より正確には論理的規則の規範性――の表現の一例で

ある。これは、さらに正確に言えば、論理的規則を遵守することの規範性の表現の一例であ

る。かくして次の点が判明する。根元的規約主義とは、論理的規則を遵守することの規範性

に関する見解である、と。 

（以上は重要な点なので別の角度から敷衍しよう。おそらくたいていの場合見逃されるこ

とだが、規則の規範性と規則遵守の規範性は、相互に連関する事柄であるが、それでも区別

されるべき事柄である。（MP）を例にとれば以下のように言える。「私たちは「Ｐ→Ｑ」と

「Ｐ」を認めるならば「Ｑ」を認めるべきだ」という（MP）の文言のうちに「べき」とい

う語が登場するが、この「べき」は（MP）という規則の規範性を表現する。他方で、この

「べき」と「私たちは（MP）に従うべきだ」という言明における「べき」は少なくとも概

念的には区別されるべきである。なぜなら――本節の前半で詳しく論じたが――「Ｐ→Ｑ」

と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認めるという行動と（MP）に従うという行動は決して同

じものではないからである。もちろん、私たちは（MP）に従うべきとされる理由の中心は、



私たちは「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めるならば「Ｑ」を認めるべきだという規範的事実に存す

――この点においては規則の規範性と規則遵守の規範性は大いに連関している。簡潔に言

えば次である。規則が規範的であるから、規則遵守もまた規範的なのだ、と。） 

以上で、根元的規約主義が規則遵守の規範性に関する哲学的見解だ、という点が明らかに

なった。では、それはさらに具体的にどのような見解なのか。 

ここで私たちの現実のあり方へ目を向けよう。私たちは、事実として、私の行動を「（MP）

に従っている」と評価する。例えば私は、事実として、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで

「Ｑ」を認めるとき同時に自分の行動を「（MP）に従っている」と（通常のケースでは）評

価する。このように――言ってみれば――私たちの評価行動は、事実として、規範に対する

呼応を、すなわち私の行動を「（MP）に従っている」と評価すべしという規範に対する呼応

を含む。さてこの呼応は何を意味するのか。すでに触れたように、私たち人間は自分や他人

がどのような規則に従っているか（そして従っていないか）をたいへん気にする存在である。

この事態は次のようにも表現できる。私たち人間は自分の行動が規範に呼応しているかを

たいへん気にする存在だ、と。なぜなら――次は（いささかトートロジー的な響きをもつに

もかかわらず）より踏み込んだ指摘なのだが――規範に呼応した行動は、規範に呼応しない

行動（すなわち無規範的行動あるいは反規範的行動）と比して、私たちにとってより大なる

価値をもつからである。言い換えれば私たちは自分の行動を規範に適うものたらしめたい

と望む存在なのである。さらに簡潔的に言えば次である。私たちは自分の行動を規範呼応的

にしたい存在なのだ、と。 

 ここで問いは次である。私たちはいかにして自分の行動を規範呼応的にしうるのか。答え

の一部はすでに得られている。それはいわゆる「取り決め」によってである。私たちは、誰

か通常の大人が「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認めるとき、同時にそのひとの

行動を「（MP）に従っている」と評価する。すなわち――より詳細に述べれば――私たちは、

その行動を「（MP*）に従っている」とか「（MP**）に従っている」と評価することもでき

たにもかかわらず、それを「（MP）に従っている」と評価するよう取り決める（そして、こ

の取り決めによって、その大人は（MP）に従っていることになる）。なぜそう取り決めるの

か。それは、一方で私たちの生きる規範的秩序のうちには（MP）に従うべしという規則遵

守の規範性が存在するからであり、他方で私たち自身が自分たちの行動を規範呼応的にし

たいと欲するからである。このように私たちは、取り決めを通じて、自分の行動を規則呼応

的にしたいという欲求を叶えるのである。 

以上は答えの一部にすぎない。そして、答えを完全なものにするためには、根元的規約主

義のテーゼにおける「そのつど」なる契機が説明されなければならない。この点の解明が本

節における息の長い議論の最後のステップとなる。 

まず留意されるべきは私たちが自由な存在だという点である。規則や規範を論じる際に

はこの点を決して看過すべきでない。規則や規範が問題となる次元においては、いかなる外

的なものも私たちの行動を決定しない。例えば私は、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めた場合にも、



「Ｑ」を認めないことができる。だからこそ「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めるならば「Ｑ」を認

めるべきだという規範が意味をもつのである。 

他方で、まさに私たちが自由な存在であるがゆえに、私たちはつねに自分の行動が規範へ

の呼応を失ってしまうという危険に直面している。例えば私たちが時点 t1において、「Ｐ→

Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認めるという自分たちの行動について、それを「（MP）

に従っている」と評価するよう取り決めたとする。この場合には――本節で説明してきたこ

とから帰結するが――私たちは時点 t1 において（MP）に従っていると言える。すなわち私

たちの行動は t1 においては規則遵守の規範に呼応している。ただしこの事実は私たちが時

点 t2（t1<t2）においても（MP）に従っていると言えることを保証しない。これは、たとえ

私たちが時点 t2においても「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認めたうえで「Ｑ」を認める場合にすら、

そうなのである。なぜか。それは、端的に言えば、私たちが自由な存在だからである。――

説明は以下である。 

実に私たちは、自由な存在である以上、たとえ過去において自分たちの行動を「（MP）に

従っている」と評価するよう取り決めたとしても、現在においてはつねに別の仕方で取り決

めを行なう可能性をもつ。例えば――具体例は蛇足かもしれないが――私たちが t1 におい

て自分たちの行動を「（MP）に従っている」と評価するよう取り決める場合にも、私たちは

t2 において自分たちの（同じタイプの）行動を「（MP*）に従っている」と評価するよう取

り決める自由をもつ。形式的に言えば、私たちが過去に一定の規則に従ったという事実は、

私たちが現在もその規則に従うことを保証しない、ということである。するとどうなるか。

結論は次である。規則に従うためには、私たちはそのつど取り決めるしかない、と。 

これが根元的規約主義のテーゼにおける「そのつど」の意味である。もし私たちが自分の

行動を規範呼応的にしたいのであれば、私たちは一定の規則性評価をそのつど取り決める

以外にない。なぜなら人間存在の基本的特質――自由――がつねに人間の行動のいわば「無

規範化」や「反規範化」の可能性を招来するからである。私たちはこの危険に抗しながらつ

ねにそのつど自分たちの行動の規則性の評価を取り決めている――これが《人間が規則に

従う》という事態の真相であり実情である。 

以上より根元的規約主義のテーゼの十全な解釈が得られる。いまや「論理的規則（あるい

はその他の規則）の必然性の根拠は私たちの取り決めである、言い換えれば、そうした規則

が必然的であるとは、私たちがそのつどそう取り決めるということにほかならない」という

テーゼは次のように読解可能である。論理的規則（あるいはその他の規則）の必然性に、す

なわちそうした規則の規範性に、私たちの行動が呼応していることの根拠は私たちの取り

決めである、言い換えれば、そうした規則の規範性に私たちの行動が応じているとは、私た

ちがそのつどそう取り決めるということにほかならない、と。これが根元的規約主義のテー

ゼの言わんとすることである。要するに根元的規約主義とは次のような立場である。私たち

は、自らによるそのつどの取り決めを通じて、自分たちの行動を規範呼応的にしている、と。 

こうした解明は根元的規約主義をめぐる（おそらくよくある）誤解を除去するのに役立つ。



例えばこの立場はともすれば《論理的規則のいわば論理的必然性は私たちの取り決めによ

る》と主張していると見なされうる。だがこれは誤解である――なぜなら、そう解釈される

場合には、根元的規約主義は確実に偽な立場となるから。実際、「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」がとも

に真であるときには必ず「Ｑ」も真であるという事態はひとつの論理的必然性であるが、こ

れが成立する根拠は決して私たちの取り決めではない。かくして、もし根元的規約主義が論

理的規則の（論理的）必然性に関する立場と見なされるならば、それは検討に値する見解た

りえない。 

あるいはこの立場は《論理的規則の規範性は私たちの取り決めによる》と主張していると

見なされうる。だがこれも誤解である――なぜなら、そう解釈される場合にも、根元的規約

主義はほぼ確実に偽な立場となるから。実際、例えば「Ｐ→Ｑ」と「Ｐ」を認める場合に「Ｑ」

を認めるべきであるのは、決して私たちがそう取り決めたからではないだろう（この点は各

自しっかり検討されたい）。また、本ノートの第 3 節で述べたように、規範性の究極的な根

拠は私たちには説明可能ない。この点からも規範性の究極の根拠に〈取り決め〉の契機を置

くような根元的規約主義の解釈は誤解として退けられるべきだと言える。かくして「規範性

一般の説明としての根元的規約主義」なるものも検討に値する見解たりえない。 

以上で本ノートの目標――根元的規約主義における「取り決め」という語の内実の考察―

―は達せられたと思う（さらに語るべきことはあるだろうけど）。最後にいくつかの摘み残

しを摘みたい。 

 

第 5節 積み残し 

 

以上の考えを野矢さんに帰すのは無理があるのではないか――という疑問へは是非とも

答えておく必要がある。実際、『哲学・航海日誌』の第 12節から第 16 節を見る限り、本章

の例えば第 4 節のような議論は展開されていない。それにもかかわらず私が以上の考えを

野矢さんへ帰す理由は以下である。 

私は、もし根元的規約主義が正しい立場として説明されるならば、本章で為されたように

説明されねばならないと考えている。それゆえ（私の観点からすれば）根元的規約主義を正

しい立場として提唱する野矢さんは本章のような考えをとっているべきである。実に私は

次のようなことを期待しつつ本章を書いた。仮に野矢さんが本章を読んだとしたら、「ぼく

もこういうことを考えていたんだ」と言ってくれる、などの事態を。 

実際には野矢さんは――いろいろな事情があるのでしょう――本章で述べられたような

考えの大半を『哲学・航海日誌』では十全に展開していない。ここで次の点は注意である。

『哲学・航海日誌』における議論の「甘さ」や「いいかげんさ」を指摘するには、一旦は同

じ目標をもった「甘く」もなく「いいかげん」でもない議論を見ておく必要がある。実に、

本章の視点に立つと、野矢さんの実際の展開した議論のどの点が不十分なのかを具体的に

指摘できる。――とか書きながら、こういうことを書き始めるとまた長くなるなあ、と感じ



たので、このあたりは言いっぱなしで筆を置かせて頂きたい。機会があればまたとりあげる

ことにする。 

 

――後記―― 

 

私にとって野矢さんの書くものは、留保なしに「面白い」と言えるものだが、それでも「謎

だ」と言いたくなる代物である。大森荘蔵と多少なりとも関係のあった有名哲学者三人を指

して「３Ｎ」と言うことがあるが、３Ｎのうちで野矢さんの書くものが私にとっては一番

「謎」である。野矢さんの文章は――ここは重要だが――その端々から彼の洞察の深さを伺

わせる。だが、何というか、それをかっちりした形式にはめこもうとするとただちによく分

からなくなる、と言うか、消化し切れないところがある、と言うか、いずれにせよ、何か取

扱いの難しいところがある。ひょっとすれば野矢さんの文章は生き物なのかもしれない、と

か考えたりもする。本章では、この生き物を捕まえて、絞め殺して、カチカチの剥製にした

わけである。その際、グニャグニャした「内臓」はすべて捨てさせて頂いた（もちろん私は

内臓こそが美味しいのにという意見も否定しない）。結果として、一定の「形」が残った。

誰かしらの理解の深まりに寄与することになれば幸いである。 


