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構成主義的真理観の問題* 

 

野上志学 

（東京大学・日本学術振興会） 

 

概要 

 本発表では、伝統的な真理の整合説の現代的な発展形である、構成主義的真理観に

ついて論じる。構成主義によれば、真理は我々の認識的規範から構成される。構成主

義は、近年影響力を増している真理多元主義（Wright 1992, Lynch 2009, Pedersen 

2012）において部分的に採用される真理観である。真理多元主義によれば、ある命

題の真理が何に相当するのかは、その命題のジャンルによって変わりうる。事実的な

命題の真理とは世界との対応である一方で、道徳的命題の真理は我々の認識的規範か

ら構成されるかもしれない（Lynch 2009）。構成主義を吟味することは、こうした多

元主義を評価する上でも重要である。 

 大まかに言って、本発表の基本的な主張は次のようにまとめられる。そもそも、認

識的規範それ自体は、「より多く真理を信じ、より少なく虚偽を信じる」という観点

から説明されればならない。だが循環を避ける限り、構成主義はそのような考えに訴

えることができない。それゆえ、構成主義者は認識的規範を説明不能で原初的なもの

として措定せざるをえない。 

 

1. 導入：整合説とその問題 

 

 真理の整合説は、真理の対応説の伝統的なライバルとなってきた。対応説によると、

ある命題が真であるのは、それが世界や事実と対応するからに他ならない1。一方、

 

* 本発表の内容は、JSPS 科研費（特別研究員奨励費）（18J14593）の助成を受けた研究の成果

の一部である。本発表の原稿に有益なコメントをくれた東京大学の高崎将平氏に深く感謝する。

また、浦野敬介氏のコメントにも感謝する。 

1 真理の対応説はしばしばアリストテレスに帰属される（David 2015）。パトナムは、「真理

が対応であるという理論は、たしかにもっとも自然な理論である。カント以前に、真理の対応

説をもたない哲学者を見つけだすのは、ほとんど不可能に近い」と述べている（Putnam 1981, 

邦訳 p. 88）。パトナムの評が歴史的に正しいのかについては判断を控える。分析哲学におけ

る対応説の古典としては、Russell 1912 と Field 1972 を参照。 
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整合説によると、命題が真であるのは、それが何らかの整合的な体系に含まれるとい

うことである。 

 事実的な命題、とくに物理的な命題について言えば、確かに対応説はもっともらし

いかもしれない。例えば、「この部屋に中ぐらいの動物がいる」が真であるのは、こ

の命題（あるいはこの命題を表す文）がこの部屋の物理的状態に（より具体的には、

動物状に配列された素粒子の配列に？）対応しているからかもしれない。だが、道徳

的命題や数学的命題についてはこの考えはもっともらしくなくなる。物理的な命題と

異なり、道徳的命題や数学的命題が世界のうちにある何かと対応するとは何を意味す

るのかは理解しがたい。例えば、「私は猫を悪戯に小突き回すべきではない」といっ

た命題は（それが真だとして）世界のうちの何と対応しているのか。少なくとも、素

粒子がこの部屋で動物状に転がっているのと同様な形で、この道徳的命題の対応物が

世界のどこかに転がっているとは思えない2。 

 このように、ある種の命題の真理を世界や事実への対応と考えることには困難が伴

う3。この点では、整合説は対応説より優位にあると言えよう。真なる道徳的命題に

ついて整合説が言うべきことは、その命題が整合的な体系に含まれるということだけ

である。整合説は対応説と異なり、道徳的命題が真であるとするために、世界のうち

に何らかの対応物を措定しなくてすむ。 

 整合説の第一近似は次のように書ける。 

 

整合説（第 1 バージョン） 

すべての命題 P について、P が真であるのは、P が整合的な
．．．．

命題の集合に含ま

れるときであり、そのときに限る4。 

 

右辺に現れる整合的な集合
．．．．．．

は、すべての真なる命題の集合を含み、真なる命題だけを

含むことを意図されている
．．．．．．．

。こうした集合を真理集合と呼んでおこう。整合説は、真

理集合を整合性という概念をもちいて特徴づける。だが、整合性とは何か。真理集合

 
2 もちろん、道徳に関する自然主義をとるのであれば、真なる道徳的命題が対応すべき事実と

いうものを指定することもできようが、ここでは立ち入らない。 

3 一般に、対応説などの真理論がある種の命題の真理が何に相当するのかを説明するのが困難

になるという問題は、「範囲問題（Scope Problem）」と呼ばれる。範囲問題については、

Lynch 2009, Ch. 2 を参照。 

4 整合説的な真理を相対化する論者（Dorsey 2006）もいるが、これから論じる問題は相対主

義バージョンの整合説にも当てはまる。 
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は少なくとも論理的に無矛盾でなければならないだろう。これは真なる命題の集合が

論理的に矛盾していないと考える限り当然要求される。だが、論理的に無矛盾な命題

の集合は無数に存在するから、どの集合に含まれることによって
．．．．．．．．．．．．．．．

命題が真になるのか

を説明しなければならない（Russell 1912）5。 

 それゆえ、真理集合に求められる整合性は論理的な無矛盾性以上の何かでなければ

ならない。典型的な整合説論者は、上記の双条件文の右辺に現れる「整合的な命題の

集合」に含まれる命題が、相互に説明的な繋がり
．．．．．．．．．．

をもつことを要求する(Blanshard 

1939, Dorsey 2006)。この「相互の説明的な繋がり」は演繹的推論や帰納的推論、ア

ブダクションなどの推論関係である6。S を命題の集合としよう。「P が S に含まれる

とき、P と P 以外の S に含まれる諸命題との間には何らかの
．．．．

推論関係が成り立ってい

なければならない」という条件を相互説明性条件と呼ぼう。 

 

整合説（第 2 バージョン） 

すべての命題 P について、P が真であるのは、ある論理的に無矛盾で、相互説

明性条件を満たす命題の集合に P が含まれるときであり、そのときに限る。 

 

相互説明性条件は、真理集合の候補に極めて強い条件を課すようにみえる
．．．

。それゆえ、

もしかすると、相互説明性条件によって真理集合の候補を一意的に
．．．．

指定できるか、真

理集合の候補の取りうる値を十分に制限できる
．．．．．．．．

と考えられるかもしれない7。 

 だが、「いかなる真理集合も論理的に閉じていなければならない」という当然の想

定のもとでは、相互説明性条件は何らの制限としても働かない8。相互説明性条件は

 
5 何らかの論理的に無矛盾な集合があり、それに含まれることが真であるための十分条件だと

すれば、すべての P について P と~P のいずれもが真であるという帰結を導く。逆に、P が真

であるための必要条件がすべての論理的に無矛盾な集合に含まれることだとすると、何も真で

ないことになる。 

6 Cf. Lynch 2009, p. 167. 

7 実際、道徳的真理についてドーシー（Dorsey 2006）はこの種の相互説明性条件が有効だと

考えている。以下の議論はそれが誤りであることを示す。 

8 「S が論理的に閉じている」とは、「S に含まれる諸命題の論理的帰結である命題も S に含

まれている」ということを意味する。この閉性条件は、「真なる命題の集合は論理的に閉じて

いなければならない」という条件は、「真なる命題の集合はすべての命題 P について P か~P

を含んでいなければならない」という意味での完全性条件とは異なることに注意せよ。（なお、

S が無矛盾であるとき、閉性は完全性を導く。） 
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「S に含まれるどの命題 P も S の他の要素たちから導出される」ことを要求する9。問

題は、S が論理的に閉じている限り、この条件はトリヴィアルに
．．．．．．．

満たされる
．．．．．

というこ

とだ。P を S に含まれる任意の命題とし、S\{P}を S から P を取り除いた集合とする。

S が論理的に閉じているとすると、次の理由から P は S\{P}から導かれる。Q を S\{P}

に含まれる任意の命題とする（S が論理的に閉じている限り、S\{P}は空でないから、

そのような命題は常に存在する。）。P から P∨~Q が導かれ、S が論理的に閉じてい

るから、P∨~Q は S に含まれる。また、P と P∨~Q は異なる命題だから、P∨~Q は

S\{P}に含まれる。P∨~Q とQ から（選言三段論法で）P は導かれ、P∨~Q とQ は S\{P}

に含まれるので、S\{P}から P が導かれる1011。  

 こうして、演繹を説明とみなす限り
．．．．．．．．．．．

、真理集合に相互説明性条件を課す意味はない。

「説明は演繹でない何かだ」と述べて整合説論者は抵抗できるかもしれない。だが、

真理集合に含まれるすべての命題が演繹的推論以外の関係で結ばれているというのは、

強すぎる条件であろう。例えば、集合 S に含まれるどのような命題 P も、S から P を

除いた集合 S\{P}と帰納的推論
．．．．．

で結ばれる、というのがどのようにして可能になるの

か理解しがたい12。 

 

9 BonJour 1985 は、この考えを Blanshard 1939 に帰属している。類似の整合性概念の支持者と

しては、Dorsey 2006 を参照。 

10 この議論は、関連論理のような選言三段論法をもたない論理を用いることでブロックできよ

うが、せいぜいアドホックであるように思われる。 

11 類似の問題は、「真なる命題の集合が（あらゆる命題 P について P か~P を含むという意味

で）完全である」ことを要請する場合にも生じる。S を論理的に無矛盾で、完全な集合としよ

う。P を S に含まれる任意の命題とすると、P は S\{P}から（古典論理で）導出される。P が S

に含まれ、S は無矛盾なので、~P は S に含まれない。だが、S は完全であるので、~P か~~P

のいずれかが S に含まれる。よって、~P は S に含まれないので、~~P は S に含まれる。P と

~~P は異なるので、~~P は S\{P}に含まれる。それゆえ、P は S\{P}から二重否定除去で導か

れる。 

なお、S が無矛盾であるとき、S が完全であるならば、S は論理的に閉じているので、本文中

と同様の方法でも相互説明性条件がトリヴィアルになることを示せる。 

12 例えば、{∀ x(Fx → Gx), Fa, Ga, Fb, Gb, Fc, Gc}の（論理的閉包をとった集合）は、帰納的推論

関係で結ばれているという条件を満たすだろうか。GaはFaと∀ x(Fx → Gx)から演繹的に導かれ

るが、帰納的に導かれるわけではない。では、GaがFaやFbやGbなどの個別事例から直接帰納

的推論によって導かれるのだろうか。もしそうではなく、個別事例から帰納的に、導かれた

∀ x(Fx → Gx)と、Faから演繹的に導くことを説明と呼ぶのであれば、結局のところ演繹的推論

が説明になることを認めることになる。だが、演繹的推論を説明と認める限り、本文中で論じ

たトリヴィアル性の問題が再燃する。 
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2. 構成主義的真理観 

 

 本発表ではこれ以上は整合性概念の洗練について追跡しない。その代わり、整合説

の現代的なバージョンである、構成主義と私が呼ぶ立場について検討する。構成主義

によれば、真理は我々の認識的規範から構成される
．．．．．．．．．．．．．．．

。例えば、道徳的真理について構

成主義を採用するデイヴィッド・リンチは次のように述べる13。 

 

我々の道徳的判断は、有意味な合理的規範のもとにある。その結果として、

道徳判断は、これらの認識的規範から構成される
．．．．．．．．．．．．

性質によって真にされるの

だ、というのが自然な提案だろう。（Lynch 2009, p. 164, 強調は発表者による） 

 

だが、真理が我々の認識的規範から構成されるとはどういうことか。「真理が認識的

規範から構成される」と主張することは、「P が真なる命題であることは、P を信じ

ることが認識的規範によって合理化されることによる」と主張することである14。認

識的規範は基本的に「主体の抱く信念をどの条件の下でどのように改訂するのが合理

的か」を述べる規範である1516。目の前に飛んできた鳥をあなたが目にしたとしよう。

あなたには鳥がいるようにみえている
．．．．．

。このとき、目の前に鳥がいるという信念を抱

くことは合理的であろう。一般に、「P であるようにみえるのであれば、（それに反

する証拠がない限り）P を信じることは合理的である」という認識的規範を我々は受

け入れているかもしれない。あるいは、「P と P→Q を信じているときには、さらに

Q を信じることが合理的である」という規範を我々は受け入れているかもしれない。

いずれにせよ、認識的規範は「どの条件の下でどのように信念を改訂するのが合理的

か」を述べる。つまり、認識的規範は信念改訂の手続きを指定するから、次のような

形式をもつ。 

 

 
13 後に述べるが、リンチは真理多元主義と呼ばれる立場を支持している。 

14 ここでの合理性は認識的合理性である。本発表では特に断らない限り、「合理性」と「理由」

はそれぞれ「認識的合理性」と「認識的理由」を指示するものとする。（実践合理性ないし実

践的理由について語る際にはそう明示する。） 

15 以下の認識的規範の具体例については Boghossian 2008, p. 109 を参照。 

16 本発表ではとくに断らない限り、信念は「信じられている命題」のことを指示するとする。 
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 認識的規範の一般形式 

ある主体の信念の集合が S であるとき、状況 C のもとでは、S を別の信念の集

合 S*に改訂することが合理的である17。 

 

観察に関する規範、演繹的推論、帰納的推論あるいは最善の説明への推論という規範

はおおよそこの一般形式に当てはまるものとして解釈できる。本発表の議論ではこれ

らの規範を認識的規範の典型例として議論を進める。 

 認識的規範から真理を構成する最も直接的な方法は、「真理とは理想的状況におい
．．．．．．．．

て
．
それを信じるのは合理的だと認識的規範が指定するものである」というものだ。 

 

理想的構成主義 

P が真であるのは、理想的状況において、認識的規範によって P を信じること

が合理的とされているときであり、そのときに限る18。 

 

だが、理想的構成主義には、そもそも「理想的状況」が何を意味するのかは、真理
．．

概
．

念
．
から
．．

独立な仕方では
．．．．．．．

記述しがたいという問題がある19。「理想的状況」には少なく

とも、その状況でもつ証拠はミスリーディングではない
．．．．．．．．．．．．

ことが含まれねばならないだ

ろう。理想的状況においてミスリーディングな証拠が得られるなら、その証拠によっ

 
17 「ある主体の信念の集合が S である」という前件は、「ある主体の信念の集合が S であり、

その主体が S を信じるのは合理的である」という強い条件に置き換えてもよい。ただし、この

ように置き換えた条件は、もともとの認識的規範より改訂手続きを命じることが少ないことに

注意。 

18 この立場は Putnam 1981 に帰属される（Plantinga 1982, Wright 1992）。 

19 パトナム（Ptunam 1981）は理想的状況を「摩擦のない平面」にたとえて説明しようとして

いるが、それがどのように理想化しているのか
．．．．．．．．．．．．．．

について説明していない。だが、循環の問題は

まさに、どのように理想化しているのかを構成主義者は循環せずには説明できないということ

である。「われわれは、認識上理想的な諸条件というものがあるかのように語り、ある言明が

そうした諸条件のもとで正当化されるであろう場合に、それを真と呼ぶ。「認識上理想的な諸

条件」は、もちろん「摩擦のない平面」のようなものである。認識上理想的な諸条件を実際に

達成できるわけでもないし、それに十分近づいたということを絶対的に確信できるわけですら

ない。だが摩擦のない平面もまた実際に達成されうるわけではない。それにもかかわらず、摩

擦のない平面について語ることには「現金価値」がある。なぜなら、極めて高い近似度でそれ

に近づくことができるからである。（Putnam 1981, 邦訳 pp. 87-88）」 
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てミスリードされて、真でないことを信じることが合理化されるだろうからである。

だが、ミスリーディングな証拠
．．．．．．．．．．．

とは一般に、「実際には真でないことを支持するよう

な証拠」に他ならない。真理概念に訴えることなしに「理想的状況」を記述できない

のであれば、理想状況に訴えるのは真理定義としては循環である20。 

 次のようにすれば、認識的規範によって真理を定義する際に理想状況に訴えずに済

む（Wright 192, pp. 44–48）。もしある命題が真であるとすれば、それを信じること

は「ある（原理的に到達可能な）情報状態において正当化されており、その情報状態

がどのように拡大されようと改善されようと、正当化されたままであり続ける」だろ

う（Wright 1992, p. 47）21。正当化されるとは我々の認識的規範によって合理化され

ることに他ならない。認識的規範は信念改訂手続きを指定するであるから、それゆえ、

真理とはそうした信念
．．

改訂プロセスを繰り返しても残り続けるもの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

として構成される

ものだ、ということになる。これ以降はこの考えを端的に構成主義と呼ぼう。 

  

 構成主義 

P が真であるのは、P を信じることがある段階において合理化され、認識的規

範にしたがってどのように信念改訂をしようとも P を信じることが合理化さ

れたままであるときであり、そのときに限る22。 

 
20 「条件文の誤謬(Conditional Fallacy）」と呼ばれる、「理想状況」に訴える真理定義の別

の問題としては、Plantinga 1982 と Wright 1992, pp. 45-46 を参照。 

21  クリスピン・ライト（Wright 1992）は、そのような命題は「超主張可能である

（superassertible）」と呼ぶ。超主張可能性および関連する概念については、Lynch 2009, pp. 

36–41 をさらに参照。 

22 信念改訂の段階が、S0, S1, S3, …と進むとすると、構成主義は真理集合として、集合列 S0, S1, S3, 

…の下極限lim inf
n → ∞

Sn = {x: ∃m ∀l ≥ m(x ∈ Sl)}をとる。当然問題になるのは、どの集合列に

よって真理を定義すべきかである。なお、集合列の下極限が（P あるいは~P のいずれかを必

ず含むという意味で）完全である保証はない。だが、この論点は本発表では重要ではないので

措く。なお、完全性のもとでは、「すべての P について、P は構成されるか構成されないかの

いずれかである」と「P が真でないならば、~P が真である（~TP→T~P）」ということを仮

定すると、構成主義それ自体から二値原理が保証される。（この議論については Wright 1992, 

pp. 41-42 を参照。 ）「P が構成される」というのを「CP」で表し、「P が真である」を「TP」

と表す。「P は構成されない（~CP）」を仮定すると、構成主義より「P が真であれば P は構

成される（TP→CP）」から、~TP。ここで、~TP→T~P だから、~TP。また、構成主義から、

T~P→C~P であるから、C~P。よって、仮定~CP を消去して、~CP→C~P。構成主義から CP→

TP だから、CP∨~CP を仮定すると、TP∨T~P が導かれる。  
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この構成主義は問題含みの「理想的状況」に訴えない23。 

 さらには、構成主義は真理に関してある種の客観性
．．．

を保証できるように思われる。

真理とは認識的規範によって信念改訂を繰り返した先に現れるものであるから、単に

我々がたまたま現在信じていることに真理が依存することはないと考えられるからだ

24。 

 現代で全面的な構成主義を採用する論者はほとんどいない（と思われる）。だが、

先に述べたように、道徳的命題などについては、対応説は魅力的ではなく、それゆえ、

少なくとも部分的に
．．．．

構成主義的な真理観を採用することは望ましいことに思われるか

もしれない。すなわち、対応説が上手くいかないように思われる種類の命題について

は、構成主義的な真理観を採用しようという考えは、一見したところそれなりに魅力

的である。「命題のジャンルごとに採用する真理論を変える」という考えは、真理多

元主義と呼ばれる25。多元主義によれば、物理的な命題、数学的命題、道徳的命題な

ど、様々な命題のジャンルに応じて、その真理は異なる性質に相当する。例えば、多

元主義の代表的な論者であるデイヴィッド・リンチは、物理的な命題については対応

説が正しく、道徳的命題については構成主義が正しいと考えている（Lynch 2009）。

本発表のこれ以降では、こうした真理多元主義に含まれる、部分的な
．．．．

構成主義
．．．．

のはら

む問題について論じることにする26。 

  

 
23 さらには、Plantinga 1982 の指摘する「条件文の誤謬」も回避している。また、整合説にお

ける相互説明性条件のトリヴィアル化の問題も免れている。我々の信念は論理的に閉じている

わけではないから、「相互説明性条件をなるべく満たすように信念を改訂するのが合理的だ」

ということが我々の認識的規範に含まれているとしても問題はない。この種の規範については

3.1 節を参照。 

24 だが、たまたま我々が信じていることに依存するのではないが、たまたま我々が受け入れて
．．．．．．．．．．．．

いる
．．

認識的規範に直接的に依存する、という問題を後に論じる。 

25 多元主義の代表的な論者としては、Wright 1992 と Lynch 2009 を参照。（なお、ライトと

リンチの多元主義の定式化はやや異なるが、本発表で論じる話題とは関わらないので脇に置い

ておく。）また、Scanlon 2013 や Parfit 2011 に真理多元主義が帰属されることもある。その

点については、Veluwenkamp 2017 を参照。 

26 論じられる問題は、全面的な構成主義にも当てはまることを注記しておく。 
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3. 構成主義的真理観の問題 

 

 本発表の残りでは、この構成主義的な真理観に含まれる問題について議論する。

（なお、議論に具体性を持たせるため、物理的な命題については対応説を、道徳的命

題については構成主義をとるような部分的な構成主義を取り上げることにする。） 

 まず、信念
．．

改訂手続きの出発点が異なる場合
．．．．．．．．．．．．．．．

、構成主義は 2 つ以上の異なる集合を

真なる命題の集合として指定しかねない。出発点の集合が異なる場合、信念改訂手続

きを繰り返して同じ真理集合が構成される保証は何らない。（それどころか、信念改

訂手続きの結果同じ出発点から分岐していく可能性すらある。）例えば、事実的な命

題については全く同じ命題を含んでいるが道徳的命題に関しては異なる命題を含んで

いる２つの集合 S と S*があるとしよう。S と S*に信念改訂を繰り返していったものが

おおよそであれ一致していくということはどのようにして保証されるのか。構成主義

者は認識的規範が
．．．．．．

こうした収束を保証するほど強力であることを保証しなければなら

ない27。 

 この問題については、2 つの応じ方があろう。第１の応答は、適切な出発点それ自
．．．．．．．．．

体が認識的規範によって定められる
．．．．．．．．．．．．．．．．

、というものである。例えば、出発点はそれ自体

が認識的規範によって正当化されているものでなければならない、と考えられるかも

しれない。第 1 の応答によれば、信念改訂の出発点は一意的かあるいは十分に狭い範

囲を定められる。第１の応答に関しては、いずれにせよ、真理を構成するのに十分な

ほど真理集合の値を狭められることは構成主義者が論証しなければならないことであ

ることを強調しておく。それゆえ、「出発点それ自体が認識論的に正当化されるのに

十分なほど強力な認識的規範は存在するのか」が問題になる。そのような認識的規範

が存在することを示さない限り、第 1 の応答は不十分である。 

 第 2 の応答は、真理を出発点に相対化するというものである。例えば、出発点は

我々が今たまたま信じていることだとしよう。その場合でも、構成主義の場合、その

 

27  認識的規範が収束を保証するということは、事実的な命題について
．．．．．．．．．．

意見が収束する傾向に

あるという観察（これが正しいかはおいておくとして）からは論証されないことに注意せよ。

認識的規範に関して真理主義的な説明（3.2 節参照）をとるのであれば、事実的な命題に関し

て我々の意見が収束していく、というのは少なくとも信じがたいことではない。なぜなら、ど

のようにすればより真なる命題を多く信じることができるのか、どのような過程が真なる信念

を生み出すのかということが発見され、それを体現する規範を我々が受け入れるということが

理解可能であり、その発見によって意見が収束していくのだ、という考えはもっともらしい。 
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信念は我々の認識的規範によって改訂を迫られ、そのように改訂されたときにも、合

理化されたままであるような信念だけが真であるとされる。それゆえ、出発点を我々

が今たまたま信じているものに相対化しても、真理が我々に直接的に依存しているわ

けではないことになろう。第２の応答に関して言えば、真理の相対化それ自体が問題

であるように思われるが、ここでは措いておこう。相対主義をとったところで、「出

発点から認識的規範によって構成されていく真理集合が一意的である、あるいは十分

に範囲を狭められるということはどのように保証されるのか」が問題になる。 

 いずれの場合においても枢要な問いは、それ
．．

によって真理
．．．．．．

が構成できるほど
．．．．．．．．

強力な
．．．

認識的規範は
．．．．．．

存在するのか
．．．．．．

、そもそも構成主義者はそのような認識的規範が存在する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ということが何を意味するのかを説明できるのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、という問いである。前者の問いも

非常に重要であるが、本発表ではより根本的な後者の問いに主に焦点を絞る28。 

 

3.1 認識的規範は構成主義者にとって理解可能か 

 認識的規範の一般形式は「ある主体の信念の集合が S であるとき、状況 C のもとで

は、その主体の信念の集合を S*に改訂することが合理的である」というものであった。

このような規範は構成主義者の立場から理解可能なものなのか。この問いを追求する

と、構成主義には深刻な問題があることがわかる。 

 演繹的推論を例にとってみよう。 

 

 

 演繹の規範 

主体の信念の集合が S であり、P が S から論理的に帰結する
．．．．．．．．

とき、主体の信念

を S∪{P}に改訂することは合理的である。 

 
28  指定される真理集合が（ほとんど）一意的に定まるかという問いは、近年認識論で論じら

れる一意性原理に関する問いと関連している。（完全な信念（full belief）についての）一意

性原理とは、「ある証拠の全体があるとして、P を信じるのが合理的なのか、~P を信じるの

が合理的なのか、それともいずれも信じないのが合理的なのかが決まっている」という原理で

ある。（一意性原理の支持者としては Feldman 2006, White 2006, 2013 を、一意性原理の反対

者としては Rosen 2003, Kelly 2013 を参照。）この原理のもとでは、指定される真理集合はお

およそ一意的に定まるように思われる。だが、一意性原理のもとでも「P と~P のいずれを信

じることも合理的でない」場合があることに注意すると、P と~P の両方が合理化されるとい

うことはないということは、P あるいは~P が真理として認識的合理性によって指定されると

は限らないことになる。 
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演繹的推論の規範それ自体はもっともらしい。だが、構成主義とっては問題を生じさ

せる。 

 論理的含意の概念は、典型的には真理概念をもちいて規定される。だが、構成主義

者は認識的規範に訴えて真理を構成する限り、論理的含意の概念をそのように規定す

ることはできない29。すなわち、「Q が P を論理的に含意するのは、Q が真であるよ

うな可能なすべての場合で P が真であるときであり、そのときに限る」という特徴づ

けにそうした構成主義者は訴えることができない30。もちろん、部分的な構成主義者

が事実的な命題について演繹の規範に訴えることに何ら問題はない。だが、道徳的命

題の真理が演繹の規範（を含む）規範から構成されると循環なしに述べることはでき

ない。 

 類似の問題は、情報や証拠の概念についても生じる。認識的規範の指定する改訂手

続きに新たな情報や証拠によって信念改訂することが含まれるとしよう。 

 

証拠の規範 

主体の信念の集合が S であるとき、P を支持する
．．．．

証拠を得たならば、主体の信

念の集合を S∪{P}に改訂することが合理的である 

  

だが、「P を支持する
．．．．

証拠」という概念は、P が真であるということが何を意味する

のかということと独立に理解可能ではない。先程述べたことように、部分的な構成主

義者からすればもちろん、事実的な情報が何を意味するのかは理解可能だろう。だが、

道徳的命題を支持する証拠が何に相当するのかを真理概念を用いずに述べることは困

難である。 

 さらには、証拠が命題的であるとしてみよう31。そのような証拠に道徳的命題も含

まれるとしてみよう。だが、その証拠は誤っているかもしれないし、その誤った証拠

に導かれる信念改訂は構成主義者の望むような真理集合に導かないだろう。それゆえ、

 

29 この議論は Kirkham 1992, pp. 107-108 が整合説に対して提示した、「整合説論者は論理的

帰結や論理的無矛盾性の概念を循環なしに定義できない」という反論に由来する。 

30 もちろん、これ自体は、論理的含意を真理概念に訴えることなく規定するというプログラム

に構成主義者をコミットさせるだけだが、構成主義者がそのような課題を解決しなければなら

ないということは強調してよい。 

31 証拠が命題的であるという議論については Williamson 2000, Ch. 9 を参照。 
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「少なくとも多くの場合は証拠の規範に現れる証拠それ自体が真でなければならない」

と要請しなければならないように思われるが、構成主義者が証拠としての道徳的命題

が真であることに訴えるのは循環である。 

 あるいは次のような信念改訂規則を考えてみよう。信念の集合 S を最もよく
．．．．

説明す

るような命題 P を加えた集合 S∪{P}に信念改訂するような規則が考えられるかもしれ

ない32。 

 

最善説明の規範 

主体の信念の集合が S であり、P は S を最もよく説明するとき、S∪{P}に信念

を改訂するのは合理的である33。 

 

だが、演繹の規範に構成主義者が訴えることができないのと同様、もし説明
．．

に演繹的

説明も含まれているのであれば、道徳的命題の間の説明関係に循環なしに構成主義者

は訴えることができない。 

 

3.2 認識的規範と真理主義 

 以上の諸々の問題は、次のような自然な考えに構成主義者が訴えられない
．．

ことに由

来する。「およそ認識的規範は、より多く真理を信じ、より少なく虚偽を信じ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る
．
とい

う観点から理解される」という考えは魅力的であり、多くの認識論者に受け入れられ

てきた34。この考えをどのように精密に定式化するかについては議論の余地があるだ

 
32 こうした信念改訂は、「最善の説明への推論」と呼ばれる。「最善の説明への推論」の古典

としては Harman 1965 を参照。 

33 なお、真理集合の一意性を最善説明の規範が確保できると考えるのは誤りである。なぜなら、

最善の説明は２つ以上あるかもしれないし、そもそも、（3.1 節で説明する真理主義を仮定し

ない限り）あらゆる説明の認識論的な評価の順序を定めるほどの強力な基準が我々の認識的規

範に内蔵されていると考えるのはもっともらしくない。 

34 「そもそも我々を認知的存在にするのは信念のための我々の能力であり、我々のとりわけ認

知的な努力の目標は真理である。（…）正当化の基本的な役割は真理のための手段であるとい

う役割であり、我々の主観的な出発点と我々の客観的な目標を媒介する、より直接的に得るこ

とのできる繋がりなのである（BonJour 1985, p .7）」 

「いかなる認識的正当化の概念であれ、それは真理を最大化し、虚偽を極小化するということ

を目指すという観点から望ましい、あるいは推奨される条件についての概念である（Alston 

1983, p. 59）」 

このように考えることは、認識合理性をある種の道具的合理性に還元することとは区別されな
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ろうが、おおよそは次の２つの形をとるだろう。 

 

真理による認識合理性の規定 

P を信じることが合理的であるのは、P を信じることによってより真なること

を多く信じることにな（り、偽なることを信じないことにな）るときであり、

そのときに限る。 

 

信頼性による認識合理性の規定 

P を信じることが合理的であるのは、一般的に真なる信念を生み出す（ととも

に、偽なる信念を生み出さない）過程によって P が形成されたときであり、

そのときに限る35。 

 

証拠の規範、演繹の推論や説明の規範などはすべて究極的にはこの種の考えから正当

化されうるという主張は一般に真理主義（veritism）と呼ばれる3637。 

 

ければならない（注 36 参照）。 

35 ある過程にとって、「真なる信念をより多く生み出す」という目的と「偽なる信念を生み出

さない」という目的は緊張関係にある。もし「偽なる信念を生み出さない」ということを重視

するのであれば、何も信念を生み出さないということがその目的を最大化することになるが、

それでは「真なる信念をより多く生み出す」という目的を果たせない。一般的に言って、この

2 つの目的にトレードオフがあるという点は、ウィリアム・ジェームズ（James1896）に由来

する。 

36 真理主義ないしそれに類似する立場の代表的な擁護者としては、Goldman 2002 と Pettigrew 

2016 を参照せよ。なお、真理主義は、認識的合理性を道具的合理性に還元しようとする試み

（この試みの批判としては Kelly 2003 を参照）とは区別されなければならない。真理主義によ

れば、認識的合理性は、真なることを信じることを目的としない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

主体にも妥当しうる一方で、

認識的合理性が道具的合理性に還元されるならば、そのような主体には認識的合理性は妥当し

えないからである。 

37 真理主義の魅力の１つは、ある意味では「認識的規範は発見されうる」ということを認める

ことができるところにある。真理や信頼性による認識的合理性の一般的な特徴付けが与えられ

ている一方で、どのようにすればより真なる命題を多く信じることができるのか、どのような

過程が真なる信念を生み出すのかということは世界の状態に依存するから、どの具体的な認識

的規範がその目的に寄与するのかは発見されうる。例えば、帰納的推論についてまったく知ら

ず、数多くの個別事例から何ら一般化することのない人々がいるとしよう。そのような人々が

帰納的推論について知ったときには、ある意味では帰納的推論の規範を発見したのだというこ

とができる 。そして、帰納的推論がそのように発見されるというのは、帰納的推論が「より
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 だが、構成主義者は真理主義を使えない。より正確に言えば、部分的な構成主義者

であっても、道徳のような、構成主義的真理観を採用する領域においては、構成主義

者は真理主義に訴えることができない。それゆえ、そういった領域においては、認識
．．

的規範がそもそも何に由来するのか
．．．．．．．．．．．．．．．．

を構成主義者は説明しなければならないように思

われる。 

 だが、そのような説明がどのようなものになるのかはまったく不明瞭である。もち

ろん、真理主義に訴えずとも説明可能であるような認識的規範が存在する余地はある

だろう。ある種の認識的規範は、我々の言語や概念に関する言語的規則や概念的規則

に由来するということによって説明可能かもしれない38。例えば、我々の論理的語

彙・論理的概念を支配する規則によって演繹の規則が説明できるとしよう。このとき、

構成主義者は真理主義に訴えることなしに認識的規範を説明できる、ということにな

るかもしれない。 

 「未婚男性は結婚していない」を信じることを合理化する認識的規範ならば、言語

的規則や概念的規則によって説明できるかもしれない。しかし、構成主義者にとって、

これは十分ではない。なぜなら、構成主義者は真理として構成されるべきすべてのこ
．．．．．．．．．．．．．．．．．

と
．
を合理化するのに十分であるような諸々の認識的規範
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を言語的規則や概念的規則に

よって説明できるということを示さなければならないからである。だが、例えば、構

成されるべき道徳的真理を考えてみれば、それは不可能であるように思われる。言語

的規則や概念的規則は我々の言語使用の実践や概念使用の実践に付随する。それゆえ、

構成主義者は構成されるべき真理を決定できるようなそうした実践が存在することを

示さなければならない。そうでない限り、証拠の規範や最善説明の規範は何らかの説

明不能な仕方で存在しているということを認めなければならない39。だが、原初的で

説明不能な仕方で存在する認識的規範というものはせいぜい恣意的であろう。少なく

とも、仮に我々が道徳的命題に関して共通して受け入れている認識的規範があるとし

ても、なぜその規範を受け入れるべきなのかを説明できないかぎり、我々がたまたま

 

多く真理を信じ、より少なく虚偽を信じる」という目的に寄与することを発見するということ

である。あるいは、確率論はある時点において発見されたわけだが、確率論の公理に信念の度

合いを従わせることが合理的だという規範（真理主義の立場からのこの規範の擁護としては

Pettigrew 2016 を参照）はそれゆえ、どこかの時点で見いだされたということになる。 

38 こうした考えの近年の擁護としては Thomasson 2015, Ch. 7 を参照。注記しておくが、トマ

ソンは構成主義的な真理観を採用しているわけではない。 

39 そして、そうした認識的規範が構成されるべき真理を構成するほどに強力であることを構成

主義者は示さなければならない。 
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受け入れている規範が原初的に存在する規範と一致する保証はないし、我々がその規

範を受け入れていることは恣意的にみえる。 

 構成主義者が真理にある種の客観性を保証したいのであれば、この恣意性は問題で

ある。構成主義の魅力の１つは、真理とは認識的規範によって構成されることによっ

て、「たんに我々がたまたま現在信じていることに真理が依存することはない」とい

う意味での客観性を保証できるという点であった。だが、認識的規範の受け入れが恣

意的なのであれば、こうした客観性を構成主義が保証できるというのは疑わしくなる。 

 

3.3. 移行原理は構成主義者を救うか 

 部分的な構成主義者を救うかと思われる、ある意味では自然な考えは次のようなも

のだろう。部分的な構成主義は、物理的な命題に関する規範については真理主義を採

用できる。なぜなら、もし物理的命題の真理を対応説によって説明するのであれば、

「より多く真理を信じ、より少なく虚偽を信じる」という観点から事実的な命題につ

いての認識的規範は理解されるのだ、と部分的な構成主義者は述べることができるか

らだ。そして、そのように理解された認識的規範は、構成主義を採用する
．．．．．．．．．

領域につい
．．．．．

ても妥当する
．．．．．．

、と述べられるかもしれない。 

 

移行原理 

物理的命題について妥当する認識的規範は、その他の領域の命題についても

妥当する。 

 

 だが、なぜ移行原理が成り立つのかということを説明しない限り、構成主義者が移

行原理を端的に主張することはアドホックである。さらには、そもそも移行原理は誤

りであるように思われる。 

 第１に、数学的命題を考えてみよう。数学的命題を信じることを正当化するのは証

明であって、帰納法ではない40。例えば、「4 以上の偶数は２つの素数の和で表せる」

というゴールドバッハ予想を考えよう。多くの
．．．

４以上の偶数が２つの素数の和で表せ

ることを確認したところで、ゴールドバッハ予想を信じる十分な正当化にはならない。

数学的命題を信じるのを正当化するのは演繹的証明であって帰納法ではない。 

 第 2 に、（宗教的命題の真理が対応説で扱えないとして）宗教的命題を考えてみよ

う。物理的な命題については「主体に P とみえているのなら、P と信じることは合理

 
40 言うまでもないが、ここでの帰納法は数学的帰納法のことではない。 
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的である」という認識的規範を我々は受け入れているように思われるし、実際に真理

主義によってなぜその規範を受け入れるべきなのかを説明できよう。だが、この規範

を宗教的命題について移行すると、「P であるようにみえるなら、P と信じることは

合理的である」という規範、例えば、「精霊が存在するようにみえるなら、精霊が存

在すると信じることは合理的である」という規範が妥当だということになってしまう

だろう41。構成主義者はいずれにせよ、事実的な命題について当てはまる一般的な規

範が、どのような場合に他の領域に移行できるのかを恣意的でないかたちで説明しな

ければならない。 

 

４．結論 

 

 構成主義者によれば、真理は認識的規範から構成される。ある命題が真であるとい

うのは、信念改訂を繰り返してもそれが合理化されたままで残り続けることである。

構成主義者は次のことをなさなければならない。第 1 に、もし構成主義者が相対主義

を避けようとするのなら、信念改訂の出発点が異なる場合でも認識的規範によって指

定される信念改訂を繰り返すと信念の集合はおおよそ一致していくことを示すか、

我々の認識的規範が何らかの出発点それ自体をおおよそ一意的に合理化することを示

さねばならない。（ただし、後者が示されたとしても、その後の信念改訂が異なる結

果をもたらさないことがさらに示さねばならない。）第 2 に、（これは相対主義を受

け入れる構成主義者ですらなさねばならないことであるが、）そのような認識的規範

がたとえ存在するとして、それが何を意味するのかを説明せねばならない。だが、

「より多く真理を信じ、より少なく虚偽を信じる」という観点から認識的規範は理解

されるという真理主義的な説明は、構成主義者には開かれていない。それゆえ、構成

主義者は「言語的規則や概念的規則によって、求められる認識的規範はすべて説明で

きる」という信じがたい主張をするか、あるいはそのような規範は原初的で説明不能

な仕方で存在すると主張せねばならない。だが、説明不能な認識的規範の措定は恣意

的に思われる。構成主義者が構成される真理にある種の客観性を保証したいのであれ

ば、この恣意性は問題となる。さらには、部分的な構成主義者が移行原理を採用する

 

41 ここで問題となっている合理性は認識的合理性
．．．．．．

であって、実践合理性でないことに注意。移

行原理の否定は精霊の存在を信じることが実践的に合理的であることを否定するものではない。

（もしかすると、それを信じることが実践的に合理的であることはパスカル風の議論によって

示せるかもしれない。） 
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ことはアドホックであるか誤りである。すべての問題の根源は、認識的規範というも

のを構成主義者は真理概念をもちいて説明できない点にある。 
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