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概要

Dummett’s conception of deductive inference as indirect verification underlies his
philosophy of logic. It is intended to serve as the core idea to make clear the complex
relationships among the key notions such as legitimacy and utility of inference, applica-
bility of deduction to empirical statements, the realist and semantic concept of truth, and
so forth. In this paper, we focus on his constructivist idea of justification of inference
and point out that it does not play the intended role in the entire picture. In particular,
it faces a difficulty in explaining the modal notion of verifiability. Then an alternative
model of justification is proposed. It is called bilateralist since it explains legitimacy of
inference in terms of (in)coherence between verification and falsification, from which
modality involved in justification process is derived.

1 はじめに

マイケル・ダメットは，論文「演繹の正当化」などのいくつかの論考において，演繹的

推論はその結論の間̀接̀的̀な検証手段として機能するという見解を提示し，論じている。推

論によってわれわれは，自分たちの手の届く範囲を越えたところの事柄まで，それを直接

的に確かめることなしに，知ることができる。だが，そうした有用な知識の獲得手段がど

のようにして成立しているのかということは，じつのところ自明とは言うにはほど遠い。

そこで彼の議論の課題は，「ある言明の真理を認識するための間̀接̀的̀な手段をもつという

のは，いかにして可能になるのか」(JD 298)を説明すること，ひとことで言えば “間接検

証の可能性”を説明することである*1。

∗ takuro.onishi@gmail.com日本学術振興会特別研究員 PD (首都大学東京)
*1 本論で主に参照するのは「演繹の正当化 (Dummett, 1975)」(JD と略記，頁数は Dummett (1978) 版のも
の) と「真理概念の起源と役割 (Dummett, 1991b, Ch.7)」(ORT と略記) である。同様の論点は Dummett
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この説明課題は，演繹的推論はいかにして正̀当̀化̀されうるかという問題でもある。ダ

メットはこの問いに対して，(構成主義)数学における “証明の変換”を範型とした正当化

のモデルを提示する。そしてそれをベースに，推論の正当性と有用性，経験的言明への応

用，意味論的・実在論的な真理の概念など，多くの事柄のあいだの概念的な関係を明らか

にし，それを通じて，演繹的推論という言語実践の全体がどのように成立しているのかを

描き出そうとする。

本論では，まず 2節で彼の議論の概略を紹介し，3節でその問題点を指摘したあと，そ

れを踏まえて，間接検証の可能性をよりよく説明することのできる，オルタナティブな

枠組みを提示する (4節)。ダメットに対する批判のポイントは，彼の正当化のモデルにあ

る。とくにそれは，ストーリー全体のカギとなる “検証可能性”という様相的な概念の扱

いに困難を抱えているのである。それに対し本論では，「双側面説 (bilateralism)」と呼ば

れる正当化のモデルを提示する。双側面説は，正当化のプロセスに含まれる様相的な要素

を，検証と反証のあいだの (不) 整合性の観点から説明することを可能にする。本論の目

的は，ダメットが思い描いていたであろうストーリーを，双側面説に依拠して，より明確

に提示することである。

その双側面説とは一般に，文の意味や推論の正当性を，主張 (assertion)や受容 (accep-

tance)，検証 (verification)といったポジティブな側面だけからではなく，否認 (denial)や

拒絶 (rejection)，反証 (falsification, disproof)といったネガティブな側面を加えた，二つの

側面から捉えようという考え方である。本論はとくにそのなかでも，Restall (2005)によ

るシークエントの双側面的解釈を下敷きにしている*2。双側面説は概して，古典論理を反

実在論的な仕方で (真偽の二値性を前提せずに) 正当化することを目的として提案されて

きた。ただし本論は，古典か直観主義かという問題からはひとまず離れて，双側面説が，

間接検証としての演繹的推論の説明という，より一般的な課題に役に立つ考え方であるこ

とを示す試みである。

ダメットの議論の背景についても少し触れておく。本論で扱う議論はもちろん，検証主

義的な意味の理論・反実在論・直観主義論理の擁護など，ダメット哲学の主要なテーマと

もつながっているが，直接的には，「推論のパラドクス」と呼ばれる問題を背景としてい

(1976, 1991a, 1993)などにも現れる。それぞれの文脈に依存して強調点は少し異なるものの，本論のかか
わる範囲では，議論の趣旨は同じだと考えられる。

*2 「双側面説」という言葉の初出は Rumfitt (2000)だと思われる。彼の論文や Price (1983), Smiley (1996)
などでは，主張と否認を表す符号付き論理式 (+A,−A)を用いた自然演繹が提案されている。また少し
違った流れとしては，Tennant (1999); Tranchini (2012); Wansing (2010, 2013)などがある。そこでは，双
対直観主義論理 (Dual-intuitionistic logic)や双直観主義論理 (Bi-intuitionistic logic)の考え方をベースに，
証明と反証という二̀種̀類̀の̀導̀出̀をどのように組み合わせるかが検討されている。
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る*3。伝統的な説明によれば，演繹的推論が正しいのは，その結論が前提のなかにすでに

“含まれている”からである。だがこのように考えると，演繹的推論が新しい知識をもたら

すという明白な事実を説明できない。つまり，演繹的推論の正当性 (legitimacy, validity)

と有用性 (usefulness, utility)という 2つの重要な特徴は，じつは両立不可能なのではない

かという問題である。この問題に対しダメットは，フレーゲやウィトゲンシュタインを参

照しつつ，推論の非自明的・創造的な側面を強調するアプローチをとる。このアプローチ

のもとでは，正当性の概念は，伝統的な “含まれている”という考え方 (これはモデル論的

な妥当性の概念にも受け継がれている)とは別の仕方で説明される必要がある。本論が扱

うのは，その部分にかんする議論である。

また，ここでのダメットの議論は，『形而上学の論理的基礎 (1991)』で本格的に展開さ

れる論理法則の証明論的正当化の枠組み，あるいは現在では証明論的意味論と呼ばれる理

論とも密接に関連している。そこでは，論理結合子にかんする，よりプリミティブな推論

規則の正当化が，より形式的な仕方で検討される。本論が，間接検証の可能性にかんす

る，より非形式的な議論を取り上げるのは，演繹的推論の応用可能性という問題に注目し

たいからである。以下でダメットとともに検討する例は，前提と結論として経験的言明を

もつような推論である。つまりこの場合，間接検証の問題は，なぜわれわれは演繹的推論

という知的な操作を通じて，この現実世界についての知識を得ることができるのか，とい

う応用可能性の問題とも言えるのである。そして，上で述べたダメットの議論の困難は，

まさにこうした経験的言明への応用の場面で生じる。本論の論点は，双側面説にもとづく

正当化のモデルならその困難を解消できる，ということである。

2 間接推論の正当化

この節では，間接検証としての演繹的推論 (以下では短く「間接推論」と呼ぶことにな

る) の正当化にかんするダメットの議論を紹介する。2.1 節でまず，直接／間接検証とい

う区別の定式化を確認し，2.2節では，その区別の観点から，間接検証としての推論はど

のようにして正当化されるのかを見る。ただし，その正当化が保証するのは，結論のある

種の検証可能性だけである。2.3節では，そうした検証可能性でもって推論の結論を受け

入れることに伴う，実在論的な真理概念へのコミットメントについて説明する。

*3 ダメットがこの問題の出処として参照しているのは J.S. ミルである (彼は参照箇所を明記していないが
『論理学体系』(Mill, 1872, Book II, Ch.3)であろう)。「推論のパラドクス」という言葉は私の見るかぎり
ダメットは使っていないが，古いところでは Keynes (1894); Johnson (1922); Cohen & Nagel (1934)など
に見られる。また，この問題にかんする最近の文献としては，Tranchini (2010);金子 (2012)などが挙げら
れる。
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2.1 直接／間接検証

ダメットお気に入りの「ケーニヒスベルクの橋」の例に即して議論を進める。18 世紀

の数学者オイラーは，「ケーニヒスベルクの街にかかる 7つの橋のすべてを，連続した経

路で，ちょうど 1回ずつ渡って回ることはできるか」という問題を考え，それに否定的な

解決を与えた。つまり，すべての橋を “一筆書き”することはできない (オイラーは橋の配

置を図のようなグラフで考えた。それぞれのノードが川で隔てられた陸地，エッジが川に

かかる橋である)。

このオイラーの論証を知っていれば，「X氏がすべての橋を渡った」ということ (および

X氏が船など使わず連続した経路で歩いたということ)さえ確かめれば，それを前提とし

て「X氏はどこかの橋を少なくとも 2回渡った」と推論することができる。重要なのは，

このとき，X氏がどこかの橋を 2回渡ったところを直̀接̀目̀で̀見̀て̀確認する必要はない，と

いうことである。演繹的推論を用いて，われわれは，ある文が真であることを間̀接̀的̀に̀確

立することができる。そしてその推論，すなわち前提から結論への移行は，ここではオイ

ラーの論証によって正̀当̀化̀されている。ダメットとともに本論が取り組むのは，このよう

な間接的な検証としての推論，そしてその正当化はいかにして可能になるのかという問題

である。

演繹的推論が「真理を認識するための間̀接̀的̀な手段」であるといわれるとき，その「直

接／間接」という区別は，文の意味の観点からなされる。冒頭で紹介した推論の結論であ

る「X氏がある橋を 2回渡った」という文を検証するもっとも標準的な手続きは，X氏が

どこかの橋を 2回渡った場面をじっさいに観察することであろう。一方，オイラーの論証

を用いてこの文を演繹するという方法は標準的ではない。というのは，前者がこの文の検

証であることを知らないような人は，そもそもこの文を理解しているとは言いがたいのに

対し，この文を理解していても後者の方法を知らないということは十分にありうるからで

ある (当の論証が与えられる以前の人々はみなそうだったはずである)。言い換えると，前

者の手続きはその文の意味の一部であるのに対し，後者はそうではない。ダメットは前者

を「直接的」，後者を「間接的」な検証と呼ぶ (JD 298)。
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直接／間接検証の区別は，観察と推論の区別ではない。たとえば「Aかつ B」という連

言の直接検証は，その最後のステップが，Aと Bから「Aかつ B」を得るという，自然

演繹の導入則にあたる推論になっているだろう。なぜなら，この推論によって導かれると

いうことが，まさに連言の意味の一部のはずだからである。また，「X氏がある橋を 2回

渡った」の直接検証には，橋の通過の回数を数えるという要素も必要である。直接的であ

ろうと間接的であろうと，一般に検証というのは，物理的な観察や測定だけでなく，推論

や数え上げのような知的な操作も含みうる，複合的なプロセスである。そのプロセスがど

ういった種類のステップを含むかということと，直接／間接検証の区別は独立である。そ

の区別はあくまで，それが文の意味の一部を構成する検証方法であるかどうかによる*4。

さて，ケーニヒスベルクの橋の例で想定されている一連のプロセス，すなわち「X氏は

すべての橋を渡った」を直接的に検証したあと，それを前提として，オイラーの論証を通

じて「どこかの橋を 2回渡った」という結論へ至るプロセスが，この結論の間̀接̀検証と見

なされるのは，本質的には，このプロセスが「X氏はすべての橋を渡った」という，結論

の直接検証プロセスには現れないはずの文を経由しているからである。このような移行を

本論では「間接推論」と呼ぶことにしよう。すなわち，間接推論とは，その前提 (のうち

の少なくともひとつ)が，結論の直接検証プロセスには現れない文であるような推論であ

る。定義上，ある文に対する検証プロセスが，その最後のステップで間接推論を用いてい

る場合には，そのプロセスは当の文の直接検証ではありえず，間接検証と見なされる。*5。

間接推論は正当化を必要とする。これはたんに，前提と結論のあいだにいわゆる議論

の飛躍があるからではない。たとえば，pと qから (p∨ r)∧ qへの推論的な移行は，少

しだけ飛躍があるものの自明である。というのは，p と q があれば，あとは結論の意味

が指定するところの直接検証のプロセスを，「p から p ∨ rが言えるので，q と合わせて

(p ∨ r) ∧ q」という具合に，一歩ずつたどればよいだけだからである。しかし間接推論

は，結論の直接検証プロセスに現れない文を経由するのだから，その前提から結論への移

行の仕方は，結論の意味だけからは明らかにならない。

*4 より形式的には，ある (論理的に複雑な)文の直接検証は，そこに含まれる原子文の真偽判定から出発し，
文の構造に沿って，より複雑な部分文の真偽を段階的に決定していき，最終的に元の文全体の真偽に至る
プロセスである。

*5 ただし，最後のステップ以外で間接推論が用いられている場合には，そのプロセス全体が自動的に間接検
証と見なされるとはかぎらない。言い換えると，直接検証と見なされるプロセスでも，その最後のステッ
プ以外の場所では間接推論を用いる場合がある。たとえば，含意A → Bの直接検証は，仮定Aから B

を導く論証を構成したうえで，含意の導入則によってA → Bを導くことによってなされるが，そのプロ
セスの一部をなすAから Bを導く仮定付きの論証には，何らかの間接推論がどうしても必要とされる場
合がある。とはいえ，この論点は以降の本論の議論には影響しない。
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したがって，問題の推論を正当化するオイラーの論証には，飛躍を埋めるということ以

上の，非自明な要素が含まれているということになる*6。では一般に，間接推論を正当化

するとはどういうことか。ひとつ明らかなのは，間接推論に対する正当化は，その推論

と，結論の直接検証とのあいだに何らかの明確な関係を付けるものでなければならない，

ということである。なぜなら，われわれは文の意味を，その直接検証とは何かということ

とともに理解するのであり，それゆえに，直接検証こそが，当の文の検証とは何であるか

の規準となるはずだからである。間接検証は何らかの仕方で，「われわれが当の文にはじ

めに与えた意味に対して忠実」なものでなければならない (JD 299)。では，その関係とは

どのようなものか。

2.2 パターン変換と検証可能性

ケーニヒスベルクの橋の推論において，前提と結論をつなげるオイラーの論証は，いか

なる意味でその推論を正当化しているのか。ダメットによれば，そこで起こっているの

は，ある種のパターン変換である。

オイラーの証明が説得力をもつのは，一方の [前提の] パターンを示す任意の経路

表現を，他方の [結論の]パターンを示す表現へと変換できる実効的な手段が，そこ

で示されているからである。(JD 308)

ここでの「パターン」とは，直接検証プロセスの構造だと考えればよい。(前提にあたる)

「X氏がすべての橋を渡った」ということは，たとえば，グラフ中のすべてのエッジに ✓
を付けることで表現できるが，そのグラフがもつ “すべてのエッジに ✓が付いている”と

いうパターンは，X氏がすべての橋を渡ったことをチェックしたこと，すなわちその直接

検証のプロセスを遂行したというしるしである。そして，オイラーの論証は，与えられた

このようなパターンから結論のパターンを，すなわち，“1本のエッジに 2つ以上 ✓が付
いている”というパターンを生み出す実効的手段 (アルゴリズム)を提示している*7。

では，この変換アルゴリズムは何を意味するのか。変換によってできた，2つの✓が付
いているエッジを見て，われわれは「もしその橋でずっと見張っていたとしたら，X氏が

*6 推論のパラドクスにおける有用性の問題 (推論はいかにして新しい知識をもたらすか)は，このような意味
での間接推論の非自明性をベースに解決できるだろうというのがダメットの目論見である。これは彼が，
フレーゲから受け継いだ論点である (Dummett, 1991a, Ch.4)。

*7 たとえば，あるノード a (に対応する地点)が出発点でもあり終着点でもあるとしよう。このとき，aか
ら橋を渡って出て行く回数と aへ入ってくる回数は同じである。しかし，aに結びつけられたエッジの
数は (aがどのノードであれ)奇数である。よって，それらのエッジをすべて通過するなら，どこかのエッ
ジに 2つ以上✓が付くことになる。出発点と終着点が異なる場合にも同様の議論が可能である。
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2回その橋を通過したところが見られたはずだ」と考えるだろう。つまり，パターン変換

は，ある種の直接検証の可̀能̀性̀をわれわれに納得させる。

もう少し詳しく見ておこう。かりに，X氏の散歩の全行程 (どの橋をどのような順番で

渡ったか)が記録されていたとする。そしてその観察記録は，X氏がすべての橋を渡った

こと (前提)を示しているとしよう。そのとき，オイラーの論証は，記録の全体のうちどこ

に注目すれば，結論を確立する記録項目が見つけられるかを教えてくれる (ここを出発し

てここが終着点なら，ここかあそこの橋で 2回渡っているはずだという具合に)。つまり，

その論証により，「もしかりに十分に詳細な観察がひとそろい与えられたならば」そのと

きには結論の直接検証が得られたはずということをわれわれは確信する (JD 314)。

ただし，われわれが推論に頼るのはじっさいには，そのような「十分に詳細な観察」が，

現実に行われていないときのはずである。前提を検証するに足る観察だけを行えば，そ

れ以上の観察なしに，結論が真だと確信できるからこそ，推論は有用なのである*8。した

がって，変換による正当化によってわれわれが確信しているのは，ある仮̀想̀的̀な̀条̀件̀下̀で

の直接検証可能性だということになる。また，パターン変換にそれ以上を期待することは

できない。ケーニヒスベルクの橋の推論における前提と結論は経験的言明であり，それら

の直接検証プロセスは，観察を必要不可欠な仕方で含んでいる。対して，先の引用でのダ

メットの言葉遣いからわかるように，正当化論証は，「表現」「パターン」に対する構文論

的な変換だと想定されている。当たり前の話だが，そのような操作によって現実の観察を

構成することはできない。したがって，「十分に詳細な観察」が現実には行われていない

場合，正当化によって直接検証それ自体は提示されず，その可能性が示されるにとどまる

ことになる。

われわれは，文の意味を，その直接検証とは何かということともに学ぶ。直接検証が現

実に与えられたなら，当然のことだが，その文を用いた主張は正しい。それが，その文を

理解したときに把握する正しさの規準である。しかし上の議論が示しているのは，経験的

言明を含む間接推論にかんしては，一般に，直接検証の存在という元々の規準は満たされ

ないということである。他方で現実には，オイラーの論証のような種類の正当化論証が与

えられれば，それで十分だとしてわれわれはその推論を受け入れるだろう。このことをど

う捉えればよいだろうか。

*8 前提を検証するためには，1つの橋につき 1回の通過を確認すれば十分であり，確認されたならその橋で
の観察はやめてよい。X氏が連続的な経路で歩いたという付加的な前提は，どの橋を渡ったかとは関係な
くチェックできる。少し人工的な設定だが，このように，前提が検証されたときでも，彼がある橋を 2回
渡ったところを誰もじっさいに観察せず，何の記録も残されていないということはありうる。そしてこの
ようなときでも，論証を通じて X氏がある橋を 2回渡ったことを確信できる，というのが間接推論の有
用性である。
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これは結局のところ，われわれが正しさの規準を緩和しているのだ，とダメットは言う。

…そのような証明を受け入れ，適用するという実践に携わるようになるさいに，わ

れわれは，何がそのような言明の主張を正当化するのかについてのわれわれの観念

を拡̀大̀している。そして，その証明はじっさい，ある新しい規準を採用するようわ

れわれを誘導 (induce)するのである。(Dummett, 1993, 455)

正当化論証は，結論の直接検証可能性までは保証する。そのため，このような規準の拡

大はまったく恣意的なものというわけではない。そしてそのかぎりにおいて，その論証

は新しい規準の採用を促す。だがそこまでである。「誘導」という言葉に示されているよ

うに，そうやって規準を拡大し̀な̀け̀れ̀ば̀な̀ら̀な̀い̀という，高次の正当化はもはや存在しな

い，とダメットは言う。正当化論証によってある条件下で直接検証が可能であるというこ

とを確信すると，なぜかわれわれは，それに合わせて規準を拡大したくなってしまうし，

現にそうしていると言うしかないのである。

ここで正当化の鎖は途切れている。われわれはただそれを受け入れている。受け入

れなくなったとしたら，われわれの言語のみならず，われわれの世界観までもが根

本から変わってしまうはずである。そのときわれわれは，自分たちを取り囲む実在

に対する理解が格段に貧しくなってしまったことに気づくはずである。(ORT 179)

演繹的推論による間接検証という実践は，われわれの認識活動，ひいてはわれわれの世

界観のかなり根本的な部分を構成している。だがそれは，かなり複雑な事情のもとで成立

している。正当化論証は，前提から結論へのパターン変換の方法を提示し，仮想的な条件

下での直接検証可能性を保証するという仕方で，その推論と直接検証の概念とを関係づけ

る。ただし，それによってその結論を受け入れることは，やはり，直接検証の存在という

元々の規準から逸脱することではある。正当化論証によって，我々はなぜかそのように正

当性の規準を拡大するよう誘導されるのであり，そのことにさらなる正当化は存在しない

のである。

2.3 真理と実在論

次の問題は，このような演繹推論という実践に伴うコミットメントの内実を明らかにす

ることである。ダメットはこう述べる。

わたしがここで主張しているのは，演繹的推論が正当化可能である…ためには，真

理とその認識のあいだに何̀ら̀か̀の̀ギャップが要求される，ということである。すな

わち，われわれは，ある言明の真理をまだ直接的に認識していないときでも，それ
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を認識可能にするような諸事情が成り立っているときには，それでもってその言明

に真理を認め，そのことによって，どれだけ小さな距離であろうと，実在論へ向か

う道のりに沿って旅する必要がある。(JD 314)

必要なのは，ひとことで言えば，「実在論的な真理概念」である。まず，「真理」について

確認しておこう。とりあえずの理解としては，ある文が真であるとは，その文を用いた主

張 (あるいはその言明の受容) が正しい (correct) ということである (ORT 165-6)。真理と

は，その文の主張を正しいものとするような性質である。文に対して直接検証が与えられ

れば，その文を用いた主張はもちろん正しく，それゆえその文は真である。ただこのとき

には，わざわざ真理という概念を持ち出してくる必要はない。それに対して，われわれは

間接推論の結論を，“直接検証は与えられていないが正しい” ものとして受け入れる。つ

まり，われわれはここで，直接検証とのあいだにギャップのある，それを越えた真理の概

念にコミットしていることになる。

次に，この真理概念は実在論的なものであるとされる。つまり，直接検証こそされてい

ないが，それでもその文の主張が正しいのは，世界の側での状況が，その文が述べている

とおりになっているからである。十分詳細に観察すれば結論の直接検証が得られたはずだ

と確信することは，そのような観察に応え，検証をもたらしてくれるような状況が，世界

の側に実在してくれていると考えることにほかならないだろう。その文は，そのような実

在的な状況のおかげで真になっているのである。

またじっさい，ある理想的な認識条件のもとでの検証可能性でもって，われわれの現実

の認識を越えた，実在論的な真理概念を説明しようとするのは，間接推論の可能性という

現在の文脈を離れても，数学をはじめとする，さまざまな領域における実在論に特徴的な

傾向である (ORT 181)。ただし，そうしたいわゆる実在論で想定されるのは，人間の能力

をはるかに越えた理想的な能力をもち，理想的な条件に置かれた認識主体であるのに対

し，間接推論の結論にかんして想定されるのは，せいぜい “散歩の全行程の観察記録”程

度の，現実の認識状態からの穏健な拡張でしかない。その点で，間接推論を受容するため

に必要な実在論は，きわめて弱いもので十分だとも示唆されている (JD 314)。

さて，ここでのダメットの論点のひとつは，演繹的推論こそ，われわれの (直接検証の

存在とは区別される)真理概念の，ひとつの重要な起源なのだということである。すなわ

ち，一般に，問題の文にかんする真理概念をすでにもち，主張の正しさについて，直接検

証の存在よりも少し緩い規準を採用しているから，われわれは間接推論を受け入れるので

はない。むしろ，われわれは，オイラーのそれのような正当化論証によって，そのような

拡大された規準を採用するよう促されるのである。真理概念は，推論実践に先立つもので
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はない。それは，演繹的推論とその正当化という実践のなかで形成される。

このようなダメットの見解をもう少し敷衍するなら，いわゆる意味論的 (ないしモデル

論的)な正̀当̀化̀というのは，少し転倒した考え方だということになる。意味論では，それ

ぞれの文の真理条件，すなわちそれを真とする状況 (ないしその数学的代理物としてのモ

デル，可能世界)が定められ，推論の妥当性は任意の状況における真理保存として定義さ

れる。いったんこうした真理の概念が十分に定義されれば，それを参照して個々の推論を

正当化することはできるだろう。しかし根本的には，こうした真理の概念は，上に述べた

とおり，推論実践を通じて形成されるものなのである。だとすると，意味論とは，推論を

正当化するための理論というよりも，推論を通じてコミットされるようになった真理概念

を，体系的に説明するという (それ自体は重要な)役割を担う理論であると言えるだろう。

3 「十分に詳細な観察」とは何か

以上のダメットの議論は，「間接検証はいかにして可能になるか」という問題意識を軸

に，有用性と正当性といった認識的な意義，構文論的ないし広く証明論的と呼びうるよう

な操作の役割，経験的言明への応用，そして実在論的，意味論的な真理の概念など，演繹

的推論にかかわるさまざまな事柄，諸概念を，ひとつの大きな見取り図のなかに位置づけ

ていくという性格をもっている。以下では，この見取り図の全体的な構造は受け入れたう

えで，その中核をなす変換による正当化の考え方，とくにそのなかで独特の役割を果たし

ている「十分に詳細な観察」という観念について，批判的に検討する。

変換による正当化という考え方は，数学における検証プロセス，すなわち証明に対する

変換の操作を範型としている。それは，結論の直接検証そのもの (ふつう「カノニカルな

証明」と呼ばれる)をもたらすことが期待される操作である。証明は，われわれの随意に

行なえるわけではない観察という要素を含んでおらず，むしろわれわれ自身による構成物

と考えられるからである。前提のそれから結論のカノニカルな証明への変換方法がわかれ

ば，原理的にはそれにしたがってじっさいにそれを構成することができる*9。

*9 ダメットの議論においては，“直接検証の存在”と “仮想的な条件下での検証可能性”のあいだに，じつは
もう一つ区別がある。それがここで出てきた “原理的な検証可能性”であり，主に純粋数学の言明にかか
わる。現実の数学における証明は，さまざまな間接推論をいくえにも積み重ねて得られている。そのよう
な証明を直接検証 (カノニカルな証明)へと変換するには，われわれの現実的なリソースは十分ではない
かもしれない。つまり，そのような結論は原̀理̀的̀に̀は̀直接検証可能かもしれないが，現実的にはそうでは
ない。
もちろん現実の数学者はふつう，そうした変換が完遂されることを待つことなく，証明の結論を真理と

して受け入れる。ここでもやはり，直接検証を越えた真理が現れる。これはひとことで言えば，“(構成主
義)数学に属する言明の真理概念”の問題である (たとえば Prawitz (1987)と Dummett (1987), Sundholm
(1994)と Dummett (1994)などのやりとりを参照)。
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ダメットは，経験的言明にかかわる間接推論およびその正当化は，この，数学における

証明にかんする範型的な考え方を一般化することで説明できる，と考えているように見え

る。両領域における正当化がまったく同じ種類のものでないのは，経験的言明にかかわる

推論の場合には，正当化は直接検証そのものを構成できず，仮想的条件下での可能性しか

確立できない場合があるからである。しかしここでまず指摘したいのは，これらの異なる

二種類の正当化のあいだの関係を，一方から他方への一般化と考えてはいけないのではな

いか，ということである。

ケーニヒスベルクの橋の例における推論を，X 氏の現実の散歩にかんするものではな

く，たとえば「これこれのグラフ上ですべてのエッジを含む連続した経路は，同じエッジ

を 2回以上含むことになる」のような，グラフという数学的対象についての数学的な言明

からなると見なしてみよう。この推論を正当化するパターン変換は，経験的言明からなる

推論と見た場合と同じもののはずである。そしてそのときには，変換によってもたらされ

る「同じエッジに 2つ✓が付いている」というパターン (あるいは場合に応じてどこにそ

のパターンが生じるかという対応関係)はまさに，数学的言明と見なされた結論のカノニ

カルな証明そ̀の̀も̀の̀を構成する，と言ってよいだろう。

ということは，オイラーの論証はほんらい，数学的言明にかんする正当化なのであっ

て，われわれはそれを経験的言明へと応̀用̀しているのだ，というほうが適切ではないだろ

うか。つまり，経験的言明を含む推論に対する正当化は，数学の領域における推論に対す

る正当化の一般化としてではなく，後者の応用の可能性の観点から説明されるべきでは

ないのか。一般化として説明することはここでは，両領域での推論の正当化を，多少な

りとも似通った方法と見なしたうえで，より範型的な一方の正当化の理解から，もう一

方の理解を引き出すということである。しかしそのような構図は成り立っていない。経

験的言明を含む推論の正当化は，数学の領域における正当化に似̀て̀い̀る̀の̀で̀は̀な̀く̀，それ

を使̀っ̀て̀い̀る̀のである。前者を理解するためには，その使い方を，すなわち応用を説明し

なければならない。

ここでわれわれは，ある意味で，議論の出発点に戻ってきたことになる。元々の問題は，

演繹的推論を使って，間接的な仕方で，この世界についての知識を得ることができるのは

なぜか，というものだった。二種類の正当化のあいだの関係は一般化ではなく応用だとい

う，この節での議論による修正が受け入れられるなら，この問題に対するダメットの答え

はつまるところ「数学の領域における正当化としてのパターン変換を応用することによっ

本論が，(それ自体としては興味深い)この議論を脇において，もっとも弱い “仮想的な条件下での検証
可能性”を問題にするのは，演繹的推論の成り立ちを説明しようとするなら，最終的には経験的言明への
応用可能性の説明が要求されるであろうし，だとすれば最初から，それを勘定に入れて説明の枠組みを構
築すべきだと考えるからである。

11



て」というものになるだろう。だがこんどは次のような問いが持ち上がるはずである。な

ぜ数学における正当化が経験的言明にうまく応用できるのか。数学というアプリオリな知

識の体系においてわれわれが考案した知的な操作によって，(直接検証の可能性という形

で)現実世界についての知識を得ることができるのはなぜか。これは，「推論」が「パター

ン変換」に置き換わっただけで，元々の問題と本質的には同じ問いと言ってよいだろう。

したがって，ダメットはパターン変換の応用可能性を説明しなければならない。かりに

それが不十分であれば，彼の議論は，じつは問題を別の言葉で述べ直しただけで，本質的

な解明は進められていなかった，ということになる。そして，本論の診断するところで

は，彼の議論は不十分なものに終わっている。というのは，カギとなる「十分に詳細な観

察」という概念がうまく機能していないからである。

ある推論にかかわる「十分に詳細な観察」とは，一般に，前提に対する直接検証を構成

するのに十分な材料を含み，さらにそれを穏健に拡張したような認識状態ないし情報の集

合だと特徴づけられるだろう。ここでいう「穏健」とは，現実に行なわれた前提の直接検

証プロセスに照らして実行可能と考えられるような程度の拡張，ということである。ケー

ニヒスベルクの橋の例の場合，「十分に詳細な観察」とは X氏の散歩の全行程の記録のこ

とと想定される。前提の「すべての橋を渡った」を検証するために全経路を観察する必要

はないが，しかし，すべての橋の通過チェックができるくらいなら，少し仕事を増やして，

全行程を記録することも十分に可能だと考えられる，ということである。

重要なのは，結論の直接検証可能性という様相は，このような拡張された認識状態の可

能性に由来するということである。オイラーの論証のようなパターン変換は，前提の直接

検証から結論の直接検証を構成する方法を提示するが，問題は，経験的言明を含む推論に

かんしては，その材料にあたる観察が現実には得られないケースがあるということだっ

た。しかし，そうした観察は，われわれにとって可能だと見なしうるような拡張された認

識状態に含まれている。したがって，結論の直接検証は可能である，とわれわれは納得す

る。これがダメットの説明だった。「十分に詳細な観察」という観念は，パターン変換と

検証可能性の認識とをつなぐ役割を，つまり，パターン変換の応用を説明する役割を担わ

されている。

しかし，この観念には問題がある。それはじつのところ，実在論的な真理の概念，ある

いは文を真にする状況の概念にほかならないのではないかという疑念が生じるのである。

「十分に詳細な観察」としての散歩の全行程の記録についてもう少し詳しく考えてみよ

う。そのなかにはひとまず，前提に直接検証を与えるような情報が含まれている。すなわ

ち，すべての橋について少なくとも 1回の通過が記録されているはずだ。言い換えれば，

その全記録のなかには，前提にうまく対応する側面が含まれていて，そこに注目すること
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で，その文を検証するようなパターンを見出すことができる。ただし，その記録が「十分

に詳細」であるゆえんは，前提に結びつけられたひとつのパターンだけでなく，そこから

の構文論的な変換によって得られる結論のパターンをも，少なくとも潜在的に含んでいる

という点にある。つまり，変換の教えるところにしたがって，ある橋での通過にかんする

記載を調べれば，そこを 2 回通過したということがわかるようになっていなければなら

ない。

さらに，その「十分に詳細な観察」の観念は，引き出される特定の結論や，特定の変換

の操作とはある程度独立に得られるのでなければならないはずだ。ダメットの説明では，

上に述べたようなある包括的な情報の集合を可能なものとして想定できるからこそ，そこ

に潜在的に含まれるパターンの実現可能性が，すなわち，結論の直接検証の可能性が得ら

れるのである。これこれのパターンが変換によって得られるか̀ら̀それに対応した側面を含

む「十分に詳細な観察」が可能であるはずだ，という進み方では概念的な順序が逆である

(むしろこれは，パターン変換がそ̀れ̀だ̀け̀で̀検証可能性を保証すると考えること，パター

ン変換の応用可能性をさいしょから前提してしまうことである)。とすれば「十分に詳細

な観察」とはむしろ，ある特定の推論だけでなく，関連する範囲の任意の推論の可能性を

担保しうるような観念と見なされるべきだろう。

問題は，このような都合のよい観念をわれわれはいつ学ぶのかということである。たし

かに，「すべての橋を渡った」の直接検証プロセスを学ぶとき，それぞれの橋で少なくと

も一回の通過をチェックするという手順に対するある種の背景知識として，散歩という一

連の出来事の全体やその記録にかんする何らかの観念は必要であろう。だが，ここまでに

見た性質を備えるような「十分に詳細な観察」の集合が何であるかということまで，その

時点で明確に把握できるようには思えない。例の推論の結論で問題になっているのは橋の

通過の回数であるが，散歩の全行程にはその他にも，たとえば橋の通過の順番や向きな

ど，さまざまな種類の事実が含まれる。「すべての橋を渡った」という文は，それらにか

んする文とも，パターン変換を通じた推論的なつながりをもつだろう。「十分に詳細な観

察」とは，こうしたつながりを担保しうるような，散歩の諸側面にかんする情報の総体で

ある。それが文の意味ないし直接検証プロセスと関連していることはまちがいない。しか

し，文の意味に含まれるものとして，自明に把握されているはずとも思えない。では，そ

のような観念はどのように形成されるのか。

そして何よりも，このように考えてくると，「十分に詳細な観察」とはけっきょくのと

ころ，関連する文の真̀理̀の概念にほかならないのではないかと思えてくる。散歩の全行程

の記録 (どの橋をどの順番で渡った／渡らなかったという記録) は要するに，問題の推論

の前提と結論を含む，関連するすべての文の真理値を決定することのできる，(原子的な)

事実のリストである (わかりやすく言うなら，それは，モデル論的意味論での原子文への
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真理値割り当てによく似ている)。

ひとつの文の検証は，対象となる状況をあるひとつの側面から，ひとつのパターンのも

とで捉えることでなされる。それに対して「十分に詳細な観察」の観念には，その検証に

おいて参照される側面だけでなく，その他の諸側面がどのような種類の事実から構成され

ているのか，ということが含まれている。これは，問題の文を真̀に̀し̀て̀い̀る̀実̀在̀的̀状̀況̀に

ついての理解にほかならないのではないか。

明確な真理概念をすでにもっているのなら，応用可能性の説明はそもそも問題にならな

い。そのときには，真理を保存すること，つまりこの世界のあり方に合致した移行である

ということでもって，推論や変換の正当性を定義してしまえるからである。だがこれで

は，ダメットの議論と話が正反対である。彼にとっては，真理の概念は，推論を正当化し

それを受け入れるという実践を通じて形成されるのであり，推論に先行するものではな

い。だからこそ彼は，推論の正当性や変換の応用可能性がどのように説明されるべきかと

いうことを問題にしているのである。

しかし，ここまでの議論からすると，真理概念を前提することなく推論の正当性を説明

するために導入したはずの「十分に詳細な観察」という観念が，実質的に，真理の概念と

同じものとなってしまっているように見える。だからといって「十分に詳細な観察」の観

念を使わないのなら，パターン変換の応用可能性の問題が手付かずに残されることにな

る。ダメットは，その観念が真理とはどのようにちがうのか，そしてそれが推論に先立っ

てどのように学ばれうるのかを説明しなければならない。だが，その説明はきわめて困難

であるように思える。

ここで振り返っておくと，この節ではまず，経験的言明にかかわる推論の正当化は，数

学の領域内での正当化の一般化としてではなく，その応用として説明されねばならないと

指摘した。次に，その応用を説明するべく導入されている「十分に詳細な観察」というダ

メットの概念は，彼自身の構想に反して，真理の概念を密輸入しているとも見なされかね

ない。その点で，間接推論の可能性についての彼の説明は不十分である。次節以降の議論

の目標は，ダメットの基本的な考え方はできるかぎり継承しつつ，その不十分な点を補う

ような説明の枠組みを提示することである。

ここまでの議論で，応用可能性について問題になっているのは，パターン変換から，あ

るいは変換によって得られたパターンから，どのようにして検証可能性という様相を引き

出しうるのか，ということである。そこで本論では，ある意味で様相がはじめからビルト

インされている枠組みで考える。すなわち，検証に加えて反証の概念を用いる双側面説

(bilateralism)と呼ばれる考え方を採用する。そこでは，検証と反証のあいだには自然と，

一方が他方を排除するという関係が想定される。こうした関係から派生する，論理的な可
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能性／不可能性 (整合性／不整合性) という概念を用いて，パターン変換がどのようにし

て検証可能性を確立するのかを説明する。

また本論では，うまく機能していない「十分に詳細な観察」を使わず，検証可能性をダ

メットのそれの双対にあたる (少し弱い) 形式で定式化する。すなわち，推論の正当化に

よって確立されるのは，「ある拡張された認識状態において直接検証が可能」ということ

ではなく，「どのように拡張された認識状態においても，直接検証の可能性が排除される

ことはない」ということである，とする。こうすることで，真理の概念を不用意に前提す

ることなく，検証および反証プロセスのパターン変換という概念のみによって，推論の正

当化を説明することができる。

4 双側面説

オイラーの論証によって，われわれは結論の “仮想的な条件下での検証可能性”を確信

する，とダメットはいう。しかし，その論証を通じてまずわれわれが感じるとるのは，「こ

の橋を 2回渡ったところを観察することがで̀き̀た̀はずだ」という可能性よりもむしろ，「こ

こを 2回渡らざ̀る̀を̀え̀な̀い̀はずだ」とか「2回渡っていな̀い̀と̀お̀か̀し̀い̀」という，必然性

あるいは不可能性ではないだろうか。ここでの不可能性という様相は，「結論を認めない

なら前提と矛盾する」という形の不整合に由来する。以下では，こうした考え方に基づく

「双側面説 (bilateralism)」と呼ばれる推論モデルを検討する。本論の双側面説は，G.レス

トールによるシークエント算の解釈 (Restall, 2005)をベースとするが，間接推論の問題へ

の応用は本論独自のものである。

われわれがダメットの議論に付け加えるのは，「反証」の概念である。すなわち，われ

われはある文を学ぶときに，何がその文の (直接)検証となるかということだけでなく，何

がその文の (直接) 反証となるか，その文が偽であると認識するとはどういうことかをも

学ぶ，と考える。反証は，基本的には検証と同じく，観察や測定といった物理的操作や，

数え上げや推論などの知的操作からなる複合的なプロセスと考えてよい。たとえば，散歩

の全行程を観察した結果，すべての橋をそれぞれ 1回しか渡らなかったということを確か

めれば，それは「X氏はどこかの橋を 2回渡った」の反証になる。双側面説は，ひとつの

文は検証と反証という 2つの側面をもつ (「双側面」)と考え，それらのあいだの関係の観

点から，推論の正当性を説明する。
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4.1 反証の排除

双側面説は一般に，推論が正しいとされるのは，その前提の検証プロセスと結論の反証

プロセスの組み合わせが不整合を含むときである，と考える。ケーニヒスベルクの橋の推

論が正しいのは，前提が検証されたという仮定のもとで，さらに結論が反証された (すな

わち “一筆書き” ができた) という仮定を付け加えると，橋の数がじっさいよりも多く必

要となるなどの不整合が生じるからである。オイラーの論証は，出発点や終着点の場所な

どによって変わるそれぞれの場合に応じて，与えられた情報をどのように組み合わせれば

そうした不整合が生じるかという手順を示している。ダメットの説明では，推論の正当化

は，前提から結論への検証のパターン (プロセスの構造) の変換であったが，双側面説で

は，それは，前提の検証のパターンと結論の反証のパターンを比較し，それらの組み合わ

せから不整合を生じさせる操作である*10。

そうした操作 (の表現)の代表例として，種々の論理体系のためのシークエント算 (とく

にそのカットなしの導出)を挙げることができるだろう。正しい推論の表現としてのシー

クエント A ⊢ B は，双側面説においては，「A の検証と B の反証のあいだには不整合が

ある」と解釈される。そして，シークエント算の導出は，A ⊢ A という形の同一律から

始まるが，双側面的な解釈のもとでは，同一律は「同じ文に検証と反証の両方が与えられ

ることはありえない」という基本的な仮定 (短く「基本仮定」と呼ぶことにする)を表す。

また，導出を形成する推論規則のうち，各々の論理結合子に対して与えられる左右の導入

則は，対応する論理的複合文の検証および反証プロセスを，その部分文の検証ないし反証

の観点から規定する。構造規則は，複数の検証や反証の組み合わせの構造をどのように操

作してよいかを定める。導出の全体は，同一律という基本的な不整合から，(複合文の意味

に応じた) より複雑な検証／反証プロセスのあいだの不整合を作りだす操作を表現する。

あるいは，導出を “下から”遡って読むなら，それは，前提の検証と結論の反証を組み合

わせ，それらを分析し，基本的な不整合へと還元する操作の表現とも解釈できる。

このような，前提の検証と結論の反証のあいだに不整合を生じさせる操作を，われわ

れは「第一段階の正当化」と呼ぶ。想定されているのは，ダメットと同様，検証／反証

プロセスの構造ないしパターンに対する構文論的な操作の体系だけである。ただひとつ，

A ⊢ Aという基本仮定が付け加えられているが，これは，「検証」と「反証」のそもそも

の意味からして一般に要求されるべき，ミニマルな仮定と言ってよいだろう。

*10 ダメットも，このような見方ができるということを示唆している。「[オイラーの論証が提示しているのは]
より正確に言えば…われわれの観察が前者 [前提]を検証し，かつ後者 [結論]を反証するようにみえると
きにはいつでも，どこに誤りがあるかを突き止められるような実効的手段」(Dummett, 1993, 455)である。
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ある推論に対する第一段階の正当化は，その前提の検証によって結̀論̀の̀反̀証̀が̀排̀除̀さ̀れ̀る̀

ということを含意する。すなわち，前提の検証と結論の反証は不整合を含むのだから，現

実に前提が検証されたなら，結論の反証は不̀可̀能̀である (対称的に，結論が反証されたな

ら前提の検証は排除される)。それゆえ，前提が検証されているのに，結論が偽である (反

証される)と言い張るのは間違いであり，その態度は改訂を迫られる。この正当性の概念

は，「前提を認めるのに結論を認めな̀い̀の̀は̀お̀か̀し̀い̀」という，演繹的推論がもつ必然性

ないし強制力を捉えている。またこの概念のもとでは，推論の間接性も同時に説明され

る。双側面説においては，推論とは，検証によってではなく，反証を排除するという仕方

で，間接的に知識を得る手段として位置づけられる。

4.2 論理的な検証可能性：第二段階の正当化

反証が排除されているということは，検証がなされたということとは必ずしも同じこと

ではない。これは，オイラーの論証によって結論の反証が排除されたとしても，われわれ

は現実に直接検証を手にしていないということからも明らかである。だが，ふつうは次の

ように考えるはずだ。反証不可能なのだから問題の結論は偽ではありえず，したがって真

でしかありえない。一筆書きできると仮定すれば不整合に陥るのだから，X氏はどこかの

橋を 2回渡ったと考えるしかない，と。

この説明は自然ではあるが，実在論的・二値的な真理概念を天下り的に仮定している。

「われわれが間接推論を受け入れるのは，われわれが推論に先立って当該領域にかんする

実在論をとっているからだ」というのは，ダメットの考え方ではなかった。彼はむしろ，

実在論的な真理の概念は推論に先立って存在するわけではなく，間接推論とその正当化に

よって動機づけられるものだと考えているのだった。この方向から考えるなら，第一段階

の正当化だけでは不十分だろう。というのは，真理とはある種の検証可能性のことであっ

たが，ここまでは，検証と反証の概念のあいだの一般的な関係について，前節で述べた基

本仮定 (同一律)以外には何も考えていないからである。

次のように考えてみよう。問題の推論に対して，すでに第一段階の正当化が与えられて

おり，また，前提が検証されているとしよう。したがって，結論の反証は不可能であるこ

とはわかっている。ではそれに加えて，その結論が真であると認め，受け入れることで何

か不都合が生じるだろうか。ここで，真であると認めるとは，(検証はされてはいないが)

あたかも検証されたかのように見なすということである。反証は排除されているのだか

ら，結論の検証が存在すると想定しても，基本仮定に反することはない。しかし，それと

は別の不整合の懸念が残されている。すなわち，当の結論にかんしては，その反証だけで

なく，検証もまた不可能かもしれない。すなわちそれは，検証と反証にかんしてある種の
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ギャップをもつ言明なのかもしれない (これは，その文が真でも偽でもないことを含意す

る)。そのような場合にはやはり，結論の真理は認めるべきではない，ということになる

だろう。

そこで双側面説では，次のような第二段階の正当化を想定する。シークエントを使っ

て考えよう。いま，A ⊢ Bに対して第一段階の正当化が与えられ，また Aが検証されて

いるとする。したがって，Bの反証は不可能である。このとき，前段落で述べた懸念は，

B ⊢ Cによって表すことができるだろう。つまり，その反証が Bの検証を排除するよう

な文 Cが存在すると困ったことになる*11。だがここでもし，A ⊢ Cが成り立てば，その

ような懸念は払拭される。そのとき，Bの検証を排除するようなその Cの反証は，(いま

与えられている) Aの検証によって排除されることになるからである。以上に述べたこと

は結局，次のカット規則が成り立つべしということにほかならない。

A ⊢ B B ⊢ C (Cut)
A ⊢ C

繰り返しになるがこの規則は次のようなことを述べている。Bの反証を排除するような A

の検証 (A ⊢ B)と，Bの検証を排除するような Cの反証 (B ⊢ C)とのあいだには不整合

が含まれる (A ⊢ C)。それゆえ，Bの検証と反証が両方とも (整合的な仕方で)排除される

ことはありえない，ということである。

標準的なシークエント算の体系においては，カット規則の許容可能性 (ないしカット除

去定理)を，導出に対する構文論的な変換によって示すことができる (Gentzen, 1935)。す

なわち，カット規則の前提 A ⊢ B と B ⊢ C の導出が与えられたら，それらを変換して，

結論 A ⊢ Cに対するカットを使わない導出を得ることができる。

本論では，カットの許容可能性を立証するような構文論的な変換を，間接推論に対する

第二段階の正当化の典型例と見なす。一般に第二段階の正当化とは，間接推論の結論につ

いて，(前提の検証によって)その反証が排除されているだけでなく，その検証が排除され

ることはないということを示す操作である。この第二段階の正当化によって，問題の結論

を，あたかも検証が与えられたかのように扱っても，少なくとも現行の認識手段の範囲内

では新たに不整合は起こらないということが保証される。言い換えれば，不整合を免れて

いるといういみで，検̀証̀は̀論̀理̀的̀に̀可̀能̀だということである。(ここでの「少なくとも現行

の認識手段の範囲内では」という限定は次のような事情による。すなわち，第二段階の正

当化によって排除されるのは，既存の言語のなかの文に結びつけられた，既存の検証ない

し反証プロセスだけだということである。構文論的な操作としての正当化は，まだ定式化

されていない認識プロセスを操作してその不可能性を示すことはできない。この限界は，

*11 ここで，Bの検証を排除するものはじっさいには何らかの反証である必要はなく，たとえば，Cの検証と
Dの反証が合わさって Bの検証が排除される (C,B ⊢ D)という場合も考えてもよい。
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のちに真理概念へのコミットメントを論じるさいに重要になる。)

先に進む前に，ここでいくつかコメントしておく。まず，第二段階の正当化が保証す

る，“検証と反証の両方が排除されることはない”という性質は，文が “検証と反証の両方

をもつことはありえない”という基本仮定と合わせて，検証と反証の概念のあいだのある

望ましいバランス——ダメット流に言えば，ある種の調和 (harmony) ——を体現してい

る。すなわち，現行の認識手段の総体の内部では，検証と反証のあいだに “重なりもなく

ギャップもない”ということである*12。反対に，このような調和が成り立っていないとい

うことが判明したらどうなるか。カット規則は帰結関係の推移性の表現でもあり，第二段

階の正当化は，ある間接推論の結論から，それに直接検証が与えられることを待たずに，

さらなる推論を引き出してもよいということを保証している。裏を返せば，ある文に結び

付けられた検証と反証の概念が調和を欠いているなら，その文を用いて通常の推論実践が

行えない。とすればそれが判明したときには，関連する文の検証と反証の概念のどこかが

改訂されなければならない，ということになるだろう。

また，第二段階の正当化は，その推論の前提と結論だけでなく，関連する認識手段の総

体にかかわるが，そのような総体が明確に体系化されていることは現実にはほとんどない

はずだ。それゆえ，じっさいの推論に先立って，第二段階の正当化まで行なわなければな

らないというのは過大な要求である。現実には，種々の論理・算術体系にかんするカット

除去定理のように，われわれの認識手段のある範囲を形式化したものに，事後的に正当化

が行われることになるだろう。したがって，第二段階の正当化はあるいみで理念的なもの

である。しかし，上で述べたように，少なくとも調和の不成立が判明したときには，その

ときには，われわれが関連する文に結びつけている検証や反証の概念は改訂を迫られる。

その意味で，第二段階の正当化の考え方は，少なくとも，推論実践に対して統制的にはた

らくということは確かであろう。

次に，ダメットの枠組みとの相違を確認しておこう。カット規則の対偶 (の一形式) を

とると「A ⊢ Bと A ̸⊢ Cは B ̸⊢ Cを含意する」となる。第一段階の正当化が与えられた

推論 A ⊢ B について，A の検証と整合的な C の反証 (A ̸⊢ C) は，B の検証とも整合的

(B ̸⊢ C)ということである。つまり，第二段階の正当化は，前提を検証するような認識状

態を整合的な仕方でどれだけ拡張したとしても，そこで結論の検証が排除されることはな

い，ということを保証する。先に述べたように，これは，ダメットの「ある拡張された認

識状態における検証可能性」の双対にあたる。

*12 このフレーズ (“no overlap, no gap”)は Ripley (2013)のものである。
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このように検証可能性の定式化を変更することで，双側面説では問題含みの「十分に詳

細な観察」という観念を使わなくてすむ。その代わり，双側面説における正当化では，「前

提の検証と整合的な任意の反証プロセス」や，あるいは「結論の検証を排除するような任

意の反証プロセス」といった，不特定のより一般的な範囲が参照される。ただし，それら

と当の推論の前提や結論とのあいだの関係は，検証と反証のあいだの相互排除およびそれ

を確立する構文論的な変換の観点から，十分に明確化されていると考えてよいだろう。

本論 3節において要求された「応用可能性」の説明は，双側面説においてはどのように

与えられるだろうか。ひとことでいえばこうなる。間接推論あるいは前提から結論へのパ

ターン変換といった知的な操作が現実世界にうまく当てはまるのは，あるいはそのように

見えるのは，それが世界の現実のあり方に反しているということがわれわれに判明するこ

とはないから，である。すなわち，ある結論が推論なり変換なりによってもたらされたと

き，その操作の結果に反して当の結論の検証がじつは不可能だった，などと判明すること

はないと (少なくとも現行の認識手段の範囲内では) 保証されているからである。われわ

れは，実在論的な真理概念を用いずに，つまり，文や推論，パターン変換と現実世界のあ

いだの対応関係を前提せずに，応用可能性を説明しようとしている。このような制約のも

とでは，「当てはまっていないと判明することはない」という二重否定による説明しかな

いと思われる。いずれにせよ，「十分に詳細な観察」という不明瞭な観念を用いたダメッ

トの説明に比べると，双側面説によって問題の解明が進められたと考えてよいのではない

だろうか。

最後にもうひとつ付け加えておくと，双側面説では，排中律のような古典論理に特徴的

な論理法則も，構文論的には正当化される*13。構文論的な正当化は，「排除されることは

ない」という意味での直接検証の論理的可能性を確立すれば十分だとしているからであ

る。これはダメットにとっては受け入れにくい帰結だろう。そして直観主義の立場からす

れば，直接検証の論理的可能性は，正当化の規準としてはやはり弱すぎるように見えるか

もしれない。だが，構文論的な正当化はそれよりも強い性質を，すなわちダメットのいう

「十分に詳細な観察のもとでの検証可能性」を確立すべきであると要請するなら，それは

どのような性質であり，どのようにして確立されうるのかということを説明しなければな

らない。そして 3節で論じたのは，ダメットはそれを明確に説明できておらず，またそも

そも，そのような説明は何らかの真理概念を前提することなしには難しいのではないか，

*13 双側面説はもともと，「古典論理は証明論的な正当化には服さない」というダメットの主張に対抗して提
案された枠組みである。正当化の一例として排中律について見ておこう。否定を検証不可能性の表現と見
なすなら，Aの検証が排除されたなら，それは ¬Aの検証である。したがって，排中律A∨¬Aの検
証が排除される (Aと ¬Aの両方の検証が排除される)ということはありえない。これは，A∨¬Aの
反証が不可能であるということも含意する。
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ということであった。

4.3 実在論的な真理概念へのコミットメント

双側面説の説明においては，間接推論は「それが世界の現実のあり方に反すると判明す

ることはない」という仕方で正当化される。もちろんこれは，直接検証が現実に与えられ

たということではなく，したがって，推論の結論と実在のあいだに何らかの直接的なつな

がりが付けられたということではない。正当化の操作が構文論的なものである以上，これ

は埋めがたいギャップである。しかし，ダメットの説明によればパターン変換による正当

化は，結論の検証可能性を確立するとともに，拡大された正当性の規準を，すなわち真理

の概念を採用するようわれわれを「誘導」するのだった。この節では，双側面説において，

論理的な検証可能性がどのように真理概念の採用を誘導するのか，そしてそのときにわれ

われは何にコミットし，どのようなギャップを飛び越えているのかを説明する。

じっさいのところ，二段階の正当化によって論理的な検証可能性が示されれば，そこか

ら一歩すすんで，主張の正しさの規準を拡大し，問題の結論を真として受け入れることに

何の障害もないようにみえる。もちろん，直接検証が現実に与えられるまでは何も信用し

ないという，懐疑的な立場にとどまることは自由ではある。構文論的な正当化は，規準を

拡大せよと命̀じ̀る̀わけではないのである。しかし，そうした懐疑論者のほうから，われわ

れに具体的な批判が向けられることもない。第一段階の正当化により，その文が偽である

(反証される)可能性は排除される。第二段階の正当化により，その文が真でないと判明す

る (検証が排除される)可能性も排除される。つまり，彼は，問題の結論が偽であると主張

することも，真ではないと主張することもできないのである。

では反対に，何が足りないのだろうか。論理的な検証可能性を根拠として結論を受け入

れること，すなわち，その文が真であり，それを主張するのは正しいと見なすことは，た

しかに，直接検証を越えた真理概念を採用し，主張の正しさの規準を拡大することであ

る。だが，上で見たように，そのステップが間違いであると判明する可能性は事実上排除

されている。そこには何のリスクもないように見える。とくに，ダメットが必要だとして

いた実在論的な仮定は，ここでは必要とされないように思える。

しかし，この印象は正しくない。というのは，ここでの論理的な検証可能性は，じ

つは絶対的なものではないからである。第二段階の正当化が保証するのは，結論の検

証を排除するような任意の認識プロセス (先の表記で言えば C の反証に当たる) は排除

されるということだった。注意すべきは，先に述べたことだが，ここでの「結論の検

証を排除するような任̀意̀の̀認識プロセス」の量化は，既存の言語表現に結びつけられ

た現̀行̀の̀認̀識̀プ̀ロ̀セ̀ス̀の̀範̀囲̀にかぎられるということである。そこに，今後われわれが考
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案するかもしれない，未̀知̀の̀検証／反証プロセスは含まれていない。ここでの正当化が，

認識プロセスのパターンを変換したり組み合わせたりする，構文論的な操作である以上，

こうした限界は避けられない。将来，新しい種類の文・表現と，それに結びつけられた新

しい検証／反証プロセスが導入され，それらと既存の認識プロセスとのあいだにある一定

の関係が設定された結果，現在は検証が排除されることはないとされている文について，

じつはその検証は不可能だったと判明するということはあるかもしれない。二段階の正当

化が，その可能性を，いまの時点で排除することはできない。

論理的な検証可能性から一歩すすんで，じっさいにその文を受け入れることは，こうし

た懸念を，あらかじめ排除してしまうということである。なぜ排除してしまえるのか。わ

れわれはこのように言うのではないか。「将来，いかなる仕方でも問題の文の検証が排除

されることはありえない。なぜなら，それは真であり，世界の側ではその文が述べている

とおりの状況が成立しているはずだからだ。もしかりに，その文の検証を排除すると称す

る認識手段が現れたとしても，それはその手段のほうが間違っているのだ」と。

まだ定式化されていない未知の認識プロセスを，構文論的に操作し排除することはでき

ない。しかしその文が，実在的な状況のおかげで真なのであれば，不都合な認識手段の出

現は，世界の側にあるその状況によって排除されるだろう。双側面説は，「間接推論の受

容のさいに採用される真理概念は実在論的である」というダメットの主張を，このような

仕方で理解する。主張の正しさの規準を拡大し，間接推論の結論を真だと見なすことは，

現行の認識プロセスに相対的な検証可能性を，絶対的なものと見なすことである。それ

は，構文論的な正当化を越えた何かに訴えることだが，その「何か」とは，当の文を真と

するような実在的な状況と考えるのが自然であろう，ということである。

間接推論の受容はやはり，正当化を越えた実在論的真理概念へのコミットメントを伴

う。とはいえ，それが排除しているのは，未知の認識手段という現時点では存在しない懸

念でしかない。しかも，そこで懸念されているのは，いまは成り立っている調和を破壊し

てしまう新しい認識プロセスの出現である。そのようなプロセスは，その破壊的な性格ゆ

えに，そもそも導入がはばかられるという考え方もできるだろう。さらに，そのような不

都合な拡張の可能性をいったん閉ざしてしまえば，すなわち，現時点での調和を保つかぎ

りでの拡張しか認めないことにしてしまえば，二段階の正当化が示しているとおり，その

範囲内では不整合が明るみに出ることはない。このような意味で，論理的な検証可能性か

ら真理概念の採用へと進むステップの幅は，じっさいにはきわめて小さいものであると言

えるだろう。言い換えれば，構文論的な正当化は，論理的な検証可能性というかなり強い

性質を確立することで，そのほんの一歩先にある真理概念を採用するよう，われわれを

「誘導」するのである。
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5 おわりに

本論は，間接検証としての演繹的推論についてのダメットの説明を批判的に検討し，双

側面説というオルタナティブな説明枠組みを提示した。ダメットの説明の中核にあるの

は，構文論的な変換による推論の正当化という考え方であった。彼によれば，ある推論の

正当化は，その結論の仮想的な条件下での検証可能性を確立し，それとともに，主張の正

しさの規準を拡大して，その結論を真理と見なすようにわれわれを誘導する。本論では，

彼の説明課題を「パターン変換の応用可能性」と定式化しなおしたうえで，そこで導入さ

れている「十分に詳細な観察」という観念がうまく機能していないと指摘した。

双側面説は，推論を，(前提のもとで)結論の “反証を排除する”という仕方で真理を得

ようとする，本質的に間接的な真理の認識手段として特徴づける。推論の正当化は，検証

と反証プロセスのあいだの (不) 整合性という観点から説明される。構文論的な正当化に

よって確立されるのは，結論の論理的な検証可能性である。これは，関連する認識手段の

総体がある一定の調和を保っており，その範囲に留まるかぎり，その結論を直接検証なし

に受け入れても，それが間違いだと判明することはないということを意味する。言い換え

ると，われわれの知的な操作が現実世界に当てはまっていないと判明することはないとい

うことであり，双側面説ではこのような少し弱い形で，応用可能性を説明する。

そして構文論的な正当化は，論理的な検証可能性を確立することで，直接検証を越えた

真理概念を採用するよう動機づけるが，双側面説においても，真理概念の採用は無色透明

なコミットメントではなく，ダメットが述べたとおり，ある一定の実在論的な仮定を伴

う。そしてその仮定は，将来現れるかもしれない不都合な認識プロセスをあらかじめ排除

するという役割を担うものとして位置づけられる。

以上の議論によって，双側面説が，構文論的な正当化のもつ効力と実在論的な真理概念

へのコミットメントの内実を，ダメット流の正当化のモデルよりも明確に，そして詳細に

説明することができる，ということが示されたのではないか*14。

*14 本論文は博士論文 (大西, 2012)第 1,4章で展開されている考えを大幅に修正，再構成したものである。直
接には，日本科学哲学会第 46回年次大会ワークショップ「証明論的意味論の最前線」における発表「推
論のパラドクスと証明論的意味論」にもとづく。同ワークショップの登壇者である矢田部俊介 (オーガナ
イザー)，黒川英徳の両氏に感謝する。また数回の私的なセミナーにおいて，本論文のドラフトを長時間
にわたって詳細に検討していただいた以下の諸氏に感謝する (敬称略・五十音順)。秋吉亮太，飯田隆，岡
本賢吾，菊池誠，黒川英徳，鈴木佑京，高木俊一，高橋優太，細川雄一郎，山田竹志。なお本論は，平成
24-26年度科研費 (特別研究員奨励費)にもとづく研究成果の一部である。
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