
「原則／例外」思考の特徴と法的推論の性質に関する若干の考察

西村友海

2018/09/07

@ 東京法哲学研究会・法理学研究会合同合宿 ∗

1 はじめに

1.1 報告の背景と目標

法的思考の特徴を表す思考としてしばしば指摘されるものとして、「法的三段論法」と「『原則／例外』思考」

という 2つの思考がある。従来、このうち法的三段論法は論理学的な推論に対応するものとして、「原則／例

外」思考はそのような推論では表現できないような法的思考の特質を表現するものとして、それぞれ理解され

てきた。しかし、この結果として「原則／例外」思考と法的三段論法とがどのような関係に立つものであるの

か、あるいは「原則／例外」思考が含まれることによって法的思考にどのような特徴が与えられているのか、

などの点については十分に明らかになっていないように思われる。

ところで、このような問題に法哲学者と同様に (あるいはそれ以上に) 悩まされてきたのが、計算機科学の

研究者である。計算機科学の一分野である論理ベース人工知能の領域は、自動定理証明などの成功を人間の推

論一般へと拡張しようという試みから始まったものである。そして、法的推論を計算機上で実行しよう、とい

う研究はこのような研究の一つの主要な領域であった。ところがこの分野ではすぐに、自動定理証明において

利用された数学的な推論とは異なる我々の日々の推論に直面し、新たな道具立ての開発を必要とすることにな

る。このような、「新たな道具立て」を要請した推論の一つが、法的推論における「原則／例外」思考である。

「原則／例外」思考を取り扱えるような道具立てのうちで、現代において最も主要な道具立ての一つは議論

意味論と言われるものである。これは、標準的な論理学において「証明」と言われてきたものを相対化するこ

とによってその種の思考を取り扱うことを可能にしよう、というアプローチだと理解できる。このような道具

立てを用いることで、従来論理学的な推論とは切り離して考えられてきた「原則／例外」思考を、論理学的な

推論と類比的に考えられてきた法的三段論法と接続して考察することが可能となる。

本報告では、「原則／例外」思考を計算機科学において提案されてきた推論モデルを用いて特徴づけた上で、

このモデルが法的推論のどのような特徴を
、
　示
、
　唆するものであるのか、あるいはそれはどのような哲学的な問題

を
、
　示
、
　唆しているのか、を明らかにすることを目標とする。

∗ 本稿は 2018年東京法哲学研究会・法理学研究会における報告資料である。報告に前後して発見した些細な誤字の修正及び一部表
現の修正並びに報告において口頭で補足した記述を修正しているが、基本的には元の報告資料のままである。
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1.2 報告の内容

本報告は次の 4つの部分から成る。

1. 法的推論の表現のために十分な推論システムの導入 (2.1, 2.2)

2. 法的三段論法および「原則／例外」思考の形式的な特徴づけ (3)

3. これらのモデルから示唆される法的推論の特徴 (4.1, 4.2)

4. 本報告で解決されていない問題 (5.1, 5.2)

2 形式的な整理

2.1 論証の定義と「例外」の問題

法的推論の表現にとって必要な形式的な推論システムを定義する。以下では、①論理式、②論証、③導出関

係を順に定義することで、形式的な推論システムを定義していく。②までは通常の形式体系の定義と大きく変

わらず、法的推論の表現にとって問題であるのは③である。定義の簡略化のため、一定のの命題論理の体系を

前提した上で、それに対して必要な表現を付け加えることで定義を行う。この前提された命題論理の体系を

Lで指示する。Lは⇒を論理定項として含まず、一定の論理式の集合から論理式を導くことを許す推論規則
を持つものとし、そのほか適宜必要に応じて本報告での定義にあわせて読み替えることが可能であると想定

する。

定義 2.1 (基本記号)

基本記号は、Lの基本記号に論理定項⇒を付け加えたものである。

定義 2.2 (論理式)

論理式 well founded formulaを以下のように再帰的に定義する。

• Lの論理式は論理式である。

• φ,ψ を任意の論理式とする。これらと論理定項⇒を組み合わせて構成される表現 φ ⇒ ψ もまた論理

式である。

論理定項⇒は法的な要件効果関係を表現するためのものであり、φ⇒ ψ は「φならば ψ」と読み、φをそ

の要件、ψ をその効果と呼ぶことにする。⇒は法的な要件効果関係を表現する論理式であって法規範そのも
のではないが、紛れのない限り以下ではこの論理式そのものを法規範と呼ぶことがある。

続いて、公理および推論規則を導入する。

定義 2.3 (公理と推論規則)

• 公理は Lの公理である。

• 推論規則は、Lの推論規則に加えて論理定項⇒に関する以下の推論規則を加えたものである。

φ φ⇒ ψ

ψ

各推論規則の横線の上に現れる一つ以上の論理式の集合をその推論規則の前提といい、横線の下に現れる単

一の論理式のことをその推論規則の結論という。推論規則は次に定義する論証の条件を与えるものであり、直
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観的には一定の前提から一定の結論を引き出すことを正当化する規則を意味している。また、Lに追加した上

の推論規則を LMP とよぶことにする。

これらの事柄を用いて論証 argument と、その前提と結論を次のように定義する*1。

定義 2.4 (論証)

論証を以下のように再帰的に定義する。

• 任意の論理式 φは論証である。このとき、この論証の結論は φである。また、論理式 φの種類に応じ

てこの論証の前提を次のように定める。

– φが公理であるとき、この論証の前提は {}である。
– φが公理ではないとき、この論証の前提は {φ}である。

• n個の論証 Π1, . . . ,Πn の結論をそれぞれ φ1, . . . , φn とする。前提が {φ1, . . . , φn}であり、結論が ψ

であるような推論規則が存在する場合には次の形のものもまた論証である。

Π1

φ1 · · ·
Πn

φn

ψ

このとき、この論証の前提は論証 Π1, . . . ,Πn それぞれの前提の和集合であり、結論は ψ である。

さて、命題論理をはじめとした一般的な証明体系においては、論証の構築可能性と結論の導出可能性との間

に次のような想定を置いている。

想定 2.5

前提∆から結論 φが導出可能であるとは、Γ ⊆ ∆ を前提に持ち、φを結論に持つような論証が構築可能であ

ることである。

しかし、法的推論においてそのような想定をすると、不都合が生じる。例えば次のような単純な事例を想定

しよう。

事例 2.6 (錯誤の事例)

Aと Bとは売買契約に合意した。Aは合意の当時錯誤に陥っていた。

「買主 Aと売主 Bとは売買契約に合意した」を p1 、「Aは合意の当時錯誤に陥っていた」を p2 とすると、

上の事例は {p1, p2} と表現できる。また、「Bは Aに対し代金支払い請求権を持つ」を p3 として、次の論理

式 lg, le を考える*2。

lg :p1 ⇒ p3

le :p1 ∧ p2 ⇒ ¬p3

lg と le はそれぞれ自然な法規範「買主 Aと売主 Bとが売買契約に合意したならば、Bは Aに対して代金

支払い請求権を持つ」と、民法 95条に基づく法規範「買主 Aと売主 Bとが売買契約に合意したとしても、A

が合意の当時錯誤に陥っていたならば、Bは Aに対して代金支払い請求権を持たない」を表している。

*1 argument の訳語について、拙稿 [13]においては高橋 [18, pp. 176–178]に従って「立論」という語をあてたが、本報告では標準
的な論理体系における証明 proof との類比性がより見やすいよう「論証」という語のほうを採用した。標準的な論理体系における
証明 (証明図) については、例えば鹿島 [19, pp. 28–37]を参照。

*2 念の為注記しておくと、ここで登場する ‘lg :’, ‘le :’という表現は対象言語における表現ではなく、‘:’以降の表現の略記法である。
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このとき、次の Πg は前提 {p1, lg}から結論 p3 に至る論証であり、Πe は前提 {p1, p2, le}から結論 ¬p3 に
至る論証である。

p1 p1 ⇒ p3
p3

Πg

p1 p2
p1 ∧ p2 p1 ∧ p2 ⇒ ¬p3

¬p3

Πe

もし法的推論において想定 2.5をとるならば、{p1, p2, lg, le} からは p3 すなわち「Bは Aに対し代金支払い

請求権を持つ」とその否定 ¬p3 すなわち「Bは Aに対し代金支払請求権を持たない」という相反する結論が

同時に導かれることになってしまう*3。このような問題を防ぐためには、きわめて自然に思える論理式 lg, le

のうちいずれか一方 (どちらかといえば lg のほうであろう) を予め前提から除去しておくほかない*4。

ところが、実際の法的推論においてはもちろん、このような事態は生じない。それは、Πe が構築可能になっ

た段階、つまり「Aは合意の当時錯誤に陥っていたのだから B は Aに対して代金支払い請求権を持たない」

という論証が構築可能な場面では、Πg すなわち「Aは売買契約に合意したのだから B は Aに対し代金支払

い請求権を持つ」という論証は斥けられるためである。このように、法的推論においては論証の構築可能性と

ある結論の導出可能性とは等価なものではなく、上記想定は成り立っていない。このことを表現するために、

論証に対して「勝」「敗」という
、
　意
、
　味を割り振るための道具立てを導入する。

2.2 議論意味論の導入

先の Πg と Πe との関係を想起すればわかるように、論証と論証との間の排斥関係は、論証と論証との間の

主張・反論関係とみなすことができる。このような関係が成り立っている状況のことを議論と呼ぶとすると、

その議論全体は、論証全体の集合 A および A 上の二項関係 R (すなわち、R ⊆ A × A) によって表現でき

る*5。

定義 2.7 (議論の枠組み)

議論は以下の要素によって構成される。

• 論証全体の集合 A

• 論証集合 A上の二項関係 R、すなわち R ⊆ A×A

これらの組 F = ⟨A,R⟩を議論の枠組み Argumentation Framework という。

Rのことを論証間の攻撃関係 attack relation という。任意の論証 Π1,Π2 について、(Π1,Π2) ∈ Rである

ことを、論証 Π1 が論証 Π2 を攻撃する (あるいは反論する) という。

以降の定義では任意の議論の枠組みを F で指示し、Aと R をそれぞれ F の論証と攻撃関係を指示するも
のとする。また、紛れのない限り「F の～」などの表現については省略することがある。
論証の勝敗関係を定義するため、以下に論証の擁護という概念を導入する。

*3 また、この二つの論証からは矛盾を導出する論証が構築可能でもある。
*4 もちろん単に誤っているのではなく不十分にしか事態を表現していないと考え、適切な修正を施してやる (それは例えば

l′g : p1 ∧ ¬p2 ⇒ p3 のようなものになるかもしれない) ことで回避することも可能ではある。しかし、後述するようにこのような
対応は別の問題を生じることになり、採用することができない。

*5 以降の記述は議論意味論を定義した Dung [2]のほか、Baumann [1]、若木 and 新田 [12]、沢村 [9]、Rahwan and Simari [5]

などを参照した上で、適宜定義を修正している。
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定義 2.8 (論証による擁護)

ある論証 Π1 をある論証 Π2 が攻撃している、すなわち、(Π2,Π1) ∈ Rとする。このとき、ある論証 Π3 が Π2

を攻撃する、すなわち (Π3,Π2) ∈ Rであるとき、論証 Π3 は論証 Π1 を論証 Π2 から擁護するという。

定義 2.9 (論証集合による擁護)

ある論証 Πおよび論証集合 S について、Πに対して攻撃するどの論証に対しても、その論証から Πを擁護す

るような論証が少なくとも 1つ S に含まれているとき、論証集合 S は論証 Πを擁護 defend するという*6。

論証の勝敗の定義は、ちょうど論証全体の集合から {勝,敗 } という二値への写像であるから、論理式から
{ 真,偽 } という二値への写像と同様に意味論 (議論意味論 argumentation semantics) といわれる。議論意

味論にはいくつかのものが提案されているが、本報告では最も慎重 (skeptical)な意味論とされる確実性意味

論 Grounded Semantics (GS) を導入する*7。ここでは、勝利する論証の集合 (外延 extension といわれる)

の定義を与えることによってこの意味論を与える。

定義 2.10 (確実性意味論)

A上の特性関数 fF を以下のように定義する。

fF : 2A 7→ 2A,

fF (S) = {Π | S はΠを擁護する }

確実性意味論の下での外延 (Grounded Extension; GE)は、fF の包含関係に関して極小の不動点である。

ある論証 Πが GEに含まれることを、論証 Πが F において GSの下で勝利するという。確実性意味論の基

本的な発想は、攻撃されていない論証 (いわば
、
　確
、
　実
、
　な論証) による擁護を導きとして正当化される論証を定義

するというアプローチである。この意味論は他の多くの意味論とは異なって議論の枠組みに対して必ず一つ、

そしてただ一つの外延を持つというよい性質を持つことが知られている。

いま、これらの定義に基づいて、法的推論における導出を次のように定義する。

定義 2.11 (法的推論における導出)

Aを論理式の集合∆から構築可能な論証すべての集合とし、Rを A上の攻撃関係とする。

法的推論において、前提∆から結論 φが導出されるとは、Aに Γ ⊆ ∆を前提に持ち、φを結論に持つよう

なある論証 Πが含まれ、かつ Πが議論の枠組み F = ⟨A,R⟩において GSの下で勝利することとする。

この特徴づけが先に出した事例 2.6を適切に取り扱えることを以下に例示する。

事例 2.12 (錯誤の事例その 2)

∆ = {p1, p2, lg, le}, A = {Πg,Πe}, R = {(Πe,Πg)}とする。
このとき、F = ⟨A,R⟩における GEを E とすると、E = {Πe}であり、¬p3 が結論であるような論証 Πe は

含まれるが、p3 が結論であるような論証 Πg は含まれない。したがって、∆からは ¬p3 が導出されるが、p3
は導出されない。つまり、「買主 Aと売主 Bとは売買契約に合意した」「Aは合意の当時錯誤に陥っていた」

*6 Dung [2]はこのような関係のことを 受容可能 acceptable と呼ぶが、本報告ではわかりやすさの都合からこれを擁護と呼ぶ。
*7 Grounded Semantics はしばしば「基礎意味論」と訳される (沢村 [9, p. 411], 若木 and 新田 [12, p. 35])。これは論理プロ
グラムの整礎モデル意味論 well-founded semantics との対応関係を明確化する点で理由のある訳語であるとの指摘を受けたが、
本報告では拙稿 [13]において述べた理由に基づき、こちらの訳語を選択した。

5



「買主 Aと売主 Bとが売買契約に合意したならば、Bは Aに対して代金支払請求権を持つ」「買主 Aと売主

Bとが売買契約に合意したとしても、Aが合意の当時錯誤に陥っていたならば、Bは Aに対して代金支払請

求権を持たない」からは、「Bは Aに対し代金支払請求権を持つ」ではなく「Bは Aに対して代金支払請求権

を持たない」が導かれることになる。

3 法的三段論法と原則／例外

この推論システムは、法的思考の特徴とされる「法的三段論法」および「『原則／例外』思考」に対応した特

徴を持っている。

まず、法的三段論法から確認する。法的三段論法はしばしば、「大前提である法規範に、小前提である認定

された事実をあてはめて、判決が結論として導き出されるという、演繹的推論」と言われる*8が、これに対応

するのは論証の定義である。事例 2.6 の Πg および Πe を想起しよう。ここで論証を構成している LMP は、

法的な要件効果関係を意味する⇒を含む論理式 (Πg であれば lg、Πe であれば le)とその要件にあたる論理

式 (それぞれ p1、p1 ∧ p2)とからその効果にあたる論理式 (p3 や ¬p3)を引き出すようなものであり、ちょう
ど上記の法的三段論法の定義と一致している。

このように見るとき、法的三段論法の法的推論における役割は、一定の結論が法的に受容されるための最低

限度の条件を設定するという点にあるとみることができる。上に示したような推論システムにおいては、ある

前提とある結論を持つ論証が構築できることは、その論証を攻撃するような他の論証が構築できない限りにお

いて、その前提からその結論が導出されることを意味する。そのため、この論証に対して「大前提である法規

範に、小前提である認定された事実をあてはめて、判決が結論として導き出されるという、演繹的推論」とい

う条件を設定することは、一定の結論が導出されるための最低限の条件を与えているということになる。

次に、「原則／例外」思考である。「原則／例外」思考は、ある法規範に基づいて導出されるかに思える結論

がその状況においては不都合であると感じられるときに、当該法規範の適用を一定の厳格な要件の下で排除す

るような思考だと言われる*9が、これに対応するのは攻撃関係による論証の排斥である。事例 2.12の攻撃関

係を想起しよう。ここでは、(Πe,Πg)という攻撃関係が成立しているものと想定したが、Πe からの攻撃さえ

なければ Πg の結論である p3 は導出されることになる。ここで p3 は「Bは Aに対して代金支払請求権を持

つ」を意味しているが、p2 すなわち「Aは合意の当時錯誤に陥っていた」という事情の存する状況においては

このような結論は「不都合」であるように思われるだろう。このとき、Πe の前提に含まれる le の要件すなわ

ち p1 ∧ p2 は、ちょうど Πg の前提に含まれる lg の要件すなわち p1 よりも限定されたものである。これらの

特徴は、ちょうど上に示したような「原則／例外」思考と一致したものである。

このように見るとき、「原則／例外」思考の役割は、対立する論証どうしの間でどのような方向に攻撃関係

を成立させるか、という事柄を取り扱う際の思考であるということができる。本稿では法的三段論法と異なっ

て「原則／例外」思考に相当する「攻撃関係」については定義を与えなかったが、これを定義する仕方には少

なくとも 2つの候補が考えられる*10。第一の候補は、それぞれの論証が基礎とする規範の価値に関する思考

*8 田中 [10, p. 508]
*9 例えば陶久 [15, p. 31]や、服部 [8, p. 120]を参照。

*10 もっとも、以下に述べる 2つの見解は、厳密な規範ほど価値的に優位する、という想定を置くことで同一の立場へと解消すること
ができる。例えば服部 [8]の主張は、より厳密な規範ほど、当該事案により具体的に妥当するがゆえに価値的に優位である、とい
う想定を置くことでこれを説明している、と読むことも可能であろう。なお、このような理解はしばしば言われる「議論の探求的
側面」 (沢村 [9, p. 409]) との整合性からも一つの有望な立場であるように思われる。
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である。例えば、lg と le との間に価値的な優劣が成立し、le が lg に優位しているとしよう。このとき、事例

2.12で想定したような Πe の Πg に対する攻撃は、それぞれの論証の前提に含まれる法規範の間に成立する価

値的な優劣によって規定されている、と考えることによって説明することができる*11。第二の候補は、それ

ぞれの論証が基礎とする規範の構造に関する思考である。例えば、lg と le それぞれの要件に注目してみると、

le の要件 p1 ∧ p2 は、lg の要件 p1 を含意している。このとき、事例 2.12で想定したような Πe の Πg に対す

る攻撃は、それぞれの論証の前提に含まれる法規範の要件どうしの間に成立する含意関係によって規定されて

いる、と考えることによって説明することができる*12。

4 法的推論の阻却可能性

4.1 真理保存性の欠如

さて、本推論システムには一つの大きな特徴がある。

すでに述べたとおり、命題論理においては論証の構築可能性は直ちに結論の導出可能性を意味している。こ

れに対して、本推論システムにおいては両者を区別し、その間に議論意味論に基づく論証の選抜過程を追加し

た。この結果として、本推論システムにおける導出の概念は、命題論理をはじめとした通常の論理体系がそう

であるのとは異なって真理保存的な推論には一致しない。ここで真理保存的な推論とは前提の真理性が結論へ

と転移するような推論のことであるが、前提が真であるときに導出される結論が偽であるというようなことが

ないとき、導出はこのような推論と一致する。

例えば事例 2.12を見てみよう。本報告で提案した推論システムの下では前提 {p1, lg}からは p3 が導出され

る。しかし、前提 {p1, p2, lg, le}からは ¬p3 が導出される*13。このとき、前者の推論において表現されてい

る推論が真なる命題から真なる命題を導出するようなものだったと想定したとしても、後ろの推論において表

現されている推論が真なる命題から真なる命題を導出するようなものだったと想定したとしても、どちらかの

タイミングでこの推論システムは真なる命題から偽なる命題を導出しているということになる。すなわち、こ

の本推論システムは、前提に含まれる論理式のすべてが真であったとしても偽でありうるような結論を導出し

てしまうようなものなのである。したがって、本推論システムにおける導出は真理保存的な推論を表現してい

ない、ということになる。

上に見たように、真理保存的な推論はいかにも望ましい推論の典型である。本推論システムはこのような推

論に一致しないから、その意味で欠陥を抱えたものだといえる。

4.2 真理保存的な推論の欠陥

では、このような欠陥を避けて真理保存的な推論 (例えば命題論理で表現されるような推論) の範囲内で法

的推論を取り扱うことはできないのだろうか。本推論システムの導出関係と論証の構築可能性とを切り離すと

いうアイデアは事例 2.6において示したような問題を避けるために導入されたものであったが、この問題を真

理保存的な推論の範囲内で回避するためのの方法が実は 1つ存在する。それは、lg の前件を p1 から p1 ∧ ¬p2

*11 このように考えるものとして、例えば陶久 [14, p. 9]が挙げられる。
*12 このように考えるものとして、例えば安藤 [7, p. 263]や Prakken [4, p. 160]など。また、このうち前者が明確に指摘する通り、
このような対応は「原則／例外」関係を「特別法は一般法を破る」という法諺によって説明するというアプローチである。実際の民
法に関する文献 (例えば大塚 et al. [6, p. 15]) においても、「原則／例外」関係を「一般法／特別法」関係と同視するものがある。

*13 {p1, p2, le} ⊆ {p1, p2, lg , le} かつ {p1, lg} ⊆ {p1, p2, lg , le}であることに注意せよ。
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へと
、
　強
、
　化するという方法である。しかし、この対策は次のような別の問題を惹起する。

lg の前件を強化した論理式 l′g : p1 ∧ ¬p2 ⇒ p3 を考える。いま、事例 2.6とは異なり、Aが錯誤に陥ってい

るという事情 p2 が
、
　示
、
　さ
、
　れ
、
　て
、
　い
、
　な
、
　いとしよう。すなわち、前提が {p1, l′g, le}であるとする。このとき、lg の前

件を強化した論理式 l′g からは p3 を導くことができない。というのも、l′g から p3 を導く推論規則は l′g のほか

に p1 ∧ ¬p2 が前提から導かれることを要請するが、ここで前提に含まれているのは p1 のみであり、¬p2 は含
まれていないからである。

ここで ¬p2 を積極的に認めるとすれば、前提は {p1,¬p2, l′g, le}へと変化することから、もちろん p3 を導

くことができるようになる。しかし、このような対応が可能なのは事例 2.6が問題を単純化しているからにほ

かならない。事例 2.6においては、lg に対する例外は le ただ一つである。しかし、実際に債務の成否に関連

する規定は現実的に枚挙可能なほどに少ないとは思われず、またそれは明文上の規定であればいざ知らず、暗

黙の (あるいは将来／別の裁判官が認定するような) 例外でさえありうる。このような可能性についてまで十

分に検討し、それらについて否定的あるいは肯定的な判断をしてからでなければ判決が (あるいは法的な判断

が) なしえないのだとすれば、それはあまりに不合理な想定だろう。すなわち、「偽なる事項を信じることは

危険であるかもしれないが、真なる事項を信じないこともまた危険なことかもしれない」*14のである。

もっとも、そのような推論システムは本推論システムにおいて論証の選抜という仕方で実現されていたよう

な、撤回の機構を要求する。というのも、そのような推論システムは「偽なる事項」を信じる危険性を甘受す

るような推論 (すなわち真理保存的ではない推論) なのであるから、一度導出した結論を後に判明した新たな

事情のために撤回したくなるかもしれないからである。このことは、しばしば指摘される法的推論の阻却可能

性 defeasibility という現象についての一つの説明となる。つまり、法的推論は真理保存的な推論が要請する不

合理な想定を拒否するために、その結果として当然に、阻却可能性を持たざるをえないのである。

5 結びに代えて

本報告で導入したシステムは、冒頭で述べたとおり主として計算機科学の領域において開発されてきたもの

であって、十分な哲学的な背景を持つものではない。そのために、法的推論がこのような推論システムによっ

て表現される、という主張の持つ (法) 哲学的な含意は十分に明確なものではなく、本報告のような分析がど

の程度の射程を持つものであるかという点は慎重な検討を要する問題である。本報告の射程を限定するという

意味も込めて、ここでは本報告では解決
、
　さ
、
　れ
、
　て
、
　い
、
　な
、
　い問題を以下 2つ提示する。

5.1 推論の妥当性についての評価基準の問題

第一の問題は、その推論システムにおいて表現される推論の妥当性をどう評価するか、という問題である。

命題論理をはじめとした標準的な論理体系の研究においては、モデル論と証明論とを分離し、前者を意味論

とみなした上で後者を前者によって特徴づける、という仕方で行われることが多い。このようなやり方は、モ

デル論的な発想が真理条件意味論との親和性を持つ*15が故に、その論理体系についての哲学的な解釈を与え

ることが容易になるという利点をも持つ。

しかし、すでに述べたように本推論システムは真理保存性を持たず、このような通常の論理学が開発してき

*14 Nute [3, pp. 151-152]
*15 モデル論とはそれぞれの文に対して真あるいは偽という値 (真理値) を割り当てるような構造 (モデル) を用いて論理体系の分析を
行う領域であるが、この「モデル」は真理条件意味論において文を真あるいは偽にする事実 fact を抽象化したものとみなすこと
ができる。
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た特徴づけのための手法が素直に応用できない。そのため、このような推論システムによって表現される推論

がどのような意味において妥当なのか、それはどういった哲学的な解釈を持ちうるのか、またそれは何故支持

されるのか、等の点については別途検討する必要がある。

5.2 規範的なモデルか、分析のためのモデルか

第二の問題は、その推論システムにおいて表現される推論と実際の我々の推論との関係性の問題である。

本報告では、法的推論を模した一定の形式的な推論システムの分析を通じて、我々の法的推論そのものの性

質を明らかにする、というアプローチを採っている。その意味で、本報告での推論システムの用い方はあくま

でも分析のためのモデルとしての利用であり、またモデルを通じた分析であるから我々の推論そのものの分析

ではないという限界を持つ。

ところで、推論モデルの利用法としてはこのほかにも規範的なモデルとしての利用、つまり「正しい」法的

な判断が従うべき規則を提示するものとしてそれを理解する、という立場が考えられる。このような主張はい

わゆる「法的判断の客観性」を望ましいものと考える立場との関係から一つの望ましい姿勢として受け取られ

ることがあるが、このような主張を受容するとき、例えば次のような主張が可能になるように思われる。

1. 任意の形式的に定義された体系からの帰結を機械は人間よりもよりよく (効率的に・計算間違いするこ

となく) 導出する。

2. 正しい法的な判断はある形式的に定義された体系からの帰結である。

3. 1および 2より、正しい法的な判断を機械は人間よりもよりよく (効率的に・計算間違いをすることな

く) 導出する。

このような反直観的な主張を受容し、規範的なモデルとしてこれらのモデルを利用するべきか*16、あるいは

あくまでも本報告がそうしたように分析のためのモデルとしての利用に留めるべきか、はたまたこの主張を拒

絶しつつも規範的なモデルとしてこれらのモデルを利用する方法があるのか、といった点もまた別途検討を要

する問題である。
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