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はじめに

• 本報告の目標と、取り扱う話題について
• 本報告の構成
• 資料: http://urx3.nu/mnWh
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法的推論の研究と非単調推論



法的推論の伝統的な理解

法的推論の伝統的な理解: 法的推論＝法的三段論法

• 「一般的抽象的な法規範を大前提とし、裁判官によっ
て認定された具体的事実を小前提として、後者を前者
の構成要件に包摂することによって結論を導く」
([亀本 1990, pp. 224-225], [大屋 2006, p. 3])

• ここでいう「包摂」を普遍例化のことだと解釈すると、
これは前件肯定推論 (MP)と普遍例化推論 (UI)の組み
合わさったものだと考えることができる。
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法的推論の伝統的な理解

ざっくりしたイメージ

Killer(a)

∀x(Killer(x) → DeathPenalty(x))

Killer(a) → DeathPenalty(a)

DeathPenalty(a)
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「例外」の問題

「一般的抽象的な法規範」は全称命題の実質含意か？

• 全称命題の実質含意と考えないと、上記のような特徴
付けが（当然）できない

• すべての合意はその合意に含まれる契約の有効性を含
意しているか？

• pacta sunt servanda (「合意は拘束する」)

• ←意思の欠缺 (民 93～95 条) ／意思表示の瑕疵 (96 条) の
可能性

• すべての殺人は実行者に帰せられるべき違法の存在を
含意しているか？

• 刑法 199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは
五年以上の懲役に処する。」

• ←違法性阻却事由 (35 ないし 37 条)／責任無能力者の存在
(39 条 1 項, 41 条) 5



「例外」の問題

「例外」を真面目に取り扱う立場

• 倫理学: [Ross 1930], prima facie duty

• 常識道徳における規範の衝突現象に対する一つの回答
としての「一応の義務 prima facie duty」論

• 法理学: [Hart 1948], 法的な概念の defeasibility

• 法的な概念は 阻却可能 defeasible だから必要十分条件
によって表現できない、と主張

• Austinの議論の法哲学への応用という側面
[Baker 1977, p. 29] [森際 1982, p. 75]

→ のちに撤回 ([Hart 1968])
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「例外」の問題

• 計算機科学: 法的推論の形式的な分析

• ルールベース人工知能の研究領域で活発化 (1980-)

• [Sergot et al. 1986]: 「例外」の表現に関する NAFの有
効性を主張

• 法的推論の重要な特徴の一つ: 「例外」許容性＝非単調
性と考えられるように
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議論意味論



端緒

前提その１: 非単調な推論の研究

• 推論体系の非単調性: S ⊆ S ′ ̸⇔ Th(S) ⊆ Th(S ′)1

• 多様な非単調性の実現方法:

• Default Logic [Reiter 1980]: 「 α が成立しており、 β

と想定して矛盾が生じないならば、その限りにおいて、
γ と推論する」

• Negation as Failure (NAF): 「 α の証明に失敗した場
合、¬α が証明されたものとみなす」

• 新しいものでは Defeasible Logic [Nute 2001]など

これらの関係を考えるための道具立てが必要
1S および S ′ は文集合、Thは含意閉包への関数
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端緒

前提その 2: 法的議論の形式的な分析

• 裁判は一人の人間による推論ではなく、原告／被告
（と裁判官）によって行われる議論である
→ これを形式的に表現したい

• 当初特に念頭に置かれていたもの [Ashley 2017]:

1. 事実認定: 一定の事実の存否について、証拠に基づいて
議論する様

2. 法解釈: 一定の法規範の 妥当性 validity について、様々
な根拠に基づいて議論する様
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非単調推論と議論の関係性？

• 当初の想定: 隣接するが異なる営みについての研究

議論 : 相対立する主張が同時に構築可能な場面
非単調推論 : 撤回されうるような推論

• 気付き: 非単調推論はそれ自体が「相対立する主張が
同時に構築可能な場面」とみなしうる

• 議論のモデルを用いて非単調推論を形式化する、とい
う流れ 2

• [Dung 1995]が与えた議論意味論が非単調推論の基礎を
与える、というのが一つの有力な見解
[若木・新田 2017, p. 11]

2[Baumann 2014]によれば、1980年台から
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極めてシンプルな議論の形式化: AAと AS

• Abstract Argumentation Framework (AA): 主張および主
張の間に成立する攻撃関係のみを用いて「議論」を表
現する枠組

• 議論の枠組み Argumentation Frameworkの定義

• 主張の集合 Aおよび A上の攻撃関係とよばれる二項関
係 R の組 ⟨A,R⟩

• 主張 argumentおよび攻撃関係 attack relationそれ自体
は定義されない (抽象的 Abstractな議論の枠組み)
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極めてシンプルな議論の形式化: AAと AS

• 議論の分析のためのいくつかの概念
1. 無衝突 conflict-free : 主張集合内で相互に攻撃関係が成
立しないこと

2. 受容可能 acceptable : ある主張への攻撃に対してある
主張集合が再反論 (攻撃)を提供できること

3. 許容可能 admissible : 主張集合に含まれるどの主張に
ついても受容可能であること

これらに基づいて、議論を勝ち残る主張の集合が定義さ
れる
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極めてシンプルな議論の形式化: AAと AS

• Argumentation Semantics(AS): 一定の AFに対して、そ
こで勝ち残る主張の集合を与えるもの

• 4種の議論意味論: Preferred, Stable, Ground, Complete

Semantics

• どの意味論を採用するかによって、勝ち残る主張の集
合は変化する
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極めてシンプルな議論の形式化: AAと AS

• それぞれの意味論の下でどの主張が勝ち残るのかは外
延 Extensionによって与えられる

PE : 最大の許容可能な主張集合
SE : 含まれない主張すべてに対して攻撃を提供できる無衝
突な主張集合

GE : 攻撃されない主張の集合に対して受容可能な主張を順
次追加していくことで得られる主張集合

CE : 新たに受容可能な主張が存在しないような無衝突な主
張集合
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非単調推論と議論の枠組み

主要な非単調推論の体系は、AFの Instanceとして解釈で
きる

• [Dung 1995] では、Reiter流の DL、Pollockの帰納論理,

Logic Programmingなどを Dungの AFとして解釈する
ことができることが示されている

• AFとして解釈される非単調推論の体系に対しては、議
論意味論による解釈が与えられる

例) Default Theoryを AFとして解釈した場合、その帰結は
Stable Extension によって与えられる。
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法的推論の形式体系



構造化された議論の枠組み

基本方針: [Dung 1995]において未定義とされていた
argumentに構造を与える

• メリット: 通常の Formal Systemの延長線で議論がで
きる

• 構造化された議論の枠組み Structured Argumentation

Framework

• [Prakken 2010]の ASPIC+

• [Bondarenko et al. 1997], [Dung et al. 2009]の ABA

• 本報告で提案するものは [Prakken 2010]を簡素化した
もの。
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論証の定義

• 説明の簡素化のため、適当な命題論理の体系 L−を想定
し、L−の基本記号に法規範を表現するための記号 ⇒
を追加したものを体系 Lの言語とする。

• また、 L− の推論規則に対して、法的三段論法を表現
する推論規則 ϕ, ϕ⇒ ψ/ψ (LMP)を追加したものを体
系 Lの推論規則とする。

17



論証の定義

定義 1 (論証)
理論 T を体系 Lの言語の部分集合とする。このとき、理論
T を葉とした体系 Lの推論規則によって構築されるような
論証の集合 Aを、理論 T から構築可能な論証の集合と
する。

• [Dung 1995]において主張 argumentといわれていたも
のに対して推論図に相当する構造を与える
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導出関係の定義

定義 2 (議論の枠組み)
理論 T から構築可能な論証の集合 Aおよび A上の任意の二
項関係 R を考える。理論 T に対応する議論 FT は、組
⟨A,R⟩である。

定義 3 (導出)
理論 T に対応する議論 FT において意味論 S の下で勝ち残
る論証の集合を E とする。理論 T からの導出とは、E に含
まれるそれぞれの論証が結論として持つ文の集合である。

• 理論 T からの導出は、理論 T に対応する議論 FT を介
して定義される。
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実例

• 理論 T を {f1, lg , le}とする。ただし、それぞれは次の
ような事柄を意味するものとする。

f1 売り主と買い主の間での合意が認められている
f2 合意に錯誤が認められる
e 売り主の買い主に対する代金支払請求権が認められる
lg f1 ⇒ e すなわち、申込みと承諾があった場合には代金
支払請求権が認められる

le f1 ∧ f2 ⇒ ¬e すなわち、申込みと承諾があった場合で
も、そこに錯誤があったなら、代金支払請求権は認め
られない

• 要するに、理論 T は錯誤が認定されていない通常の契
約の場面を表現している。
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実例

• 理論 T からは次の論証 Πg が構築される。

f1 f1 ⇒ e
e

• 論証 Πg は他の論証からの攻撃を受けないため、理論
T からは e が導出される。
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実例

• 理論 T ′ = T ∪ {f2}を考える。
• 理論 T ′は、契約に際して錯誤が認定された場面を表現
している。

• 理論 T ′においては、論証 Πg に加えて以下の論証 Πe

が構築できる。

f1 f2
f1 ∧ f2 f1 ∧ f2 ⇒ ¬e

¬e
• Πg と Πe とは真逆の結論 (e と ¬e)をそれぞれ導く
→ 適切な攻撃関係が定義できれば、「例外」が表現で
きたことになる！
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攻撃関係？

• 攻撃関係を定義するための候補: 法諺 Canons of

Constitution

• よく知られたものとしては以下のものがある [Ashley

2017, p. 144]

• 特別法優越原理 Lex Specialis

• 上位法優越原理 Lex Superior

• 後法優越原理 Lex Posterior

• ここでは特別法優越原理を利用する。
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実例

アプローチ: 論証の前提となる事実の数がより多ければ多
いほど「特別」だと考える [Prakken 1997]

定義 4 (特別な論証)
論証 Π1,Π2の前提群のうち⇒を含まない前提の集合をそ
れぞれ F1,F2とし、F1 ⊆ F2であるとする。このとき、論証
Π2は論証 Π1よりも特別である、という。

定義 5 (特別法優越原理 Lex Specialis)
論証 Π2を、ある論証 Π1よりも特別であって、結論が Π1

と矛盾するような論証とする。このとき、論証 Π2は論証
Π1を攻撃する。

24



実例

f1 f1 ⇒ e
e

f1 f2
f1 ∧ f2 f1 ∧ f2 ⇒ ¬e

¬e

• Πg と Πe は結論が矛盾する

• Πe のほうが Πg よりも特別

→ Πe から Πg への攻撃が成立する！

• Πg の帰結 e は阻却され、Πe の帰結 ¬e のみが導出さ
れる
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実例
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f1 f2
f1 ∧ f2 f1 ∧ f2 ⇒ ¬e
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実例

f1 f1 ⇒ e
e

f1 f2
f1 ∧ f2 f1 ∧ f2 ⇒ ¬e

¬e

• Πg と Πe は結論が矛盾する

• Πe のほうが Πg よりも特別
→ Πe から Πg への攻撃が成立する！

• Πg の帰結 e は阻却され、Πe の帰結 ¬e のみが導出さ
れる
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法哲学的な含意



例外の役割

• 「例外」に関する否定的な見解: 法的推論の不十分性の
現れにすぎない 3

• 「例外」は本当に欠陥なのか？

3cf. [Dworkinほか 2003, p. 18]
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例外の役割

• 「例外」を拒否すると前件が長大なものになる
例) lg : f1 ⇒ e は、l ′g : f1 ∧ ¬f2 ⇒ e となる必要
• 前件が長いということは、結論を導くために必要な事
情が多いということ

• 相互に矛盾する論証が構築可能であるほうが簡便
([西村 2018])
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規範的なモデル？

• この推論モデルの帰結と我々の実際の判断がズレた場
合には、その判断はどう取り扱われるべきか

• 「法的三段論法」モデルの魅力: 規範的なモデルとして
の働き
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従われるべきモデルとしての「法的三段論法」

• いかなる判断が、法的に正当な判断とされるべきか
• 「法的三段論法」モデルの魅力

• 様相保存性というよい性格: それに従えば推論の「まと
も」さが与えられる
[安藤 2017, pp. 255-256]

• 法的判断の正統性についての限定的規約主義モデル
[大屋 2006, p. 4]
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規範的なモデル？

• 「法的三段論法」に限定されない Formalなモデルの
魅力

• 第三者がその判断の経路を追うことができる (検証可
能性)

• 結論が判断主体によって左右されない (客観性)

• 本報告で提示したようなモデルも、このような意味で
「魅力的」かもしれない
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規範的なモデル？

• 「人工知能」という研究領域
→ 実際に実行させる？

• 「Formalなモデルの魅力」と人工知能の研究を合体さ
せた主張: [駒村 2017, p. 63]

• 「そもそも「法の支配」が「人の支配」 を退けるため
のものであったことを考えると、「AIの支配」もまた
「人の支配」を退ける点では同じであるばかりでなく、
「法の支配」を半ば独占してきた裁判官もまた人である
わけであるから、「人の支配」を完遂するには「AIの支
配」の方が徹底しているとさえ言い得る。」
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規範的なモデル？

• ある正当化された推論モデルの帰結と我々の実際の判
断がズレた場合には、その判断は是正されるべきか

Yes: ならば、機械化したほうがよいのではないか
No: なぜ、正当化されたモデルの帰結よりも我々の実際の

判断のほうが優越しなければならないのか
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