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はじめに
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論理学者レイモンド・スマリヤンが考案した，いつも本当
のことを言う騎士と、いつも嘘をつく悪漢だけが住む島
で，その島の住民に質問をするという状況でのさまざまな
論理パズルと，これをさらに一般化にした状況においても
望みの情報を住民から聞き出すことができるネルソン・
グッドマンの原理を紹介する．



騎士と悪漢の島
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アバクロンビーは人類学者で，嘘つきと正直者の論理と
社会学に興味をもっている．ある日，彼はさまざまな嘘つ
きと正直者が暮らしている一群の島を訪れることにした．

騎士はいつも本当のことを言い，悪漢はいつも嘘をつ
く．そして，島の住民は騎士かまたは悪漢のどちらかで
ある．



1.古典的問題
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ある日，アバクロンビーは 3人の住民A，Bおよび Cに
遭遇した．

まずAに「あなたは騎士か，それとも悪漢か」と尋ね
た．しかし，Aの答えは不明瞭だったので，何と答えたの
かアバクロンビーにはわからなかった．

そこで，アバクロンビーはBに「Aは何と答えたのか」
と尋ねた．Bは「彼は，自分は悪漢だと答えた」と答えた．

そのとき，Cが声を荒げて「Bの答えを信じるな！それ
は嘘だ！」と言った．

さて，Cは騎士か，それとも悪漢か．



解答1
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この島の住民が自分は悪漢だと主張することはありえ
ない．

なぜなら，騎士は決して嘘をつかないので自分は悪漢だ
と言うことはなく，そして悪漢も自分が悪漢だとは決して
認めないからだ．つまり，この島の住民が自分は悪漢だと
主張することは決してない．

このことから，Aが自分は悪漢だと述べたと言うBは
嘘をついている．したがって，Cの主張は真になる．つま
り，Bは悪漢で，Cは騎士となる．しかし，Aが騎士かど
うかはわからない．なぜなら，彼が実際に何と述べたのか
はわからないからである．



2.その変形
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別の話では，アバクロンビーは，Aに彼が騎士かどうか
とは尋ねなかった．なぜなら，アバクロンビーは，Aが何
と答えるか予め知っていたからである．

かわりに，アバクロンビーはAに 3人の中に悪漢は何人
いるかと尋ねた．前問と同じようにAの答えは不明瞭だっ
たので，アバクロンビーはBにAが何と答えたのか尋
ねた．

するとBは，3人の中に悪漢は二人だけだとAは答えた
と言った．

そこで，Cは，前問と同じくBが嘘をついていると主
張した．さて，Cが騎士かどうかを決定することができ
るか．



解答2
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前問では，Cが話す以前にBが嘘をついていることが
わかるので，Cが有効な役割を演じておらず，問題として
美しさに欠ける．本問のよい点は，Cの発言を聞くまで
は，Bが悪漢かどうかはわからないという点である．

CはBが嘘をついていると言っているので，CはBと
同種ではない．Bが本当のことを言っているならば Bが
嘘をついているというCの発言は嘘となり，一方，Bが
嘘をついているのならば Cの発言は真実となる．このこ
とから，二人の住民BとCのうち，一人は騎士で，もう
一人は悪漢となる．



解答2(続き)
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さて，3人の中に悪漢は二人だけだと本当にAは言った
のか．BとCは同種でないとわかっているので，Aがこう
言うことはできない．

なぜなら，Aが騎士ならば，悪漢はBまたは Cのどち
らか一人だけとなり，Aは嘘をついて悪漢が二人いると言
うことはできない．

一方，Aが悪漢ならば，3人の中に悪漢は（Bまたは C

のどちらかとAの）二人いることになり，悪漢であるA

が本当のことを言うはずはないからである．

つまり，AはBが主張したように言うことは決してな
い．したがって，Bは悪漢で，Cは騎士となる．



3.二人の住民
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アバクロンビーは，二人の住民Aおよび Bに出会った．
Aは「私たちは二人とも悪漢だ」と言った．

Aは騎士か，それとも悪漢か．また，Bは騎士か，それ
とも悪漢か．

このような状況は起こりうるのか．

この島の住民は誰も自分が悪漢と主張しないことを証
明したのだから，自分は悪漢だと主張できない住民が，ど
うして二人とも悪漢だと主張できるのか．



解答3
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あきらかにAは悪漢である．

なぜなら，Aが騎士ならば，彼は，彼および Bが二人と
も悪漢であるという嘘の主張をすることはできないからで
ある．Aが悪漢なので，彼の主張は嘘で，AとBの両方と
もが悪漢とはなりえない．したがって，Bは騎士である．

つまり，Aは悪漢で，Bは騎士となる．



考察
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Aはもちろん自分が悪漢だと言うことはできないが，そ
れにもかかわらず，Bが騎士であることによって，Aは二
人とも悪漢だという嘘の主張ができる．

実際，Aは「Bは悪漢で，私も悪漢だ」と言うことはで
きるが，「Bは悪漢だ」に続けて「私は悪漢だ」と別個に
主張をすることはできない．なぜなら二つ目の主張は正し
いからである．

正直者が二つの命題の連言（両方の命題が真であると
いう発言）を主張できるときには，彼はそれぞれの命題を
別個に主張することができる．しかし，いつも嘘をつく者
にはそのようなことができない．



4.この住民の名前は？
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また別のとき，アバクロンビーは，ある住民に出会っ
た．アバクロンビーは，彼の名前がポールかソールのどち
らかだかは覚えていたが，そのどちらだかは思い出せな
かった．アバクロンビーが彼に名前を尋ねると，その住民
は「ソールだ」と答えた．

このことからその住民が騎士かどうかは断定できない
が，それを非常に高い確率で見分けることができる．さ
て，どのようにして見分けることができるか．



解答4

13 / 81

彼の名前がソールでなければ，彼が嘘をついて，まさに
アバクロンビーの考えていたその名前を答えるというこ
とは，まず起こりえない．

つまり，かなりの確率で，彼は本当にソールという名前
で，したがって彼は騎士である．



5.ネルソン・グッドマンの原理
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あなたは，騎士と悪漢の島に金貨が埋蔵されているとい
う噂を耳にして，その島を訪れたとする．あなたは，島の
住民に会って，本当に埋蔵金があるのかを彼から聞き出し
たいのだが，彼が騎士かどうかはわからない．あなたは，
彼に「はい」か「いいえ」で答えられる質問を一つだけ尋
ねることが許されている．

あなたは何と質問をすればよいか．



解答5
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うまくいく質問は「あなたは，この島に埋蔵金があると
主張する種族か（あなたは，この島に埋蔵金があると聞く
と『はい』と答えるか）」である．

彼に埋蔵金がこの島にあるかどうかを尋ねるのではな
く，この島に埋蔵金があると主張する種族かどうかを尋
ねるのだ．



解答5(続き)
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住民の答えが「はい」であれば，彼が騎士であっても悪
漢であってもこの島に埋蔵金があるはずだ．

住民が騎士だとする．すると，実際には彼はこの島に埋
蔵金があると主張する種族となる．そして騎士はそう主張
する種族なのだから，それは真実でなければならない．

一方，住民が悪漢だとする．すると，実際には彼はこの
島に埋蔵金があると主張する種族ではない．そこで，この
島に埋蔵金がないならば，彼は嘘をついて島に埋蔵金があ
ると主張するであろう．つまり，この島に埋蔵金はあるは
ずである．



解答5(続き)
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このようにして，彼が騎士であっても悪漢であっても，
彼が「はい」と答えれば，この島に埋蔵金があることに
なる．

同様にして，彼が「いいえ」と答えたならば，彼が騎士
であっても悪漢であってもこの島に埋蔵金はないことがわ
かる．

（あとでわかるように）次の形式の質問のほうがある意
味でより望ましい．

「この島に埋蔵金があるとき，そしてそのときに限り，
あなたは騎士か」



6.その変形
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すべての騎士は一つの村に住み，すべての悪漢はまた別
の村に住んでいるとする．あなたは，一方の道は騎士の村
へと続き，もう一方の道は悪漢の村へと続く分岐にいる．
あなたは，騎士の村に行きたいのだが，どちらの道が正し
い道かわからない．その分岐には一人の住民が立ってい
て，あなたは彼に「はい」か「いいえ」で答えられる質問
を一つだけ尋ねることができる．

その質問をみつけることができるか．



解答6
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「あなたの村へ行くには左の道を選べばよいか」と尋ね
ればよい．

彼が「はい」と答えたとする．彼が騎士ならば，左の道
は本当に彼の村である騎士の村に続く道である．彼が悪漢
ならば，左の道は彼の村である悪漢の村へと続く道ではな
い．つまり，左の道は，騎士の村へと続く道である．

こうして，どちらの場合でも，「はい」という答が得ら
れたならば，左の道を選ぶべきである．



解答6(続き)
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一方，彼が「いいえ」と答えたとする．彼が騎士なら
ば，左の道は本当に彼の村に続く道ではない．つまり，右
の道が彼の村である騎士の村に続く道である．彼が悪漢な
らば，左の道は彼の村である悪漢の村に続く道である．
（なぜなら彼はそうではないと言ったのだから．）すると，
やはり右の道が騎士の村に続く道となる．

こうして，どちらの場合でも，「いいえ」という答がえ
られたならば，右の道を選ぶべきである．



7.双子の兄弟
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アーサーとロバートは，双子の兄弟で外見からは区別で
きない．二人のうちの一方は必ず嘘をつき，もう一方は必
ず本当のことを言う．しかし，アーサーとロバートのどち
らが嘘つきなのかはわからない．

ある日，この二人のうちの一方に会ったとき，彼がアー
サーなのか，それともロバートなのかを知りたいと考え
た．ここでも，あなたは彼に「はい」か「いいえ」で答え
られる質問を一つだけすることができる．

何と質問すればよいか．



解答7
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「アーサーは正直か」と尋ねればよい．

アーサーに尋ねれば，彼が正直でも嘘つきでも，確かに
アーサーは正直であると言う．そして，ロバートに尋ねれ
ば，アーサーは正直でないと言う．なぜなら，ロバートが
正直ならば，アーサーは正直ではないので，ロバートは
アーサーは正直でないと本当のことを言い，ロバートが嘘
つきならば，アーサーは正直なので，ロバートはアーサー
は正直でないと嘘をつくからである．

つまり，彼の答えが「はい」ならば彼はアーサーで，「い
いえ」ならば彼はロバートである．



8.その変形

23 / 81

前問の兄弟の一人に会ったときに，彼がアーサーかロ
バートのどちらであるかではなく，アーサーかロバートの
どちらが正直者かを知りたいとすると，「はい」か「いい
え」で答えられるどのような質問をすればよいか．



解答8
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アーサーが正直かどうかを見分けるには，「あなたは
アーサーか」と尋ねればよい．

彼が「はい」と答えたとする．その答えが本当ならば，
彼は本当にアーサーで，アーサーが正直に答えたのである
から，アーサーは正直である．

一方，その答えが嘘ならば，彼はアーサーではなくロ
バートとなり，ロバートが嘘をついたのであるから，やは
りアーサーは正直となる．

したがって，彼の答えが「はい」ならば，正直なのは
アーサーである．



解答8(続き)
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次に，彼が「いいえ」と答えたとする．その答えが本当
ならば，彼はロバートで，ロバートは正直となる．

一方，その答えが嘘ならば，彼はアーサーで，アーサー
は嘘つきであるから，やはりロバートは正直となる．した
がって，彼の答えが「いいえ」ならば，正直なのはロバー
トである．

つまり，答えが「はい」ならば，正直なのはアーサー
で，「いいえ」ならば正直なのはロバートである．



対称性
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問題 7と問題 8は，互いに対称的な関係にある．

彼がアーサーかどうかを知るためには，アーサーが正直
かどうかを尋ねればよい．一方，アーサーが正直かどうか
を知るためには，彼がアーサーかどうかを尋ねればよい．

つまり，二つの質問「アーサーは正直か」および「あな
たはアーサーか」は，一方を尋ねるともう一方に対する答
が得られるという関係にある．



9.欲張りな質問
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「はい」か「いいえ」で答えられる一つの質問だけで，
彼がアーサーかロバートのどちらであるかと，彼が正直者
か嘘つきのどちらであるかの両方がわかるようなものが
あるか．



解答9
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そのような質問は不可能である．

次の 4通りの可能性がある:

1. 彼はアーサーで正直

2. 彼はアーサーで嘘つき

3. 彼はロバートで正直

4. 彼はロバートで嘘つき

しかし，一つの質問に対しする答えは，はいといいえの
2通りしかない．この 2通りの答によって 4通りの場合を
区別することはできない．



10.スパイ侵入！
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この島にスパイがこっそりと侵入した．スパイは騎士で
も悪漢でもないので，いつも自分の都合のよいように振る
舞い，ときには嘘をつき，ときには本当のことを言う．

スパイが二人の友達といっしょにいるところを逮捕され
て審問にかけられた．その二人の友達のうち一人は騎士
で，もう一人は悪漢だが，誰が騎士で，誰が悪漢で，誰が
スパイなのかわからない．

彼らに「はい」か「いいえ」で答えられる二つの質問だ
けで誰がスパイかわかるか．（必ずしも三人の中の一人だ
けに二つの質問をする必要はない．）



解答10
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最初の質問で三人のうちの誰がスパイでないかをみつ
ける．そのため，Aに「あなたは，Bがスパイだと主張で
きる種族か」と尋ねる．

Aが『はい』と答えたとすると，Aがスパイでなけれ
ば，ネルソン・グッドマンの原理を適用することができ，
Bがスパイとなる．この場合，Cはスパイではない．ま
た，Aがスパイならば，もちろん Cはスパイではない．

つまり，Aがスパイであろうがなかろうが，Aの答えが
『はい』ならば，Cはスパイではない．

Aが『いいえ』と答えた場合も同じように考えると，B

はスパイではないことがわかる．これで，一つ目の質問で
誰がスパイでないかをみつけることができた．



解答10(続き)

31 / 81

たとえば，Bがスパイでないことがわかったとする．そ
のときは，Bに対してネルソン・グッドマンの原理を使っ
て，Bに「あなたは，Aがスパイだと主張できる種族か」
と尋ねる．Bが「はい」と答えたならば，Aがスパイとな
る．Bが「いいえ」と答えたならば，Cがスパイとなる．

一つ目の質問でCがスパイでないとわかったならば，
次の質問はCに対して行い，Cの答えが「はい」ならば A

がスパイとなり，そうでないならば Bがスパイとなる．



11.メタパズル
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ある日，アバクロンビーは，アンドリューとバーナード
という名前の二人の兄弟に出会った．アンドリューが「私
たちは二人とも騎士だ」と言った．そこでアバクロンビー
がバーナードに「それは本当か」と尋ねると，バーナード
は「はい」または「いいえ」のどちらかを答えた．その答
えをきいたアバクロンビーは，二人がそれぞれ騎士かどう
かがわかった．

この時点で，読者には，二人がそれぞれ騎士かどうかを
知るために十分な情報が与えられている．二人はそれぞれ
騎士か，それとも悪漢か．



解答11
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バーナードが「はい」と答えたのならば，二人はともに
騎士か，またはともに悪漢かのどちらかである．アバクロ
ンビーはそのどちらであるかを知ることはできない．

しかし，実際にはアバクロンビーはそれを知りえたのだ
から，バーナードは「いいえ」と答えてアンドリューの主
張と矛盾し，二人がともに騎士とはなりえないことを示し
たのである．

そして，バーナードの主張は実際に正しく，したがって
バーナードは騎士で，アンドリューは悪漢である．



12.女性の騎士と悪漢
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男性の騎士は本当のことを言い，男性の悪漢は嘘をつく
のに，女性はそれとは正反対となる．つまり，女性の悪
漢は本当のことを言い，女性の騎士は嘘をつく．

アバクロンビーは「はい」か「いいえ」で答えられる質
問を一つするだけで，覆面をしたこの島の住民が男性か女
性かを判別しなければならない．住民は（声から性別を判
別されないように）その答を黒板に書く．

さて，なんと質問をすればよいか．



解答12
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「あなたは騎士か」と尋ねればよい．

これに対して，男性は「はい」と答える．（男性の騎士
は正直にそう答え，男性の悪漢は嘘をついてそう答える．）
一方，女性は「いいえ」と答える．（女性の悪漢は正直に
そう答え，女性の騎士は嘘をついてそう答える．）

したがって，「はい」という答が得られればその住民は
男性で，「いいえ」という答が得られればその住民は女性
となる．



13.秘密の符牒

36 / 81

次の島の住民は，秘密の符牒を用いて「はい」か「いい
え」を答える．

住民は，それぞれ 2枚の札を携帯している．その 1枚は
赤札で，もう1枚は黒札である．その札の一方は「はい」
を意味し，もう一方は「いいえ」を意味するが，どちらの
札がどちらを意味するかはわからない．

ある住民に「赤札は「はい」を意味するのか」と尋ねる
と，住民は赤札を見せた．このことから，赤札がどちらを
意味するのか演繹できるか．また，この住民が騎士かどう
かを演繹できるか．



解答13
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赤札がどちらを意味するのかを判別することはできな
いが，その住民は騎士でなければならない．

赤札が「はい」を意味するならば，この住民は，赤札が
「はい」を意味することを赤札を見せることで肯定し，そ
の肯定は正しいのだから，この住民は騎士である．

一方，赤札が「いいえ」を意味するならば，この住民は，
赤札が「はい」を意味することを赤札を見せることで否定
し，その否定は正しいのだから，この住民は騎士である．

こうして，赤札が「はい」を意味しても「いいえ」を意
味しても，この住民は騎士でなければならない．



14.「はい」を意味する札は？

38 / 81

赤札と黒札のどちらが「はい」を意味するのかを知りた
いならば，「はい」か「いいえ」で答えられるどんな質問
をすればよいか．



解答14

39 / 81

「あなたは騎士か」と質問すればよい．

この質問に対して騎士も悪漢も肯定的に答えるので，そ
の時に見せられた札が「はい」を意味する．



15.騎士か悪漢か

40 / 81

その住民が騎士かどうかを知りたいならば，「はい」か
「いいえ」で答えられるどんな質問をすればよいか．



解答15

41 / 81

「赤札は『はい』を意味するのか」と質問すればよい．

住民が赤札を見せれば，その住民が騎士であることはす
でにわかっている．同じように考えると，住民が黒札を見
せたときにその住民が悪漢であることがわかる．



16.赤札を出させる質問

42 / 81

赤札と黒札がそれぞれどちらを意味するのか知ること
なく，住民が必ず赤札を見せることになる，「はい」か「い
いえ」で答えられる質問は．



解答16

43 / 81

そのうちの一つは「あなたは騎士で赤札は「はい」を意
味するか，またはあなたは悪漢で赤札は「いいえ」を意味
するかのどちらかか」である．

この質問によって，次の二つの選択肢のどちらか一方が
成り立つかを尋ねている．

1. あなたは騎士で赤札は「はい」を意味する．

2. あなたは悪漢で赤札は「いいえ」を意味する．



解答16(続き)

44 / 81

赤札が「はい」を意味するとする．彼が騎士ならば，こ
の二つの選択肢の一方（(1)）が成り立つので，この質問
に対して騎士は正しく肯定し（「はい」を意味する）赤札
を見せる．一方，彼が悪漢ならば，この二つの選択肢はど
ちらも成り立たないので，この質問に対して悪漢は赤札を
見せて「はい」と嘘をつく．こうして，赤札が「はい」を
意味するならば，騎士も悪漢も赤札で答える．

次に，赤札が「いいえ」を意味するとする．彼が騎士な
らば，この二つの選択肢はどちらも成り立たないので，こ
の質問に対して騎士は赤札を見せて「いいえ」と正直に答
える．一方，彼が悪漢ならば，この二つの選択肢の一方
（(2)）が成り立つので，この質問に対して悪漢は赤札を見
せて「いいえ」と嘘をつく．

つまり，赤札がどちらを意味しても，そしてこの住民が
騎士であっても悪漢であっても，彼は赤札を見せる．



イカれている?それともマトモ?

45 / 81

その島のすべての住民は完璧に正直，つまり自分が信じ
ることをいつも正直に話すのだが，島の住民の半分はまっ
たくイカれていて，彼らが信じることはすべて間違ってい
る．（彼らは，すべての偽な命題を信じている．）

残りの半分の住民はまったくマトモで，彼らの分別は正
確であり，彼らの信じることはすべて正しい．（彼らは，
すべての真な命題を信じている．）



17.イカれていると信じられるか

46 / 81

この島の住民が「私は自分がイカれていると信じる」と
言うことは可能だろうか．



解答17

47 / 81

マトモな人は自分がマトモだと知っているので，自分が
イカれているとは信じず，イカれた人は自分はマトモだと
間違って信じるので，自分がイカれているという正しい事
実を信じない．

したがって，自分がイカれていると信じる住民はい
ない．

イカれた人は自分がイカれていると信じないので，彼が
イカれていると信じるということは偽である．しかし，彼
は偽の命題を信じるので，これもまた信じる．つまり，彼
は自分がイカれていると信じると信じる．



解答17(続き)

48 / 81

こうして，彼は，自分がイカれていると信じないにもか
かわらず，自分はイカれていると信じると信じる．

イカれた住民に「あなたはイカれているか」と尋ねれ
ば，もちろん彼は「いいえ」と答えるが，彼に「あなたは
自分がイカれていると信じるか」と尋ねれば，彼は「は
い」と答える．（なぜなら，彼は，自分がイカれていると
本当は信じていないからである．）



考察

49 / 81

実際には，イカれた人は，どんな真の命題も信じない
が，自分はその命題を信じると信じる．逆に，イカれた人
が自分は信じると信じることはどれも正しい．（もちろん，
マトモな人が自分は信じると信じることはどれも正しい．）

したがって，住民はイカれていてもマトモでも，彼が信
じると信じることはどれも正しい．また，ある住民が自分
はある命題を信じないと信じるならば，その命題は偽でな
ければならない．



18.ネルソン・グッドマンの原理

50 / 81

この島では，どのようなことであれ望みの情報を聞き出
すことのできる，より自然に聞こえる「はい」か「いい
え」で答えられる質問がある．

たとえば，ある住民が既婚からどうかを知るための，比
較的自然に聞こえる質問とは．



解答18

51 / 81

「あなたは，自分が既婚であると主張する種別か」とい
う質問は，これまでの島と同様にこの島でもうまくいく．
しかしながら，この島では，単に「あなたは自分が既婚だ
と信じるか」と質問するだけでよい．

この質問の答えが「はい」ならば，彼は自分が既婚だと
信じると信じるので，実際に彼は既婚となる．この質問の
答えが「いいえ」ならば，彼は自分が既婚だと信じないと
信じるので，彼は未婚となる．



19.

52 / 81

アバクロンビーはアーサーとリリアンのスミス夫妻に
会った．アーサーだけが発言し，それは「私の妻は，私が
イカれていると彼女は信じると私は信じると言ったこと
がある」であった．

アーサーまたはリリアンについて何がわかるか．

（ヒント：アーサーがマトモだとして矛盾を導く．）



二重の厄介さ

53 / 81

この島では，それぞれの住民は騎士かまたは悪漢のどち
らかである．しかし，住民の半数はイカれていて間違った
信念だけをもち，残りの半数はマトモで正しい信念だけを
もつ．

したがって，それぞれの住民は次の四つの種別のいずれ
かになる．

■ マトモな騎士

■ イカれた騎士

■ マトモな悪漢

■ イカれた悪漢



20.マトモか?イカれているか?

54 / 81

この島の住民がマトモかどうか知りたいとき，「はい」
か「いいえ」で答えられる一つだけの質問とは．



解答20

55 / 81

とくに単純な質問は「あなたは騎士か」である．

マトモな騎士は正しく「はい」と答える．

マトモな悪漢は「はい」と嘘をつく．

イカれた騎士は「いいえ」と間違いを答える．

イカれた悪漢は正しく「いいえ」と答える．

こうして，マトモな住民は「はい」と答え，イカれた住
民は「いいえ」と答える．



21.騎士か?悪漢か?

56 / 81

この島の住民が騎士かどうかを判別したいとき，「はい」
か「いいえ」で答えられる一つだけの質問とは．



解答21

57 / 81

「あなたはマトモか」と尋ねればよい．

前問と同じく場合分けによる分析を行うと，騎士は（マ
トモであってもイカれていても）「はい」と答え，悪漢は
「いいえ」と答える．

ここにも見事な対称性がみられる．マトモかどうかを判
別するには騎士かどうかを尋ね，騎士かどうかを判別する
にはマトモかどうかを尋ねればよい．



22.「はい」と答えさせる質問

58 / 81

この島の住民に「はい」と答えさせるには，「はい」か
「いいえ」で答えられるどんな質問をすればよいか．



解答22

59 / 81

真の発言を行い質問に正しく答える住民を信頼でき
る住民といい，そうでなければ信頼できない住民という
ことにする．

マトモな騎士およびイカれた悪漢は信頼できる住民で
ある．イカれた騎士およびマトモな悪漢は信頼できない住
民である．

「はい」という答えが得られることが保証される質問は
「あなたは信頼できるか」，または「あなたはマトモな騎
士かまたはイカれた悪漢か」である．

この質問に，信頼できる住民は「はい」と正しく答え，
信頼できない住民は「はい」と嘘を答える．



23.ネルソン・グッドマンの原理

60 / 81

「はい」か「いいえ」で答えられる一つの質問だけで，
どのようなことであれ望みの情報を聞き出すことがで
きる．

たとえば，この島に埋蔵金があるかどうか知りたいと
き，「はい」か「いいえ」で答えられるどんな質問をすれ
ばよいか．



解答23

61 / 81

うまくいく質問のひとつは，「あなたは，自分がこの島に
埋蔵金があると信じていると主張できる種別か」である．

また別のうまくいく質問は「あなたは，自分がこの島に
埋蔵金があると主張できる種別だと信じるか」である．

しかし，もっと巧妙で単純な質問は，「この島に埋蔵金
があるとき，そしてそのときに限り，あなたは信頼できる
か」である．



統一原理

62 / 81

1. すべての住民は騎士または悪漢のどちらかである．

2. 男性の騎士は本当のことを言い，男性の悪漢は嘘をつ
くが，女性の騎士は嘘をつき，女性の悪漢は本当のこ
とを言う．

3. 半数の住民はイカれていて間違ったことだけを信じ，
残りの半数はマトモで正しいことだけを信じる．

4. 「はい」か「いいえ」で答えられる質問に対して，赤
札または黒札を見せることで答える．これらの札の一
方は「はい」を意味し，もう一方は「いいえ」を意味
する．しかし，どちらの札がどちらを意味するのか
は，住民ごとに異なる．



24.ネルソン・グッドマンの原理

63 / 81

この島にも，ネルソン・グッドマン型の原理はあるか．
つまり，「はい」か「いいえ」で答えられる一つの質問だけ
で，どのようなことであれ望みの情報を聞き出すことがで
きるか．

たとえば，あなたがこの島を訪れて，この島に埋蔵金が
あるかどうかを知りたいとき，それ知るための「はい」か
「いいえ」で答えられる単独の質問をみつけられるか．



解答24

64 / 81

重要なのは，「はい」か「いいえ」で答えられる質問に
対するこの住民の応答である．

正しい答えが「はい」となる質問に対して赤札を見せる
（したがって正しい答えが「いいえ」となる質問に対して
黒札を見せる）住民を 1型ということにする．

そして，1型でない住民，つまり，正しい答えが「は
い」となる質問に対して黒札を見せ，正しい答えが「いい
え」となる質問に対して赤札を見せる住民を 2型というこ
とにする．



解答24(続き)

65 / 81

さて，この島に埋蔵金があるかどうか知るためには，
「この島に埋蔵金があるとき，そしてそのときに限り，あ
なたは 1型か」と尋ねればよい．

それに対して住民が赤札を見せれば，この島に埋蔵金は
あり，住民が黒札を見せれば，この島に埋蔵金はない．

これがうまくいく理由は、「グッドマンの原理の一般
化」と同じなので、そこで述べる。



25.赤札を出させる質問

66 / 81

島のどの住民に尋ねてもその住民が赤札を見せること
で答えるような，「はい」か「いいえ」で答えられる質問
がみつけられるか．



一般化

67 / 81

「はい」か「いいえ」で答えられる質問に対して，その
島の住民は応答 1および応答 2のうちのどちらか一方で答
えるという極めて一般的な状況を考える．

いかなる住民も，正しい答えが「はい」となるすべての
質問に対して一つの応答で答え，正しい答えが「いいえ」
となるすべての質問に対してはもう一つの応答で答える
ものとする．

ここで，正しい答えが「はい」となる質問に対して応答
1で答える（したがって正しい答えが「いいえ」となる質
問に対して応答 2で答える）住民を 1型ということにする．

そして，正しい答えが「はい」となる質問に対して応答
2で答える（したがって正しい答えが「いいえ」となる質
問に対して応答 1で答える）住民を 2型ということにする．



解答25

68 / 81

単に「あなたは 1型か」と尋ねればよい．

1. 住民が 1型の場合： 住民は 1型なので，この質問に対
する正しい答えは「はい」になる．したがって，1型
の住民は応答 1で答える．

2. 住民が 2型の場合： 住民は 2型なので，この質問に対
する正しい答えは「いいえ」になる．したがって，2
型の住民は応答 1で答える．

こうして，どちらの場合も，住民は応答 1で答える．



グッドマンの原理の一般化

69 / 81

たとえば，この島に埋蔵金があるかどうか知りたいとす
る．そのときには，問題 24と同じように，「この島に埋蔵
金があるとき，そしてそのときに限り，あなたは 1型か」
と尋ねればよい．

この質問によって，次の二つの場合のどちらか一方が成
り立つかと尋ねたことになる．

1. その住民は 1型で，かつ，この島に埋蔵金がある．

2. その住民は 2型で，かつ，この島に埋蔵金はない．



住民が応答1で答えたならば

70 / 81

1. 住民が 1型の場合： 1型の住民が応答 1で答えたので，
この質問に対する正しい答えは「はい」となる．した
がって，二つの選択肢 (1)または (2)のどちらかが成
り立つ．この住民は 2型ではないので選択肢 (2)が成
り立つことはない．すなわち，選択肢 (1)が成り立た
なければならず，この場合，この島に埋蔵金がある．

2. 住民が 2型の場合： 2型の住民が応答 1で答えたので，
この質問に対する正しい答えは「いいえ」となる．し
たがって，二つの選択肢 (1)および (2)はどちらも成
り立たない．とくに，選択肢 (2)が成り立たないので，
この島に埋蔵金がなければならない．

つまり，住民が応答 1で答えたならば，この島に埋蔵金
はある.



住民が応答2で答えたならば

71 / 81

住民が 2型ならば，この質問に対する正しい答えは「は
い」となり，二つの選択肢のうちのどちらかが成り立つ
が，それは選択肢 (2)でなければならず，この島に埋蔵金
はない．

一方，住民が 1型ならば，この質問に対する正しい答え
は「いいえ」となり，二つの選択肢はどちらも成り立たず，
選択肢 (1)が成り立たないことからこの島に埋蔵金はない．

これで，住民が応答 2で答えたならば，この島に埋蔵金
はないことが証明できた．



グッドマンの原理再考

72 / 81

騎士と悪漢の島で，与えられた命題Pが真かどうかを
確かめるためには，住民に「Pであるとき，そしてそのと
きに限り，あなたは騎士か」と尋ねればよかった．これ
は，k ≡ Pが成り立つかどうかを尋ねていることになる．

この質問に住民が「はい」と答えれば Pは真で，「いい
え」と答えれば Pは真ではない，つまり，Pが成り立つと
き，そしてそのときに限り，住民は「はい」と答えること
はすでに証明した．

住民がこの質問に「はい」と答えることは，k ≡ Pが成
り立つと主張することと同値なので，この状況の実体は
k ≡ (k ≡ P)となる．



グッドマンの原理再考(続き)

73 / 81

これは (k≡k) ≡ Pに同値となり，それはまたPに同値
となる．そして，ネルソン・グッドマンの恒真式
(k ≡ (k ≡ P)) ≡ Pによって，（住民が「はい」と答えるこ
とで k ≡ Pと主張したならば）Pは真でなければなら
ない．

住民が「いいえ」と答えたならば，彼は ¬k ≡ Pと主張
したことになり，その実体は k ≡ ¬(k ≡ P)となるが，こ
れは（真偽表から確かめられるように）¬Pに同値となる．



女性の騎士と悪漢の島

74 / 81

Aを住民とし，kを「Aは騎士である」という命題とし，
mを「Aは男性である」という命題とする．Aは，男性の
騎士または女性の悪漢であるとき，そしてそのときに限
り，本当のことを言う．

(k∧m) ∨ (¬k∧¬m)のとき，そしてその時に限り，Aは
本当のことを言う．この条件はもっと簡潔に k≡mと書く
ことができる．

すると，「Aは本当のことを言う」は，k≡mと翻訳でき
る．そして，Aが命題Pを主張したとすると，その実体は
(k≡m)≡Pとなる．

（最初の島では k≡Pであったことと対比せよ．）



女性の騎士と悪漢の島(続き)

75 / 81

与えられた命題Pが正しいかどうかを確かめたければ，
(k≡m)≡Pの真偽を尋ねることである．

その答えが「はい」ならば，(k≡m)≡((k≡m) ≡ P)が
成り立ち，これは（qを k≡mとするときの）q≡(q≡P)の
特別な場合となり，Pに簡約できる．

その答えが「いいえ」ならば，(k≡m)≡¬((k≡m) ≡ P)
が成り立ち，これは q≡¬(q≡P)の特別な場合となり，¬P

に論理的に同値となる．



グッドマンの原理の一般化

76 / 81

kを「この住民は 1型である (質問に対する正しい答え
が「はい」のとき，応答 1で答える)」という命題とする．

任意の命題Pについて，「Pは成り立つか」という質問に
対してこの住民が応答 1で答えたならば，P ≡ kが成り立
つ．（一方，応答 2で答えたならば，P ≡ ¬kが成り立つ．)

このとき，P = Q ≡ kとなるように Pを選べば

P ≡ k = (Q ≡ k) ≡ k = Q ≡ (k ≡ k) = Q

となるので，Qが成り立つ．



グッドマンの原理の一般化(続き)

77 / 81

同様に，応答 2で答えた場合は

P ≡ ¬k = (Q ≡ k) ≡ ¬k = ¬Q ≡ (k ≡ k) = ¬Q

が成り立つ．

つまり，Qの真偽を知りたければ，「Q ≡ kは真か」と
質問し，応答 1が得られたならQが成り立ち，応答 2が得
られたなら ¬Qが成り立つことがわかる．



含意の問題

78 / 81

騎士と悪漢の島を訪れたあなたは，たとえばその島に埋
蔵金があるかどうかということを知りたいとする．あなた
は島の住民に会って，彼にその島に埋蔵金があるかどうか
尋ねた．それに対する住民の答えは「私が騎士ならば，こ
の島に金塊がある」であった．

このことから，この島に埋蔵金があるかどうかがわかる
か．そして，この住民が騎士かどうかがわかるか．



住民が騎士だとすると . . .

79 / 81

住民が騎士だとする．すると，住民の言うことは正し
い．すなわち，住民が騎士ならばこの島に埋蔵金があり，
（仮定から）住民は騎士なのだから，この島に埋蔵金が
ある．

これで，住民が騎士ならばこの島に埋蔵金があること
が証明でき，これが証明したことのすべてである．しか
し，これはまさに住民が主張したことで，つまり「私が騎
士ならば，この島に埋蔵金がある」と言う住民は正しい．
住民は，正しいことを述べたので，騎士でなければならな
い．こうして，実際に住民は騎士となり，その発言は正し
く，したがってこの島に埋蔵金がある．つまり，住民は騎
士でこの島に埋蔵金はある．



住民が悪漢の場合は？

80 / 81

この時点で，「住民がが悪漢である場合を検討しなくて
もよいのか」と考える方がいるかもしれない．これに対す
る答えを十分に理解しておく必要がある．

住民が悪漢である場合を考える必要はない，なぜなら
住民が騎士であることをすでに証明したからだ．



カリーのパラドックス

81 / 81

この文が正しければ，サンタクロースは実在する．

この文が正しければサンタクロースが実在するという
ことは簡単にわかる．そして，その文はまさにそう主張し
ているのだから，その文は真である．
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