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[わかみず会（2016. 5.25）]                                                  第 0 版 
 

「科学基礎論研究」2014 年 42.1、2015 年 42.2 
Annals of the JAPS 2014 Vol.22、2015 Vol.23 瞥見 

柳生 孝昭 

0.「タイプとしての意味とハンプティ・ダンプティ理論 
    ─ ダメットの理論の再構成 ─」（佐藤 暁，2014，42.1） 
0.0 要約 
[0] M. Dummett が批判する Humpty・Dumpty 理論（HD）とは、表現が 
そもそも意味を持つことを話者が決定できる（6 頁右）、表現は話者によって 
意味を結び付けられている（2 頁右、3 頁右）という考えである。 

[1] Dummett は、（E. Husserl もそう見なしているとする）意味とは type 
であるという考えが、HD を含意する、と言う（7 頁右）。 

[2] Type とは、発話と別の発話の意味との間に成り立つ、然るべき側面に 
於ける同値関係（8 頁左）、token の同値関係もしくは同値類であり（12 頁 
右）、無数の音声や図形（それらは正確には token ではなく、token 担体で 
ある [6.0]）を「～ と … は同じ語である」という同値関係を満たすものと 
して用いる（同）、ということである。  

[3] そのような type の意味とは、抽象的・無時間的・永遠不変な対象と 
しての意味を言う（15 頁右）。 だが時空領域外の存在である後者（例えば 
Pythagoras の定理）を、領域内に在る人は如何に、特定の時空点に於いて 
把握し、言語表現に結び付け得るのか、という問題が生じる（3、16 頁左）。 
意味の type 説は、無時間的な対象と、特定の時空点での発話の具体的対象 
としてという、二つの「意味」が有ると考え、前者を type、後者を token 
と見なすことによって、問題の解決を図る（16 頁左）。 

[4] 更に、表現の意味を token に対する type として扱うには、個別の発話 
の意味が、説明の順序に於いて、個別の事例を越えるイデア的意味に先行 
する、と見なさなければならない（8 頁左）、と言う。 

[5] その先行性は、項が関係に先行するという、一般的な事実の一事例と 
して考えることができる（13 頁左）。 

[6] 詳しくは以下の通り： Dummett は、発話が出鱈目な音の並びと異な 
り、意味を持つのは何故か、と問う（7 頁左）。 
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[6.0] 先ず適切な種類の音声・図形が、同定されなければならない（8 頁左、 
15 頁左）。 それら自体は token ではなく、純然たる物理的対象、token 
担体である（14 頁右）。 
[6.1] 次にこれらの対象の間の同値関係が、対象を token とする（14 頁 
右、15 頁右）。 
[6.2] 対象は、意味を持つことにより token となる、とも言える（15 頁左）。 

[7] 意味の type 説 [2]、[3] と token の先行性 [6] を併せれば、[1] が次の 
ように得られる（16 頁右）： 
[7.0] Token の先行性が成り立つ、即ち token 及び token 担体双方が存在 
するとは、意味 token と、それとは独立な対象、言語や意味からは独立な 
対象が存在する、ということである。  
[7.1] 意味を持つ文として発話するためには、話者はその文に、その独立 
した対象（その も自然であろうものとしては心像、観念）を、意味として 
結び付けなければならない。 
[7.2] 故に意味の type 説は、言語表現が意味を持つということが、話者が 
それに、言語とは独立に予め存在する何らかの対象を結び付けることだ、と 
考えることになる。 即ち HD に他ならない。 
 
0.1 所見 
[0] Type としての意味は、特定の発話の意味と異なるのか？ 然りとすれば 
どのように異なるのか？ また人は、それを、どのようにすれば語り得るの 
か？ 語り得ないものを措定することに、何の意味が有るのか？ 否とすれば 
両者を区別する必要は有るのか？ 

[1] そもそも意味を type として形式的に定義しても、「意味」の直観的な 
内容を捉え得ない。 ぞれとも 0.[3] は発話・文の type の意味、あるいは 
それらの意味（意味 token）の type の何れかを言うのか？ だが何れに 
しても、それは何であるか、という問題また前項の疑問に、曝されることに 
なろう。 

[2] 0.[5] 項は先行性が時間的ではなく、論理的であることを示す。 従って 
或る発話・文が既出、且つ如何なる type に帰属するかを、話者も聴者も 
認識しているならば、先行性は、発話以前に既に確立 している。 話者の 
（HD が言うような）意図や振る舞いは、先行性とは何の関係も無い。 全て 
の type‐token 関係が先行性を持つ以上、それを意味の type 説の必要 
条件とする 0.[4] は、冗長な要求であるし、0.[7] の所論は、それ無しに成立 
する。 
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  Token 担体が初出でも、それが何を意味するか、周知のどの担体と同値か 
従って如何なる type であるかが、文脈から直ちに判明することが有る。 
男性の育児が話題である場で、「イクメン」という言葉を始めて耳にする場合 
等。 文脈を欠くならば、聴者は話者に説明を求めるだろう。 その説明は 
一見「先行性」の発現 0.[6] の如くであるが、そこでの先後の順が論理的で 
なく時間的であること、本来の発話の一部ではなく、言わば注釈に位置付け 
られることに照らして、0.[4] 及び 0.[5] に適合するものとは、認め難い。 

[3] 人は Pythagoras の定理を何時でも何処でも語り得る、ということが、 
何故問題なのか？ 正にそのこと、全ての時空点に亘る遍在が、「無時間的・ 
永遠不変」の意味ではないのか？ 「時空領域外に在る」なる言は、真実で 
ないばかりか、接近不可能性という埃を散らしてもいる。 Type、token と 
二種の意味を措定しても、両者が領域の内外に隔絶しているのでは、何らの 
関係も持ち得ないだろう。 

[4] 例えば     が無理数であることを、取り違えて「Pythagoras の定理」 
と言った時、それはその場限りの意味の表現という意味で、「意味 token」と 
呼んでよいかも知れない。 だが真実の Pythagoras の定理を type とする 
token ではなく、話者の意図「    は無理数である」が聴者に伝わらない 
場合は勿論、文脈から明らかであっても、「文脈」という意味的拘束作用の 
強い概念に訴えること、逆に「先行」すべき物理的現象としての token 担体 
が非在ないし正体不明であること（「Pythagoras の定理」は type を異に 
し、「    は無理数」は発話もされていない）に照らして、0.[6] に言うよう 
な先行性、従って type‐token 関係が成立しない。 

[5] 互いに同値な token 担体は「同じ」語を表す一つの type を形成し、 
有意味の token となった（0.[2]）。「同じ」とは当然「同じ意味の」のこと 
だろう。 即ち同一の意味が、時空点の如何を問わず、全ての token・言語 
行為の場に遍在する。 即ち無時間的・永遠不変の意味である。 とすれば、 
意味を type と token に分ける謂われも必要も無い。 言葉の意味は、それ 
が発せられる時の意味が唯一にして全てであり、‘type’に擬せられる意味へ 
の言及は、何時でも何処でも、無条件に可能である。 

[6] 0.[7.1] の「その独立な対象」は 0.[7.0] の「それとは独立した対象」 
を、後者は直前の｛token 担体、即ち「純然たる物理的対象」（0.[6.0]）を 
指す、としか読みようが無い。 それが何故、意味として結び付けられ得る 
のか、何故、突如として「心像、観念」が飛び出して来るのか？ 0.[7] の 
所論は、全く理解を越える。  

  
2 

2 
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[7] この論文は冗長でもある。 繰り返しが多い上に、本題と関係の無い話題 
が煩わしい。 B. Smith や D. Davidson への言及は勿論、M. Dummett に 
よる E. Husserl 批判も、その根拠（token の type に対する先行性、及び 
意味の type 説からの HD の帰結）が不明確で、著者の解釈が延々と繰り 
広げられるのであるから、不要、寧ろ著者自身の主張として述べた方が良 
い。 Type と「原形」の比較などは、全く無用。 夾雑物を除いて [5] 項の 
ように整理すれば、論旨は 0.[7] の逸脱も含めて、明確となる。 

（2015.12.18） 
 
 
 
 
1.「クワイン型存在論的コミットメントの十分な定式化に向けて」 
                                   （高取 正大，2014，42.1） 
1.0 要約 
[0] 存在論 commitment の Quine 的基準： 古典 1 階理論 T 、単項 
述語 F について 

    T が、F であるものに、存在論的に commit する iff 
    T が真であるためには、F であるものが、T の量化の変域に含まれて 
    いなければならない（NC） 

[0.0] NC の特徴の第 1 は、F なるものの存在を疑う立場からすると、F に 
commit するのは、T の真なることを疑わせること（存在論的 cost）。 
[0.1] 第 2 に、如何なるものに commit するかが、形而上学的な論点となる 
こと。（21 頁左右） 

[1] 意味論的基準： [0] 項 iff の左辺は NC に等しいとし、右辺を記すと 

[1.0]  ∀m (m |= T  ⇒ ∃x (x ∈|m |∧ F (x ))) 
      |m |： T の model m の議論領域 （SC*） 

[1.0.0] 例えば  F ≡「猫である」、T ≡{∃x (F (x ))}  についての |m | は、 
自然数の集合、日本人の集合等、様々であり、その何れにも猫が属する、と 
いうことは成り立たない（22 頁右）。 
[1.0.1]「T が真である」ということは、何れかの m によって充たされる、 
ということに尽くされず、m は「適切性条件」ST  をも充たさなければなら 
ない（23 頁左）。 
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[1.1]  ∀m (ST (m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ))) （SC、23 頁右） 
                m |= T 
               |m | が何である（何が属している）かを述べる条件： 
               ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ))    
       ST ≡   |m | の要素の「形而上学的」本性を説明する条件： 
               ∀x (F (x ) ⇒ G (x ))                    
               T の語彙に、|m | の要素から成る集合論的構築物を割り    
               当てる付値関数 ・・・ （33 頁右）  

[1.1.0]  ST  が充足不能な場合（SC）は空虚（常）に真。 これは、存在論的 
cost の指標 [0.0] の要求「T の真偽に拘らず、その commitment を、 
内容有る仕方で特徴付け得ること」が達成不可能であることを意味する（24 
頁右）。 
[1.1.1] 条件  ∀x (F (x ) ⇒ G (x ))  を T  に加えてしまうのでは、形而上学 
的対立が生じない（29 頁右）。 
[1.1.2] 例えば phlogiston 理論 Tph 
    Tph ≡{∃x (phlogiston (x )∧(x は燃焼現象に於いて、然々の作用を為す)) 
は、phlogiston が世界の何処にも無く、それが議論領域に属する解釈等は 
存在しないので、偽である。 偽である理論（例えば錬金術、Ether 説等） 
は皆、適切な解釈を持たない。 《しかし》単に偽である理論の commit- 
ment が、《自明律に従う》矛盾した理論のそれと同等に扱われるのは、不 
条理である（24 頁左右）。 
[1.2] 問題を解決する自然な方法として、形而上学的必然性を表す □ により 
       □∀m (ST (m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ))) （MC） 
[1.2.0] 例えば Tph  の適切な解釈が存在する如何なる《形而上学的》可能 
世界に於いても、その世界のその解釈の議論領域に phlogiston であるもの 
が属している。（MC）は、Tph  のように偶然的に偽である理論については、 
意図した結果を導き出せる（25 頁左右）。 
[1.2.1] 他方、形而上学的理論の多く、例えば mereological nihilism 
（MN）は、真偽が必然的に定まると考えられている。 そうして必然的に偽 
である理論は、真であることが不可能、可能な適切な解釈すら存在しないの 
で、[1.1.0] の問題を抱えてしまう（25 頁右）。 
[1.2.2] しかし形而上学的に不可能でも、論理的には可能であり得ることを 
前提として、□ を論理的必然性に改める（26 頁右）。 それでも或る種の 
理論は、必然的に《論理的》真偽が定まる（27 頁左）。 
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[2] 構文論的基準 
[2.0]  T ├ ∃x (F (x )) （PC） 
[2.0.0]  T がら何が証明されるかは、《T が矛盾している場合を除き》T の 
（必然的）真偽から独立だから、存在論的コストの指標の要求 [1.1.0] に 
応え得ている（28 頁左）。 
[2.0.1] しかし T が何に commit するかの探究は、T から何が証明される 
かの探究には尽くされない。 形而上学的議論が意義を失わないためには 
（28 頁右～30 頁左）。 
[2.1]  T が数学的理論ならば抽象者、即ち時空的位置や因果的関係を持たな 
い存在に commit するだろうが、数学的理論から「時空的位置を持たない 
元が存在する」や「因果的関係を持たない元が存在する」というような文は 
《語彙に     を欠き》証明できないから、PC は成立し得ない（注 36）。 

[3] 意味論上での証明可能性に基づく基準 
[3.0]  MTT ├ ∀m (ST (m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ))) （PSC、32 頁右） 
       MTT： ST の記述に十分な語彙、公理、意味論的概念を備えた理論、 
              例えば 1 階標準 model 論 
[3.0.0] 加えて、T が矛盾している場合を除き、次を仮定する： 
      MTT ├／ ￢∃m ((ST (m ))  （33 頁左） 

[3.0.1] [1.1] と併せて 
      MTT ├ ∀m (ST (m ) ⇒ ￢∃x (x ∈|m | ∧ F (x ) ∧ ￢G (x ))) 

従ってもし  MTT ├ ∀m (ST (m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ) ∧ ￢G (x ))) 
ならば、併せて 

      MTT ├ ∀m (￢ST (m ))   即ち   [3.0.0] と矛盾、従って 
      MTT ├／ ∀m (ST (m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ) ∧ ￢G (x ))) （34 頁右） 
[3.1] 例えば Tph  については（33 頁左） 
               m |= Tph       ∃x (x ∈|m | ∧ phlogiston (x ))                                   
                ∃x (x ∈|m | ∧ (x は燃焼現象に於いて、 
      STph ≡                   然々の作用を為す)) 
              「x  は phlogiston である」に、 
               {x ∈|m | ∧ phlogiston (x )} を付値する  ・・・      
G ≡F  として 
      MT Tph ├／ ∀m (STph (m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ phlogiston(x ) ∧ 
                                    ￢phlogiston(x )))    （35 頁左） 
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1.1 所見 
[0] 理論の「真偽」の混乱 
[0.0] Tph  を例に取り、偽なる理論には適切な解釈は無い、従ってあらゆる 
ものの存在に、自明的に commit することになる、と言う（0. [1.1.2]）。 
これは、議論領域を予め実世界に限って置く、ということか？ 他方、Tph  の 

偽の偶然性と、適切な解釈が存在する可能世界に言及する（0.[1.2.0]）。 
[0.1] 混乱は形而上学的理論の真偽にも及ぶ。 必然的に偽である理論 T は、 
真であることが不可能、適切な解釈が存在せず（即ち ST   が充足不能）、 
0.[1.1.0] の問題を残す（0.[1.2.1]）。 即ち、そこから偶然的に偽なる理論を 
救うための形而上学的必然性 □ は有効でない。 それを論理的必然性と解釈 
し直せば、一旦有効性を回復するが、その解釈の下でも必然的に偽なる理論 
が存在する以上は、問題は解決されない、という次第。 
[0.2] そもそも理論の真偽は、それぞれの解釈の下での事柄である。 必然的 
な真偽とは、通常は可能な全ての、一般には或る限られた（例えば現実の、 
あるいは形而上学的に可能な、等の）範囲の解釈に於ける理論の充足・非 
充足の謂いであろう。 前者は定義によって論理的な真偽、完全性定理に照ら 
せば、証明・反証可能性に他ならない。 
[0.3] 従って如何なる理論も、その model の集合を世界として必然的に 
真、model を含まない場合には必然的に偽、これら以外の世界に於いては、 
偶然的に真且つ偽である。 可能世界を予め定めて置くことなくしては、必然 
性を云々し得ないのである。「形而上学的理論の多くは、真偽が必然的に定ま 
る」0.[1.2.1] という文言は、従って、殆ど無意味ないし自明と言えよう。 
[0.4] では「形而上学的可能性」とは何か？「論理的可能性」は、理論を充 
たす構造（解釈）の存在という意味で、特定の理論に依らない定義が下され 
るが、「形而上学的 •••」を厳密、且つ理論独立に定義し得るのか？ 本論文 
に触れる所は無い。 特に Tph  の「形而上学的に可能な解釈」とは、如何な 
る解釈か？ それは物理的あるいは論理的解釈と、どのように違うのか？ 
[0.5] ST  を充たす解釈 m  は、T  に ST（の形式化）を加えた理論 T ∪ST  の 
解釈に他ならない。 ST  が形而上学的な表明（形而上学的本性の記述、等） 
を含めば、m  も形而上学的と呼び得るであろうが、それが  T ∪ST  の単に 
論理的な model である以上、解釈領域に殊更の制約を加えて、形而上学的 
可能世界を措定し、論理的必然性と形而上学的必然性を別ける理由は無い。 
[0.6] 前項 T  ∪ST   の措定に対する反論 0.[1.1.1] は、（PSC）の定式化 
0.[3.0] に於いて、ST (m ) が論理式の一部分として形式化されざるを得ない 
以上、的を外している。 
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[1] 存在論的 commitment の自明性について 
[1.0] 矛盾した理論については、自明性は容認されていた（0.[1.1.2]）。 然る 
に（SC）を自明的に真ならしめるST の充足不能性とは、論理的偽のこと 
（矛盾）である（[0.2]）から、0.[1.1.0] もまた、的外れである。 
[1.1] 実際、矛盾した理論と区別される「単に偽である理論」T  には、そこ 
で真である解釈が必ず有り、そこに存在する {x : F (x )} は、F  への commit- 
ment を「内容有る仕方で特徴付けている」と言えるだろう。 
[1.2] しかし「内容有る仕方」を担保するのが、正に T  の無矛盾性、即ち 
真であり得ること、という事実は、「T の真偽に拘らず •••」という要求 
（0.[1.1.0]）そのものが、適切でないことを示す。 また、存在が疑わしい F 
への commitment が T の真なることを疑わせる（0.[0.0]）ならば、真なる 
T  が commit するのは確かな存在、その たる場合は、論理的に真なる T 
の、恒真なる F  且つ F  のみへのそれであろうから、無内容な commitment 
は寧ろ、矛盾した理論と並んで、論理的に真なる場合ではないか。 
[1.3]  0.[0.0] と 0.[1.1.0] を併せると、存在論的 commitment が時間的・ 
論理的に先行し、更に、その尤もらしさ・疑わしさが当の理論の真偽（の 
評価）の程度に影響する、という関係を示唆する。 然るに commitment は 
理論の量化の変域に依存し（NC）、従って理論の定立を俟って為し得るので 
あるから、理論に対する先行性も、その（定立と共に定まる）真偽に対する 
独立性も、維持し得ない。 実際、本論文の（SC）から（PSC）に至る定式 
化は全て、理論を前件とする含意または導出の形を取っているではないか。 
[1.4]  T は形式理論だから、「因果的関係を持たない」という述語記号を語彙 
に加え、PC を成立させる公理を要請することは、全く可能である。 それが 
「因果的」の直観的ないし哲学的な内容を捉えているか否かは、理論とその 
commitment そのものの水準には関わらない、理論の真偽を問う評者の主観 
の問題であろう。 

[2] 些細な誤り 
[2.0] 自然数の集合、日本人の集合等を議論領域  とする解釈は、理論 
{∃x (F (x ))} の model であり得ず、0.[1.0.0] は単純に誤りである。 
[2.1] 理論 Tph  に∃文が二つ示されている（0.[3.1]）が、これでは存在を 
要請された phlogiston が燃焼作用を為すとは限らないので、両者は、単一 
の ∃ の下に、∧ で結んで置かなくてはならない。 

[3] 理論が偽である場合に、存在論的 commitment の基準が空虚（自明 
的）に充たされてしまうという懸念が、本論文の問題意識の核心に在ると 
思われる。 しかし再び完全性定理に拠れば、理論が論理的偽（矛盾）でない 
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限り、それを真ならしめる解釈は存在し、そこでは確かに有意味な commit- 
ment が表明され得る。 矛盾の場合に拘泥するのは、本論文も言うように、 
有益ではないだろう。 とすれば「適切性条件」を加えた理論 T ∪ST  に 
よる定式化 
       ∀m ((T ∪ST )(m ) ⇒ ∃x (x ∈|m | ∧ F (x ))) （SSC） 
を考えるのが、適切であろう。 ST  の形式化に対する反論 0.[1.1.1] は、処置 
した（[0.6]）。それとも本論文は、論理的な矛盾ではないが、（理論の一部で 
ある）形而上学的表明を真ならしめる解釈の不在という意味で、形而上学的 
に必然的な偽である理論を措定し、問題にしているのであろうか？ とすれ 
ば、完全性定理を受け入れないことになるだろう。 再び、そのような特異な 
「形而上学的表明」とは、如何なるものなのか？（[0.4]） 

（2016. 1.23） 
 
 
 
 
2.「間接検証としての演繹的推論」（大西 琢朗，2015，42.2） 
2.0 要約 
[0]  Königsberg の七つの橋の問題：                                   
    全ての橋を、一筆書きで一回ずつ                                   
    渡ることは、可能か？                                              
    否定的解： L. Euler、1736                                       

《証明）始・終点を除く通過点を往還する              図 0. Königsberg の七つの橋 
橋の対が経路を尽くすことと、全ての点に 
ついて、それを端とする橋の数が奇であることによる。 証明了） 
証明は、次のように形式化される： 
    型「橋」: b   「端点」: t    述語「端」: c (t, b ) 
   型「経路」: p ≡∪n {p : p ∈b [0, n ]∧∀j ＜n ∃t (c (t, p (j ))∧c (t, p (j +1)))} 
      「始端」: t (p ) ≡∪j { t (j ): c (t (j ), p (j ))∧(￢c (t (j ), p (j +1))∨ 
                             ￢c (t (j ), p (j －1)))}                           
   述語「一筆書きで一回」: once (p ) ≡                                        
                           ∀j ≠k (p (j ) ≠p (k ))                            
   公理 A0: ∀b ∃2t (c (t, b ))   A1: ∀p , b (b ∈rng(p ))                        

         A2: ∀t (#{b : c (t, b )}：奇)                                                   
                                      図 1. 始端の帰納的決定 
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    補題 0: ∀p. t ({b : c (t, b )} ＝∪j ＜n { p (j ), p (j +1): t (p, j +1) ＝t )}) 
    補題 1: ∀p, j (t (p, j ) ≠t (p, j +1)) 
    補題 2: ∀p, t, j +1＜k (once (p ) → { p ( j ), p ( j +1): t (p, j +1) ＝t )}∩ 
                                    {p (k ), p (k +1): t (p, k +1) ＝t )} ＝f ) 
 
               t (p, j ) ≠t (p, j +1)                 p (j )   p (j +1)              p (k )   p (k +1)   
                                                                                               
           図 2. once (p ) → {p ( j ), p ( j +1): t (p, j +1) ＝t )}∩{p (k ), p (k +1): t (p, k +1) ＝t )} ＝f  
 

    補題 3: ∀p, t (once (p ) → #{p (j ), p (j +1): t (p, j +1) ＝t } ：偶) 

    定理 ￢∃p (once (p ))                                            》 

[1] 演繹的推論の間接性 
[1.0] 推論  A0∧A1∧A2 ├ ￢∃p (once (p ))  は、《「端点」や「始端」、また 
端点を共有する全ての橋の集合等、》結論の直接検証には現れない《概念を 
含む》補題 0 ～ 3 を経る。 よって「間接検証としての演繹的推論」と言う 
（3 頁右）。 間接検証は、如何に正当化されるのか？ 
[1.1]「人が或る《特定の》橋を 2 回渡った」という文の直接検証とは、それ 
を実際に観察すること、言い換えると、その手続きが文の意味の一部を成す 
ことである。 一般には、原子文に発し、文の構造に沿って真偽を段階的に 
決定し、文全体に至ることである（3 頁左右）。 
[1.2]「パターン変換」：「パターン」とは、直接検証の過程を《明示し、実物 
を数学的に》表現する構造の謂いである。 Königsberg の橋の例では、人が 
橋を渡る度に図 0 の稜に印を付し、全ての橋が印付けられていれば前提の、 
何れかの橋が二つ以上の印を帯びていれば結論のパターンを表す、という 
次第。 推論は、前者を後者に変換する算法を与える（4 頁右）。 
[1.3] 前提、従って結論の直接検証を構成する「十分に詳細な観察」は、全 
経路の記録と考えられるが、一般に経験的言明を含む推論に関しては、その 
ような観察が不可能な場合が有る（5 頁左、7 頁左、8 頁左）。《実際、同じ橋 
を繰り返し渡ることを許せば、経路の数は無限だから、その全ては観察し得 
ない》。 だが前提を検証するに足る観察ならば、それ以上の観察無しに結論 
も真と確信し得る点にこそ、推論の有用性が在る。 例えば橋を全て渡った、 
または同じ橋を再び渡ろうとする時点で、観察を止めてよい。 我々の確信 
は、或る仮想的な条件下での直接検証の可能性なのである（5 頁左）。 
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[2] 真理と実在論 
[2.0] 直接検証されていないが、文の主張が正しい《と考える》のは、世界 
がその文の言う通りになっている《と考える》、即ち「実在論的な真理概念」 
に基づいている（6 頁左）故である。 
[2.1] M. Dummett の論点： この、直接検証の存在とは区別される真理概念 
は、推論に先立つものではなく、演繹的推論とその正当化の実践の内で形成 
されるのである（6 頁右）。 

[3]「十分に詳細な観察」とは何か？ 
[3.0] Königsberg の橋についての論証は、graph という数学的構造について 
のものである。《然るに》経験的言明に関わる間接検証とその正当化は、それ 
による直接検証の確立が、仮想的条件下に止まる場合が有る以上、数学に於 
ける推論と正当化（パターン変換）と種類を異にする。 前者は、Dummett 
が考えるように、後者の一般化ではなく、その応用である（7 頁右）。 では 
応用は何故可能か？ 鍵は「十分に詳細な観察」という概念である。 これが 
数学に於ける正当化である「パターン変換」を、経験的言明の直接検証の 
可能性の認識に繋ぐ機能を担うのである（8 頁左）。 ではその機能は、十全 
に発揮されているか？ 
[3.1] 全経路の記録の「十分に詳細」な所以は、前提を直接検証するパター 
ンのみならず、結論のパターンをも、少なくとも潜在的に含む点に在る。 
更にそれは《渡橋の有無や回数等についての》特定の変換や結論とは独立に 
得られなければなるまい。 或る包括的な情報の集合を可能なものとして想定 
し得る故にこそ、そこに潜在するパターンの実現、即ち結論の直接検証の 
可能性を得るのである。 然々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」が可能である筈だ、とするの 
は、パターン変換がそれのみで検証可能性を保証すると考える、パターン 
変換の応用可能性を予め前提してしまうことになる。「十分に詳細な観察」は 
特定の推論のみならず、関連する範囲の任意の推論の可能性を担保する、例 
えば順番や向き等を含む、渡橋の諸側面に関する情報の総体であり、関連す 
る文の真理の概念、それらを真ならしめる実在的状況の理解に、他ならない 
のではないか。 だがそれは Dummett の考えと正反対である（[2.1]）。 

[4] 双側面説： 推論の正当性 ≡ 前提の検証・結論の反証の両立の排除 
[4.0] 結論の反証の排除： 第一段階の正当化 
    Sequent  A ├ B  の解釈： A の検証と B  の反証は不整合（10 頁左） 

《標準論理の記法では                     と書かれるべきである。 これ ├ A   ├ ￢B 
      ├ 
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は 小論理に於いて  A  ∧￢B  ├   即ち  A  ├ ￢￢B  と同値である。 
後者は更に  ￢A ├ ￢￢￢A  を併せて  ￢￢A ├ ￢￢B  を導き、古典 
論理に於いては、逆も成り立つ。》 
[4.1] 上は、「前提の検証によって、結論の反証が排除される」即ち「前提が 
検証されたなら、結論の反証は不可能である」ことを、含意する（10 頁右）。 
《「 」内は上と同じく  A ├ ￢￢B   または  A ├／ ￢B 、後者は前者より 
弱いが、古典論理に於いては同値である。》 
[4.2] 結論の検証の不可能性（排除）の排除： 第二段階の正当化 

    Cut                       の成立： B  の検証を排除する C の反証は 
                                        A  の検証をも排除する 
《前々項から、 小論理に於いては、より弱く次のように表してよい。 
                                       
                                    》 

結論の検証は、《任意の C  について、￢C  との》不整合を生じないという 
意味で、論理的に可能であることを保証される（11 頁右）。 
[4.3] 二段階の正当化を経て、双側面説は《機能不全に陥っている》「十分に 
詳細な観察」に拠らずに、推論の正当性を説明する。 代わりに「前提《A 》 
の検証と整合する《A ├／ ￢C 》任意の反証《￢￢C 》」や「結論の検証を排除 
する《B  ├ ￢￢C 》任意の反証《￢C 》」のような、不特定な範囲を参照 
するが、それらと推論の前提や結論との関係は、明確である（12 頁右）。 
[4.4] 結論（推論の結果）の検証の排除の排除、即ち推論という知的操作が 
世界の現実の在り方に反していることが、判明することは無い、という二重 
否定が、この操作の応用可能性 [3.0] の説明を与える（12 頁右）。 
[4.5] 双側面説では古典論理の推論則、例えば排中律が「構文論的には正当 
化」される。「」内は「排除されない」（否定の検証不可能性）という意味での 
直接検証の可能性を確立すれば十分、としている故に。《実際、》否定を検証 
不可能性の表現と見なすなら《見なし》、A の検証が排除されれば、それは 
￢A の検証であり、従って A ∨￢A の検証は排除され得ない（13 頁左）。 

[5] 実在論的な真理概念への Commitment 
第二段階の正当化が保証するのは、既存の言語表現《￢C 》と結び付いた、 
現行の範囲の、結論の検証を排除する、認識 process の排除であった [4.2]。 
将来、新しい表現が導入され、今は検証の排除が排除されている文が、実は 
検証不可能だったと判明する、ということが有るかも知れない（12 頁右）。 
 

A ├ B   B ├ C 
     A ├ C 

A ├ ￢￢B    ￢￢B ├ ￢￢C 
          A ├ ￢￢C 
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《現在の》論理的な検証可能性に拠って結論を受け入れるのは、直接検証を 
越えた真理概念を採用し、主張の正しさの基準を拡大することである（13 頁 
右）。《そうして》間接推論の結論を真と見なすことは、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（14 頁左）。 
  間接推論の受容は、やはり実在論的真理概念への commitment を伴う。 
構文論的な正当化は、論理的な検証可能性という強い性質を確立すること 
で、その一歩先に在る真理概念を採用するよう、我々を「誘導」するので 
ある（14 頁左）。 
 
2.1 所見 
[0] 演繹的推論の間接性 
[0.0] 原子・経験的言明が、字句通りの経験、且つそれのみによって、直接 
に検証または反証されるということ（0.[1.1]）は、異論の余地が無い。 
[0.1] 推論が、前提についての直接経験を数学的構造上に印した図柄（pat- 
tern）を、結論についてのそれに変換する役割を担う（0.[1.2]）とするの 
も、卓見である。 
[0.2] だが前提を検証するに足る観察が、十分に詳細ではないからと言っ 
て、その結論が仮想的な条件下での直接検証の可能性に止まる（0.[1.3]）と 
するのは、何故か？ そのような観察を、そもそも「前提を検証するに足る」 
と言えるのか？ 例えば各端点に於いて、未通過の橋が残っている限り、次の 
橋はその内から選ぶ、さもなければ、そのような端点の各々まで後退する 
（勿論そこまでの橋は複数回渡ることになる）、という仕方で観察を続ければ 
全ての橋を、可能な順で渡る経路の全てを尽くすから、仮に Königsberg の 
橋の問題に肯定的な解が有れば、それはこの観察集合に含まれる。 しかし 
その数は有限、0.[1.3[《 》内に照らすと、全経路集合の真部分集合に過ぎ 
ない。 これをしも十分に詳細ではない、と言うのであろうか？ 結論の直接 
検証の可能性に仮想的な条件を課す、その「仮想的な条件」とは、如何なる 
条件なのであろうか？ 
[0.3] 更に、問題に答えるためには、未通過の                                      
橋が無い端点に来た所で、後退せずに観察を                                        
終える、ということで足りる筈だ。 そのよう                                      
な観察集合は、同じ橋を再び渡らない経路を                                        
丁度尽くすから、0.[4.0] の記法に従えば、            図 3. 橋の問題： 肯定的な場合 
￢B  と書くべきものであり、Euler の推論 
 

 
各一回              全橋の 
の渡橋              渡橋 

解 
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（の対偶） ￢B ├ ￢A  の前提である（A は                                      
全橋を渡る全経路の観察）。 ￢B  は正に「十分                                     
に詳細な」観察であることに注意。 小論理                                       
に於いて、導出とその対偶は同値であることを                                      
踏まえても、A ├ B  の結論の直接検証は尚、         図 4. 橋の問題： 否定的な場合 
「仮想的な条件」の下での可能性でしかないのか？ 
[0.4] ￢B  の補集合 B  は結論そのものだから、￢B  の元を順に当たる上の 
観察は、全経路（＝B ∪￢B の）についての B  の直接検証の算法を与える 
（0.[1.2]）と言ってよい。 

[1] 真理と実在論 
[1.0] 直接検証の存在とは区別される真理概念が、演繹的推論とその正当化 
の実践の内で形成される、という指摘（0.[2.1]）は、鋭く、説得力を持つ。 
[1.1] しかし実践に対する合意は、何に基づくのか？ 何らかの間主観性で 
あろうし、それは実践に先立つ何らかの「実在性」であると、言えないか？ 

[2]「十分に詳細な観察」とは何か？ 
[2.0] 経験的言明に関わる検証・正当化が、数学のそれの一般化ではなく、 
応用であるとの見解（0.[3.0]）も、（仮想的条件云々は措いて）その通りだ 
ろう。 だがここで、「十分に詳細な観察」が、数学に於ける正当化である 
「パターン変換」を、経験的言明の直接検証の可能性の認識に繋ぐ機能を担 
う、という言明が、唐突に現れる。 数学的存在である前提及び結論に関わる 
パターンによって特徴付けられ、従って自身、数学的存在でしかあり得ない 
「十分に詳細な観察」が、数学と経験の両領域を繋ぎ、前者に於ける推論と 
正当化の、後者に於けるそれへの応用の可能性を説明するとは、如何なる 
ことか？ 論文はこの後「十分に詳細な観察」の批判的分析に移り、遂に問題 
の「説明」の内実に触れることが無い。「説明」はやはり常識通りに、経験的 
な渡橋経路の集まりと、その数学的抽象化である graph 上の連鎖の集合の 
対応、全橋渡橋や各一回渡橋等の部分構造と、それらの間の関係の同型的な 
対応に訴えて、然るべきだろう。 
[2.1]「十分に詳細な観察」が、特定の変換や結論とは独立に得られなければ 
ならない、という断定も不可解である。 前提、従って結論の直接検証を構成 
することが、「十分に詳細である」ことの基準ではなかったのか？「包括的な 
情報の集合」とは何か？ それは全経路の観察記録を越える何ものか、例えば 
橋の材料、色、構造等を含むものなのか？「関連する文の真理の概念、それ 
らを真ならしめる実在的状況」という文言は（関連する、という言葉の意味 
が不明だが）、そのような想像を惹起するのである。 

 
各一回              全橋の 
の渡橋              渡橋 
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  全経路の記録という定義は、疑問の余地無く明確である。 観察が不可能で 
あると言っても、前提を直接検証する全橋の渡橋も（無限集合だから）、観察 
不可能なのである。 寧ろ [0.2]～[0.4] に述べたように、前提を検証するに 
足る、しかも実行可能な観察は如何なるものかが、分析と構築を要する鍵 
概念なのである。 0.[3.1] の所論は、「十分に詳細な観察」に意味不明ないし 
過大な負荷を課し、それが実在的状況の理解を齎すという批判は、公正を 
欠くと言わざるを得ない。 

[3] 双側面説： 基本的な疑問は、用いられている論理記号が、標準的な記法 
（と明らかに異なるのだが、それ）に還元可能なのか、否とすれば、これら 
は便宜的な借りものに過ぎず、その意味は別途定められているものなのか、 
ということに在る。 以下は標準に則っていること、少なくとも 小論理に 
従うことを仮定する。 
[3.0] 結論の反証の排除： 第一段階の正当化  A ├ ￢￢B 
「「前提が検証されたなら、結論の反証は不可能である」ことを、含意する」 
の内側の「」内も、「含意する」も、明確でない。 厳格に読めば、前者は 

A ├／ ￢B  後者は                         （従って  A ├ ￢￢B  ならば 

A ├／ ￢B ）であろうが、結論の反証の排除の後も、検証の不可能性をも懸念 
しているのは、直観主義論理を想起させ、更に古典論理の示唆（0.[4.2] Cut 
の成立）ないし明言（0,[4.5]）に照らすと、寧ろ前者はより強く  A ├ ￢￢B 
従って「含意」は自明的に同値を意味する、と解釈し得る。 
[3.1] 結論の検証の不可能性（排除）の排除： 第二段階の正当化 
0.[4.2]《 》内の理解が正しければ、この段階でも、古典論理を前提する必要 
は無い。 0.[4.5] は、如何なる事情に配慮しているのか？ 
[3.2] しかも論文が古典論理に依拠するとすれば、                                 
双側面説なるものは自明に堕し、延々と繰り拡げ                                   
られた正当化の議論は、殆ど意義を失う（右図）。                                  
そう断定するのを躊躇う所以である。 それとも                                     
受容するにせよ、単純に依拠する訳ではなく、                                     
論理の言葉で述べられた命題や推論を、論理に               図 5. 古典論理的解釈 
似て非なる「何か」によって説明しようと試みて 
いるのか？ その「何か」とは何か？ 哲学的語用 
・語法の類か？ 何れにせよ論文に説明は無く、 
理解は難しい。 
 
                                                                        図 6. 非古典論理的変容 

A ├ ￢￢B   A ├ ￢B 
├ 

        C 
      B        ￢C 
     A 

        C 
      B        ￢C 
     A 
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[4] 実在論的な真理概念の信奉 
「論理的な検証可能性に拠って結論を受け入れ、間接推論の結論を真と見な 
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」という件は、言い過ぎだろう。 同じ結論を得る代替論理 
は有り得るし、相対的に も妥当な選択が為されるにしても、妥当性の基準 
もまた、常に暫定的に止まるであろうから。 実際、双側面説に替えて、標準 
論理の記法に沿い、A ├ B  を通例の導出と読めば、 小論理に拠り、 以下 
の定式化も可能である：                                                             

[4.0] 双側面説の二段階の正当化に対応                                               
し、B  の検証  A ├ B  と任意の C  に                                                

ついて B の排除                                                                      

即ち  ￢C ∧B ├  即ち  ￢C ├ ￢B  を                                            
措定する。 これらは 小論理による次の                                             
推論を経て、双側面説と同じ結果を得る。            図 7. 直観主義論理による図柄 

      A ├ B         A ├ ￢￢B    ￢C  ├ ￢B 
    A ├ ￢￢B                    ￢￢B ├ ￢￢C 
                              A ├ ￢￢C 

[4.1] 但し 小論理の自明律が  A ∧￢A ├ ￢B  の形に制限されており、 
A ∧￢A  の集合論的な描像が空集合でないことに照らすと、直観主義論理 
を選ぶことが適切であろう（図 7）。 
[4.2] 間接推論の受容が、実在論的真理概念への信奉を伴うという主張は、 
更なる誇張である。 Königsberg の橋の問題の演繹的推論による否定的解決 
が、覆ることは無いという信念は、精々が人の認識の安定性に対する信奉で 
あり、真理の非実在論も含み得る間主観的性格のものでしかない。 論文の 
論法は、Dummett の論点の一端の批判に始まり、議論を少しずつ捻じ曲げ 
つつ進め、遂に出発点と正反対の結論を導き出すという、哲学的 Möbius 帯 
の典型のように思われる。 

（2016. 3.18） 
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