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サーベイ論文

意味論的パラドックスの最小不動点モデルに
対するT.モードリンによる擁護

鈴木真奈∗

T. Maudlin’s defense of the interpretations of the minimal fixed point

model for semantic paradoxes

Mana SUZUKI

§1 序論

意味論的パラドックスとは，文を論理的に分析したときに発生するパラドックスの

ことである．代表的なものに，嘘つき文「この文は偽である」による嘘つきパラドッ

クスがある．

嘘つき文が含む意味論的概念は真理概念である．したがって，嘘つきパラドックス

は真理概念の問題であると捉えられることが多い．実際，形式論理学においてはじめ

て嘘つきパラドックスを解決したタルスキは，真理述語の適切な定義を考察する上で

この問題に取り組んだ．だが，意味論的パラドックスにおいて問題となるのは，真理

概念だけに留まらない．

本論文では，意味論的パラドックスの問題について考える際に，真理述語のみな

らず，推論構造にも焦点を当てて，また真理概念とは別の概念である「許容可能性

（permissibility）」によってパラドックスの解消を目指したモードリンの議論を紹介

する．

第 2節では，意味論的パラドックスの一つである嘘つきのパラドックスの概要を見

る．その際，モードリンが真理概念に要求する性質を確認する．モードリンの嘘つき

パラドックスの意味論的解釈においては，最小不動点モデルによる真理値ギャップ理

論で嘘つき文の解釈をしたクリプキを擁護する．そして，嘘つきパラドックスを導く

推論構造の問題は古典的な推論規則にあるとする．第 3節では，古典的推論が認めら

∗ 京都大学大学院文学研究科現代文化学専攻科学哲学科学史専修博士後期課程
suzuki.mana@gmail.com



72 『科学哲学科学史研究』第 5号（2011）

れない他の意味論的パラドックスの例としてモードリンが挙げた，カリーのパラドッ

クス「この文が真であるならば，月はグリーンチーズで出来ている」を解説する．古

典的な推論規則は，文が無基底的1であるときに非妥当であるというのがモードリンの

結論である．第 4節ではクリプキの真理述語 T∗(x)とモードリンの許容可能性を比較

する．モードリンは許容可能性という概念を提示して，クリプキが混同した文の真理

と文の主張可能性の問題を分離した．モードリンは，文が主張可能であったとしても，

文が真であるとは限らないと考えた．そして，嘘つき文のようなパラドックスを引き

起こす文はそれ自体主張可能ではあるが真ではないと結論した．第五節では，許容可

能性が抱える問題を議論する．真理概念とは別の概念として与えた許容可能性が意味

論的パラドックスをやはり引き起こすのではないかという問題と，真理概念と許容可

能性の区別に関する問題である．

モードリンが，嘘つきのパラドックスとカリーのパラドックスの共通点は真理概念

ではなく，古典的な推論規則の妥当性にあると指摘したのは注目すべき点である．そ

して真理値ギャップに対して，許容可能性を用いることで意味論的パラドックスの包

括的な解決を目指した．

§2 意味論的パラドックスと真理概念

この節では，意味論的パラドックスの内，嘘つきのパラドックスについて考察する．

嘘つきのパラドックスの推論を分析すると，二つの T推論と ∼導入規則のみが用いら
れていることが分かる．モードリンは，T推論は妥当なものとして認めて，∼導入規
則を拒否する．

また真理概念の望ましい性質として，排他性と網羅性が存在する．真理値ギャップ

によって嘘つきパラドックスの解決を図った場合，この排他性と網羅性から，報復嘘

つきや強化された嘘つきの問題が発生することが知られている．多くの場合，この排

他性や網羅性を取り除いたり，真理値ギャップを捨て去るアプローチが取られる．し

かし，モードリンは排他性や網羅性は維持したまま，真理値も真理値ギャップを取り

入れた真・偽・無基底的の三つを採用することが可能であると主張する．なお，モー

ドリンが言う無基底的な文とは（基本的にはクリプキの不動点モデルにおける無基底

的と同一であるが）言語の有向グラフにおいて境界を持たない文のことである．

1 grounded，ungroundedの訳は津留 1999に従った．
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2.1 嘘つきのパラドックス

嘘つき文を作るために，モードリンにならって言語 L を考える（Maudlin 2004, pp.

4–5）．言語 L は命題論理であり，原子命題と古典的な論理結合子と単項と単項述語

T(x)（これを真理述語とする）を含む．L の単項は L の文のみを指示することができ

る．またすべての単項 αについて，α ≡ T(α)は T同値文として成り立つものとする．

L の well-formed formulasは，(1)原子文，(2)T(x)の形の任意の命題，(3)(1)と (2)

と論理結合子から構築可能な全ての通常の分子文，の三つである．L のメタ言語は，

単項からその単項が指示する文への解釈関数F (x)をともなう．F (x)は，文の引用名

から引用符を外すことによって文を指示するアルゴリズムによって well-definedに定

義される．

嘘つき文は，∼ T(λ)を指定するような単項 λである．したがって，F (λ) =∼ T(λ)

である．一方で，λ ≡ T(λ)である（すべての項について T同値文が成り立つ）ので，

T(λ) ≡∼ T(λ)（これを T ラムダ文と呼ぶ）である．∼ と ≡ を古典的な二値のものと
考えると，意味論的に Tラムダ文は明らかに偽である．また Tラムダ文と T(λ)を仮

定すると，∼ T(λ)と T(λ)の両方が導出できてしまうため，推論的にも矛盾している

（Maudlin 2004, p. 7）．

[T(λ)] T(λ) ≡∼ T(λ)
∼ T(λ)

(≡ Elim)

∼ T(λ)
(∼ Intro)

T(λ) ≡∼ T(λ)
T(λ)

(≡ Elim)

推論的なバージョンにおいて，T同値文とは，任意の T(n)（nによって名づけられ

た文が真であるという主張）からF (n)（nによって名づけられた文）への推論とその

逆の推論である．そして，F (n)から T(n)への推論を上方 T推論，T(n)からF (n)へ

の推論を下方 T推論と呼ぶ．

T(A)
A

(Down-T) A
T(A)

(Up-T)

これを用いると，先の自然演繹の推論は次のように書き換えられる．
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[T(λ)]
λ

(Down-T)

∼ T(λ)
（同値）

∼ T(λ)
(∼ Intro)

λ
（同値）

T(λ)
(Up-T)

したがって，推論的に嘘つきパラドックスを見た場合，嘘つき文から嘘つきパラドッ

クスを導出する際に問題となる推論規則は，2つの T推論と ∼導入規則（矛盾律）で
ある．

この嘘つき文の矛盾に対して取りうる立場は二つ存在する．矛盾の爆発（矛盾に

よって任意の命題が証明できること）を防いで矛盾を受容する dialethismと，矛盾を

拒否する標準的な立場である．モードリンの立場は矛盾を拒否する後者である．矛盾

を拒否する立場は，T推論を拒否するものと古典的推論を拒否するものとに分かれる

が，モードリンは古典的推論である ∼導入規則を拒否する．この点は 3節で見る．

2.2 報復嘘つきと真理述語の排他性と網羅性

いま，真理述語の真理値は真と偽の二値で考えていた．標準的な立場が矛盾を拒否

するためには，新たに「真でも偽でもない」（省略して Otherと表記する）という真理

値を導入する必要がある．嘘つき文は Otherであるとすれば，真と仮定しても偽と仮

定しても矛盾は生じない．

しかし，この解決法にも問題が存在する．Otherを利用した新たな報復嘘つき文「こ

の文は偽であるか Otherである（この文は F-or-Oである）」による報復嘘つきのパラ

ドックスである．どんな文も一つの真理値しか持たず（真理値の排他性），かつどんな

文にも真理値が必ず割り振られる（真理値の網羅性），という前提の元でこの文はパ

ラドックスに陥る．F-or-Oが真と仮定する．すると，偽であるか Otherであるかであ

る．F-or-Oが偽と仮定する．すると，偽でもなく Otherでもない．したがって真であ

る．F-or-Oが Otherと仮定する．すると選言肢の一方が真であるので，真である．

このパラドックスを回避するために，「真でも偽でも Otherでもない」略してWeird

を導入しても，新たに問題のある文「この文は偽であるか OtherであるかWeirdであ

る」ができてしまい，議論が無限後退に陥る．

報復嘘つき文の問題を解決するには，真理値の排他性か真理値の網羅性を否定する

アプローチが考えられる．排他性を否定するのが dialethismであり，網羅性を否定す
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るのが（意味論的値の）無限階層性アプローチである．

だが，それでもまだ防ぎきれないパラドックスが存在する．それは「この文は真で

ない」という強化された嘘つき文によるパラドックスである．この嘘つき文は，「真で

ある」以外の述語（「偽である」や「Otherである」や「Weirdである」）を使っていな

い．またこの時，「真である」の排他性や網羅性を否定することは不可能である．何故

なら，すべての文は「真である」であるか，そうでないとしたらそれが何であると言

われてるにせよ「真でない」と言うことができる（網羅的）．また，あるものが「真で

ない」ならば，それが何であると言われているにせよ，「真である」ことが否定されて

いることには間違いはない（排他的）．

このように考えると，文は必ず「真である」と「真でない」のどちらかであるという

前提を疑うことが考えられる．真理述語の「真である」「真でない」という境界は曖昧

で動的なものかもしれない．このように考えるのが真理概念の曖昧性のアプローチで

ある。そして，真理述語は（真である文が真以外の値を取りえないような）固定的な

外延を持たず，一義的ではないということは，無限階層性アプローチも dialethismも

曖昧性のアプローチも同意することである．

しかしモードリンは，固定的な外延を持つ一義的な真理述語は存在すると考えてよ

いと主張する（Maudlin 2007, p. 187）．その理由は，そのような真理述語がないとし

たところで，3節で見るカリーのパラドックスが回避できないからである．真理述語

が網羅的で排他的であると考えるのは自然なことであるので，パラドックスが回避で

きもしないのに敢えてそれを取り除く必要はないのである．またモードリンは，真理

値は三つで十分であると主張する．そのとき，真理モデルをクリプキの最小不動点モ

デルで与えるので，真理値は有基底的な真・偽と，無基底的の 3つで与える．

2.3 有向グラフと有基底的／無基底的な文

モードリンは，言語の有向グラフを描くことで有基底的／無基底的な文を考える

（Maudlin 2007, p. 190）．論理的に複雑な文の真理値は，その文の要素（原子文）の真

理値によって決まる．もっと言うなら，原子文の真理値を引数に取る函数（の値）と

して分子文の真理値は決まる．たとえば，連言は連言肢の真理値の函数である．この

ことから，原子文から分子文への言語の有向グラフが描ける．

真理述語もまた，分子文として扱うべきである．T(α)の要素とは αによって表示さ

れている文である．真理述語は，連言や選言と同様に函数として扱える．αから T(α)

への恒等写像である．
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言語のグラフは，典型的には境界（有向グラフでそれ以上さかのぼれない地点）を

持つ．その境界とは，その真理値が世界によって決定される原子文の集合である．分

子文の真理値は，真理函数によって境界にある文の真理値から決定する．したがって，

文が真または偽であるならば，文は境界にある文であるか，少なくとも一つの境界に

ある文と連結しているかのどちらかである．一方で，嘘つき文や本当つき文は，グラ

フの境界から真理値を継承しない．何故なら，これらの文は境界になく，またグラフ

を通じて境界と連結していないからだ．これらの文をモードリンは無基底的な文と呼

ぶ（Maudlin 2004, p. 49）．

§3 意味論的パラドックスと古典的推論

前節で嘘つきのパラドックスの原因は真理概念や T推論にあるのではなく，古典的

推論にあるとモードリンは主張した．この節では，嘘つきのパラドックスと同様に古

典的推論に問題がある意味論的パラドックスの例として，カリーのパラドックスを挙

げて分析する．嘘つきのパラドックスの推論が二つの T推論と ∼導入規則だけで書け
たように，カリーのパラドックスの推論は二つの T推論と ⊃導入規則だけで書ける．
∼導入規則も ⊃導入規則も真理値が二値の場合にのみ妥当であり，文が無基底的であ
る場合には非妥当となる．すなわち，古典的推論は，文が無基底的な場合においては

非妥当な推論であるというのがモードリンの結論である．

3.1 カリーのパラドックス

モードリンは，古典論理的推論の妥当性が疑われる意味論的パラドックスの例とし

て，カリーのパラドックスを挙げる（Maudlin 2007, pp. 187–188）．これらのパラドッ

クスは，全く何の前提もないところから任意の文を証明することを許す論証である．

たとえば，文G「月がグリーンチーズから出来ている」を論理的に証明しよう．まず，

文 Sam「もしも文 Samが真であるならばG」を考える．文 Samは真である2．「文 Sam

が真である」と「もしも文 Samが真であるならばG」（これは文 Sam自身なので仮定

より真である）からmodus ponensによってGも真となる．文 Samが真であるという

仮定から，「月はグリーンチーズで出来ている」という帰結が直観的に正しい推論から

得られた．しかし，この推論を使えば，何であっても論理的に正しい帰結として導く

2 文 Samが偽であるためには前件が真で後件が偽でなければならないが，前件が「文 Samは真である」
とあるために文 Sam全体が偽になることが不可能である．
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ことができてしまう．

カリーのパラドックスが論証で用いている推論は，標準的な論理的推論である ⊃除
去と ⊃導入と上方・下方 T 推論である．

[T(Sam)]
[T(Sam)]

T(Sam) ⊃ G
(Down-T)

G
(⊃ Elim)

T(Sam) ⊃ G
(⊃ Intro)

T(Sam)
(Up-T)

[T(Sam)]
[T(Sam)]

T(Sam) ⊃ G
(Down-T)

G
(⊃ Elim)

T(Sam) ⊃ G
(⊃ Intro)

G
(⊃ Elim)

（ここで (Down-T) は T(Sam) → Sam→ T(Sam) ⊃ G，(Up-T) は T(Sam) ⊃ G →
Sam→ T(Sam)と Samを経由していることに注意せよ）

3.2 非妥当な古典的推論

モードリンによれば，カリーのパラドックスの原因となっていると考えられるのは，

無条件の ⊃導入規則である（Maudlin 2007, p. 189）．任意の仮定 H から subderivation

を用いて任意の結論Cが導出できたとき，subderivationを消して H ⊃ Cと書ける（こ

れが ⊃ 導入規則である）．真理値が二値であり，subderivationを用いた論証が全て妥

当であると仮定した場合，⊃導入規則は正当化される．まず，H が真であるときは C

も真であるので，H ⊃ Cは真である．H が真でないときは（二値の原理より）偽であ

るので，Cの真理値によらず H ⊃ Cは真である．したがって，H が真・偽どちらであ

る場合にも，H ⊃ Cは真である．

真理値が二値でなければ，以上の論証は成り立たない．H が真でも偽でもなく，無

基底的であるとしよう．また含意関係について，前件・後件ともに無基底的であると

き，全体も無基底的であるとしよう．このとき，H から C が妥当に導出できること

は，H ⊃ Cが真であることを含意しない．

同様に，嘘つきのパラドックスの原因と考えられるのは，無条件の ∼導入規則であ
る．モードリンは，T推論を認めて ∼導入規則を拒否する．もっと言うならば，モー
ドリンは T推論は妥当なものと認めるが，∼導入規則・⊃導入規則・背理法といった
古典的推論規則を認めない．∼導入規則が正当化されるのは，二値論理のもとである．
どんな文も，その文自身の否定と同時に真になることはないとしよう．仮定から，文

とその否定が同時に妥当に導出できるとき，仮定は真にならない．二値論理であれば，

これは仮定が偽であり，仮定の否定が真であることを含意する．
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しかし，真理値が三値であり，任意の無基底的な文の否定も無基底的であるとき，∼
導入規則の正当化は失敗する．無基底的な仮定からは，仮定の否定が真になることな

しに（仮定の否定もまた無基底的であるままに），矛盾した文が妥当に導出できる．

§4 許容可能性（permissibility）

この節では，モードリンの提唱した文の「許容可能性」の概念を見る．許容可能性

とは，文が真であるかそうでないかにかかわらず，主張することが許容されるかどう

かという概念である．

許容可能性が発案された背景には，クリプキの失敗がある．クリプキは真理概念に

よって文の真理だけでなく文の主張可能性も表現しようとした．すなわち，真である

文はただ真であるだけでなく主張するに値する文であるという考え方である．これは

逆を言えば，真でない文（たとえば無基底的な文）は主張してはいけない文であると

いう考えにも繋がった．しかしそのままだと，強化された嘘つき文は主張するに値す

る文としてカテゴライズされてしまうため，クリプキは対象言語の真理述語に対して

メタ的な二値の真理述語を与えることを試みたが，それにより新たにパラドックスが

生まれてしまった．

この問題を避けるため，モードリンは許容可能性という概念を打ち出した．文が許

容可能であるのは，文が主張可能であるときである．この時，必ずしもその文は真で

ある必要はない．このように，モードリンは文の真理と文の主張可能性を分けて考え

た．文が許容可能であるかどうかの条件は一種の理想（Ideal）として考えられるが，

その条件のすべてを満たす必要はないとモードリンは考える．

4.1 クリプキの対象言語とメタ言語における真理概念

クリプキは，ある文が表現・主張可能であることと，ある文が真であることの両方

が真理述語で正当化されるべきで，我々は真である文のみを主張すべきだと考えた

（Maudlin 2007, p. 192）．しかし，いま我々は「『嘘つき文は真でない』は真である」

という文を対象言語で主張できるが，これは嘘つき文自身であり，したがって無基底

的である．このため，クリプキは T(x)（真である）を持つ対象言語にタルスキ的な階

層構造を導入する．そして，メタ言語の真理述語 T∗(x)（モードリンによる表記．真∗

である）こそが対象言語の真理を語る「真正な」概念であるとした（Kripke 1975, p.

715）．このようにして，クリプキは先の嘘つき文の問題を「嘘つき文が真でない限り，
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嘘つき文は真∗ である」として回避しようとした．

しかし，メタ言語の真理述語 T∗(x)こそが対象言語の「真正な」概念を表現してい

るとすれば，今度は「この文は真∗ でない」という嘘つき文が現れる．すなわち「こ

の文は真でない」をメタ言語の真理述語 T∗(x)を導入することで分析することは，「こ

の文は真∗ でない」という新たな嘘つき文を生むことになる．

モードリンはクリプキが T∗(x)を導入したことは失敗であったと指摘する（Maudlin

2007, p. 193）．真正な真理述語は対象言語に一つのみ存在しており，嘘つき文それ自

身を主張することで嘘つき文は真ではないことを表現できる．ただ問題は，その主張

がいかにして正当化できるかということである．

4.2 モードリンの許容可能性

我々がいま必要としていることは，嘘つき文のような無基底的な文を主張すること

は認めつつ，嘘つき文の否定や「嘘つき文は真である」といった主張を禁じることであ

る．クリプキが対象言語の真理述語を閉鎖することで達成しようとしたことを，モー

ドリンは文の許容可能性という概念によって説明を試みる．

モードリンは文の真理と，その文を主張すべきか否かの適切さを分離して考える

（Maudlin 2004, p. 95）．後者が文の許容可能性であり，真理概念と区別される．文の

真理はその意味論的構造などの分析によって考えられるが，文の許容可能性は分析と

いうよりは理想（Ideal）によって考えられる．

モードリンは許容可能性の理想とは一つに定まるものではなく，可能なものがいく

つか存在すると主張するが，一つには以下のような規則の集合と考えられる（Maudlin

2004, p. 96；Maudlin 2007, p. 195）．

• 規則は，すべての真なる文の主張を許さなければならない．（truth-permissive）

• 規則は，すべての偽なる文の主張を禁じなければならない．（falsity-forbidding）

• 規則は完全であること．すべての文について主張することが許されるか禁じら
れるかのどちらかである．

• 規則は整合的であること．すべての文について同時に主張されることが許され
かつ禁じられるということはない．

• 規則は論理的分子と似た振る舞いをすること．文の主張が許されているときそ
の否定は禁じられる，連言の主張が許されているときその連言肢の主張も許さ

れる，等．
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• 規則は単純であること．
• 意味論の言明と調和が取れていること．規則は我々が真理の理論を伝えるのに
用いるそれらの文の主張を許さなければならない．

上記の規則は基本的に二値についてのものだが，無基底的を含む三値で考えた場合

にはどうなるだろうか．まず，無基底的な文については，その文が真または偽である

という主張ができない．モードリンによれば，嘘つき文 λについて，λ自身（∼ T(λ)）

を主張することは適切である．しかし，λは真（T(λ)）ではないので，T(λ)は主張する

に適切ではない．F (n)が真であるとき T(n)は真であるが，だからといってF (n)が

主張するに適切であるとき T(n)が主張するに適切であるとは限らないのである．モー

ドリンによれば，T推論とは真理を保存するものではあっても，適切さを保存するも

のではない（Maudlin 2004, p. 97）．

文が無基底的であるとき，その文が真であるまたは偽であると主張することは適切

ではない．「嘘つき文は真である」という T(λ)や，「嘘つき文は偽である」という Φ(λ)

は許容不可能である．他方，文が無基底的であるとき，「嘘つき文は無基底的である」

という Y(λ)はそれ自身無基底的であるが，許容可能である．

§5 許容可能性の問題点

モードリンが，真理ギャップを持つ真理概念を維持しつつ，報復あるいは強化された

嘘つきパラドックスを解決するために生み出した許容可能性はうまく行っているだろ

うか．この節では，許容可能性が持つ二つの問題点を指摘する．一つは，許容可能性

もパラドックスを生む素地を持っているということである．もう一つは，真理概念と

許容可能性の区別が果たして別の概念として本当に働いているのかという疑問である．

5.1 許容可能性のパラドックス

モードリンの許容可能性によって，真理概念の階層化が回避され，当初クリプキが

目指したような対象言語のみに存在する単一の真理述語を保持したままのパラドック

スの解釈が可能になったかのように思われる．だが，許容可能性に望まれる性質を用

いることで，報復的なパラドックスが出現することをモードリン自身が指摘している

（Maudlin 2007, p. 195）．次のような文 (S)を考えてみよう．

(S)許容可能性の理想に従えば，人はこの文を主張することを許されてない．
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(S)が主張されることが許されているとする．すると，主張することを許されていな

い主張が主張することを許されたことになり矛盾する．(S)が主張されることが禁じ

られているとする．すると，それは (S)自身の主張と一致することになり，(S)は禁じ

られていることを正に主張していることになる．(S)が主張されることが許されかつ

禁じられるということは，整合的でなければならないという規則によって有り得ない．

(S)の主張可能性について理想が何の判断も下さないことは，完全でなければならない

という規則を傷つける．

モードリンはこの問題に関して，次のように述べる．

あるアナロジーがある．私がチェスをプレイするコンピュータのプログラム

を書くことに着手したと想定しよう．（中略）そのプログラムは明らかに，白と

黒どちらであっても［先手と後手どちらであっても］，プレイするすべての勝負

に勝つことが保証されたプログラムであるだろう．（中略）しかし，そのような

理想（Ideal）のプログラムが論理的に不可能であることを見るのは十分に簡単

なことだ．というのも，そのようなコンピュータをお互い対戦させた場合，コ

ンピュータは白側と黒側両方で勝たねばならないからである．これはパラドッ

クスではない．──また，理想を標準の種類のものとして損なうものでもない．

しかしながら，それが意味することは，理想は決して達成されえないものであ

るということである．（Maudlin 2007, pp. 195–196）

コンピュータのチェスの例は，自分との対戦が可能である時に，最強のチェスコン

ピュータは不可能であるというものである．同様に，文が許容可能性の理想に言及的

できるとするならば（許容可能性に自己言及性を許すならば），許容可能性の理想は達

成されえないとモードリンは考えている．モードリンによれば，許容可能性の理想が

達成されないことが示されることは必ずしもパラドックスではない．許容可能性の概

念があれば，嘘つき文を報復嘘つきの問題を含めて解決できるからである．しかしこ

の主張を全面的に認めたとしても，(S)が許容可能性に関する意味論的に病的な文であ

ることに違いはなく，意味論的パラドックスを許容可能性によって統一的に問題なく

解決することが難しいのには変わりない．

5.2 真理概念と許容可能性は別の概念であるか

許容可能性によって行われている「文の真理」と「文の主張可能性」の分離は果た

して我々にとって本当に妥当に感じられるものだろうか．ある文が主張可能でありな
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がら，その文が真であることが主張できないという状況は，嘘つき文のような病的な

文に限って考えても分かりづらい．それどころか，本当に許容可能性が文の真理と文

の主張可能性という異なる概念を分けているのかという問題も存在する．

フィールドは，この許容可能性と真理概念の区別の曖昧さを批判した．

実際，それが真理を主張する文になるとき,モードリンは許容可能性を完全に

客観的と見なす．T⟨A⟩ が許容可能であるときそしてそのときのみ A は真であ

る，そしてそれは完全に客観的事実である．合法な『許容可能性の規範』が各々

分岐することができるのは，文の他の種類に対してのみである．さらに，モー

ドリンが全ての良い［許容可能性の］規範はモードリンが真でないとみなす多

くの物事についてさえ同意すると考えていることは明らかだ．たとえば，モー

ドリンは明らかに，嘘つき文の非真理，T推論の真理保存性，そしてモードリ

ンが活発に本の中で主張した，しかし真でないと見なす他の多くの主張に，全

ての良い規範が同意すると考えている．

要するに，許容可能性というモードリンの概念は彼の議論で提案しているよ

うな任意の規範に依存しているわけではない．実際，許容可能性というモード

リンの概念は，少なくともモードリンの真理の概念と同じだけほどには標準の

真理の概念に似ているように思われる．（Field 2006, p. 719）

フィールドは，許容可能性に対して「客観的」という言葉を付け足す（Field 2008,

p. 140）．何故なら，フィールドによれば，許容可能性は実のところ，モードリンの提

案するような様々な理想に依存した相対的な概念ではないからである．言い換えれば，

許容可能性は主観的な証拠に依存しない概念である．この点に関してフィールドは次

のような例を出す．ある部屋にいる A さんが「この部屋の中にいる最も賢くない人間

の言うことは真でない」と発話したとしよう．そして，A さんはその部屋の中にいる

別の人間，たとえば Bさんがそのような賢くない人間であるという証拠を持っている

としよう．ところが客観的に見た場合には，A さん自身がその部屋で最も賢くない人

間であるものとする．Bさんが賢くないという証拠を持っている A さん自身にとって

は A さんの発言は矛盾するものではないので，A さんの基準で許容可能な発言である

ように思われる．だが実際には，モードリンの許容可能性は A さんの発言を許容不可

能なものと見なす．許容可能性のこのような一面は，真理述語の客観性に通ずるもの

であり，両者の違いが果たしてどれだけあるのかという疑問に繋がる．

許容可能性と真理概念の境界の曖昧さは，別の問題も生む．許容可能性は，真理概
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念における上方 T 推論に相当する推論を主張可能性について禁じている．すなわち，

「ある文が主張可能である」からといって「ある文が真であることが主張可能である」

とは限らない．このような許容可能性に従った真理述語の用法が，当の主張可能性を

傷つけるものになるかもしれない．フィールドはこの点を批判して次のような例を出

している（Field 2006, p. 716）．

Cさんがギャップ理論の擁護者であるとする．Dさんは Cさんが支持する意見の全

体には同意しないが，Cさんのどの発言が真でないかを決められないとしよう．普通

の真理述語の用法であれば，Dさんは「Cさんが支持する意見のいくつかは真でない」

と言うことで，Cさんに同意しないことを表現することができるはずである．しかし

実際，Cさんはギャップ理論の擁護者であるがゆえに，自分の理論のいくつかは真で

ないと考えている．なぜなら，Cさんが自分の理論の全てが真であると主張してしま

うと，嘘つき文も主張可能としているために「嘘つき文は真である」という主張も同

時にしてしまうことになるからだ．したがって少なくとも嘘つき文に関しては Cさん

は真でない意見を支持していることになる．そうなると，Dさんは Cさんに同意して

いないのではなく，Cさんに同意していることになる．すると，Dさんが Cさんに同

意していないという当初の主張はできなくなってしまっている．

許容可能性は真理値ギャップを持つ真理概念を補うために考え出された概念のはず

である．それが，真理値ギャップを持つ真理概念と許容可能性が組み合わさることに

より，このような不自然な状況が生じてしまう．

§6 結論

モードリンは，真理値ギャップや真理述語の網羅性・排他性を否定することなく，

古典的推論の妥当性を否定することで，意味論的パラドックスの二つの例である嘘つ

きパラドックスとカリーのパラドックスの推論を否定した．また，報復嘘つきや強化

された嘘つきの問題に対して，許容可能性という概念を打ち出すことで，パラドック

スの解消を図った．

しかし，問題は残されている．特に，モードリンの新しい概念である許容可能性に

関しては，二つの問題点が指摘されている．許容可能性に関する新たなパラドックス

と，真理概念と許容可能性の概念の曖昧さである．

単純嘘つき文に最小不動点モデル解釈を与えることによって嘘つきパラドックスを

解消する方法は，報復嘘つきや強化された嘘つきを生む．最小不動点モデルによる嘘
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つきパラドックスの解消に対する評価は，報復嘘つきや強化された嘘つきの存在をど

う評価するかにかかっている．ここで，そもそも報復嘘つきや強化された嘘つきの存

在は問題にならないと考える立場と，報復嘘つきや強化された嘘つきの存在も単純嘘

つき同様に問題になると考える立場に分かれる．前者の立場は，我々が解決すべき問

題の射程をあらかじめ単純嘘つき文のみに限定して考えるものである．この立場に立

つと，報復嘘つきや強化された嘘つきの存在は，そもそも真理値ギャップ理論が対処

しなければならない問題ではないというように考えられる．

真理値ギャップ理論を擁護するのであれば，前者の立場を取った方が本来は有利で

ある．何故なら，後者の立場を取った場合，最小不動点モデルによる解釈をはじめと

する真理値ギャップ理論は不利な立場に立たされるからである．それでも敢えて後者

の立場を取って最小不動点モデルによる解決を擁護しようとするならば，許容可能性

のような真理概念に取って代わる新しい概念による解釈に頼らざるを得ない．

モードリンの試みは，複数の意味論的パラドックスを真理値ギャップ理論によって

解消しつつ，真理値ギャップ理論によって発生する問題も解決することを目指した野

心的なものである．そのような方針を打ち出せたのも，許容可能性によるものである

ことを忘れてはならない．真理概念が病的な性質を持つことが分かっていても我々に

有用な概念であるように，許容可能性も，現段階で問題点が克服できないにしろ，役

に立つ概念として今後さらに発展していくことが望まれる．
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