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汎 lユニ乙1をの用法とをはし皇径のご之巴Lちヲ之 εぷ IL く古江南>/玄 こと I;J:'と之乏に動ゑし 二之Jな

の予ヌ=rムヨことモ!こ iifã~ にな吾、 ザームめ一郎なめぎあ三。 こうしたこ之!なのちノス 干ム広三¥.Il色昆

(た1庁)~日夜胞に，まさにわ札わ\{\.'éまきこん(!.ここに「荏f:r.J.して1¥ ~o このような李主主を江鳴す 3

ため. ¥v土ttgenstein1下， 1友昭島「亡 C E語ザーム'簡の丈博ξ悔みだ'さな11'札!まなもなか守た。

簡の吉孝上の転回lユ重写官制'~ちある e も昆げ、ーム'の名款のらと lてこ同色 E確認 され下己二三 I~"
のち〆又守ム l三，もはヤ実証¥1s界のまえめさ閉じ県民C;;I:J..広く. をL札f虫色め下町況をEアヲた国吉の13，圧の

きf:lJ..芝 f果勺。この事情の直1&的怠l昂命ち I~. ごのようたL二三ほのデ之干ム Lの73-7三)1こ宣言及す 3、二と

|主の一言浮かあ S ;わ仇 3 こ之さあ ~o Russellの暗主理協rJ... 消極的広tt.えさではあ317¥"， こうした

椛Jgの一抹乏日月足 Lた。稿型理為l手しか L，伝k.4:的忍きち'現jJ、ζ自由さ 7三1¥7三め， 主gヲ3 二之Id:'の

ちンス〒ムとち及;:r>h..~こと I京の VズずムとE俺型 (line丑r> r二百四l ヲ~/j:' 77'リさ， nXの=三lま・のも/

ス〒ムの間帯、をのパ‘ á 二と1]..，.で きなかヲた。 雪~m江メタ聾織にたっ=とほの γス 干ムが・'f~曳包につl:j

td というよりち . ただ'ひとつのごとは φ予ヌ干ム rJ:ï与す ~0 <予あ 3 之， をの巾王sen翠't<.ig互 ち な

の骨思 '{J:" 手ら才\.~に9 三f" 7d-t，のちある。

上、立立の事情の闇Iち的怠'1鼠色/1=... こと fei.、のラえすム l三外Eす3‘ 今ミ丘t竺界一一結果主主主、古今尽支社の現

与



夜l一一ーの濠乏を;'0.解合$をあるへ この雨ち東， 二三ぽ、の モ/之千ム口.現f.l11てつ尽き、之められる二乙怠く

~格cr~ 泊告主的fð..， 1fS王司、の?助乏芝に要芯ら怠くなるQ é ヲ Yこ b このよう芯~主的広泥沼lユ，伝統的志

毘宅7町三主防ずる~のであ勺之ー 二之足どのラス守ム lこ積T担比間在す王新たf三立::~，.:ずらす ~I丈:事縫

l手tJ、ヲ ZI手1¥I禾L:ii.訟にとらえらU¥3eのでtあai. '97忍わち a 二とぽグ)'Y'ズテム?三、H7.戸島f左前にちし

Zおり 事n~ -t ， ~mtと，ーーーそ こにお‘ 11 之グ)み詰顎とa.~こと7).・(-'‘ 乏玉定門主主あ 30 一一

孝 三i'E>E更(Lebenswelt)Jのを良企乏良品す互にいた『下と，東急掌的タi7あal、l不利写均的常17IJ.， 

この角;ff手左喜~j司117、171芭';ì'，.9'三ちの ， ~二hることかZ、きる。

E， &Iみ， ごとlずのラス〒ムととモにあ~" õ 急足される eのか\ことr:r，-と 1:r~l\ fu亡 亘Thにっか、ま

はI.~ J ~こ 1 ，フニ'c..fd-. なl'"二Eこは‘の γ之〒ム lユ. を~ lf¥;玄に1五‘1¥て話回す々、ミ!e-ので‘あ ~o この瞬

間め作文lユ.日号車~5主主7反によヲて うむ二乙琢く結リかえ~机て，\ ~Q 

日常ちも至ミミ主流0) 茎~令平斗1ユ. こと lずの弓/之ヰム乏ストしートに三事去の女才気Eこす 3之1¥う〉母子、て・， 正当

志望号的認 77Qあ 3 ようにみえ ~L し刀・し乏札Iユ.Wittgenstein 0 .主主持ザーム'誌か・き耳、みたラヂ

ィ 77)レ底問題昆'tu三. ことさちに更のかー して1I~ 、 とちうぺ‘き下でちょフ;) g置制析に示、いては.1Ti祈え

れるちもs-r:.'I守"L'T'?否ちEちとの炭慣的怠令主ホ時れのうちに話1君主主れて;r;リ， 預言71ピナ7均主しえないz.二

ちから生9'・ー る 6 ち昆ヤーム・~~肩の丈í:t.の苛亙る忌堅三条乏~こむめてい f弘! ¥. 

二とは・のラ之三子ム 7ズ1ちす三。 この二と(;J... ι二と句、のちンヌ〒ムの内部で l:l)号ミ三1¥ょう 7列な1¥Q (茎

乙l'tミ()l乙 lユー こと/-;1:'のち/ズ ニデムの交問<r~住民のひとウにほかならな 1 ¥ 0 ) 二'L(まのミ/之〒ムの'&

写ること!ユ， この 1¥み否，拙，知的志望善事u主二であao

をm..<:;'1-;:;' 三百二1;1:‘の弓〆ス〒ム乙Id-1¥しちKa)13" 8-す~~I\う事事L'也(d-. . ぜ果の t主力、e ~\17、広志全主

主有事3a-v' '1 ち包fJ.:・g県巴プi1i.9":;;ことにci:勺て、 b詰のずtli'9:ミ以前のI.!t叉にお 11"<手伝E子Jt，、

たをの例 なにか/d..e'めさをたらゴ/lt3'l:二すれ/;;l乙 ~ 11\.1~ き詰"'Z.1J1..白島の事~.す 3地主r性， あ á !I/d <UL 
す乙〉にl手か尽ら乙 1¥， ときちえ.，rう。 、乏しn.ゆえ， こと口・めヤ又千ム乏晃乏こ~ c ~という f乍支/手、 くゼ主長

>乏王手事ミヲミ下工会主急A司ぞ?P乙~t-にある判。

持 ことl走、のラ之干ムは若年知的怠事事~'l主として召し之ëñ‘リ . 三~白与にd';'1\てτ定見-S1ーして ~\~o 'il-¥Vョーを勾'1主

首モーたと之町ち1主作朗」こす烹穂LE京ぁâ-3(.雪の白 1し実結lE~;.rj主茅!0ó7.> ~o IH寺ちを¥Nd-.自らか7 く

かく司同苛律忍で:・2日ことを 7/blt:;rりに写括コ爪た旬加の骨吉宮市7hめ盟主1-t=宮p;-Jごと乏す特主す3

YこいうTl¥王ちコ7.，邑句lこ乏し之ift'tt.S'L1 \う J(， ~eG.I ¥"をの壱め詰守己よ品知的7.'5.予言引き三に之主つ活L左

乞τ足立1可こし之写来し"z.l\三=ピ l二iéト~- Rus"ell-Hilbert来町三1塁日葛底、，-且，乾宝1‘前古王位五為に畠ミ

主Z与を~t: 3(ヨヒ 7ユ1\ ) ~乙\ \">、このき争事iE.rJ\勤地fずかく~れさい3..とみ之よ九

本

tbAえと 1¥フ喜色の性能にたc主、之， ち詰と巴尽と1:'::.対事 9~ iふたつの奇支持にふさもlがすこEこは.

てを fユ1\一一ごの洞殺 l二υ ‘主主誌ザ、ーム'協の 17 .，と f~左的主主左右乏が岳tr~IL21\ 3.料t
梓本 ?泡玄的主急-苦乏1に三i注注ElLなp<ス酔ち?泡玄予之及E負宰白目周l.Jι二)'/::亨三討守担E玄1

下担三、 t引主剖叶 L山ちT叫芦が六"一栄klに二巴砧ら:喜-図を宮註て引l叫手.:も誌ザーム、 0\宮尾亀をふ~Zて示らdj". 徒、之 l包ミιろ 25詫置~"勺圏内

で託軍司ちため，)X的ち王望:'c.}五三回、白i1Eとの周係三宮u1に主5あさ;宣応<:r<f-~こと己‘矛);色。現象~

してみT~'r:l.活的訪えld.活にち~し之l\ミ。沼に閉亨五ち~かあリう三百こす3 志t;，き:&ø~ ，;z..的色きえと

1;J..]d:才1.:2. 送、色Lr\.包f左な~t の折、考~a.9~ こ之になゥてしまう。しかし二札l手. ι返~~言語在宅l"ワ写九

三盆克にl主主かなら忍1¥_

5 6 

?五警告王註来、め法的ちもり空白号râ-，二\.1'\.(こ I d.~さに， ì~的訪台(:o) 1;zト留に活皇f玄モ哩足仁忌l\こと !(): e-ち3ん〆

?互的ちも交をの色め宅十三えとI&-み Tef.さTeトl'"玄的ち苦境Lの予浸1¥く空手宮〉の怠Zオt::..;z.の{r手間をお之め3、と

1 ¥日記誌であ30 しかしこの祖空H支之三ちE亘型えち，上良二αとのモ空白d+た・し之IJ:1 ，芯1¥0 

ち罷(d.~~と今7お宮乙で、乏すへ 討ちtうまをてE 尽をアフ、E ちヴく~.邑誌が~U'\.自昆め三~E:.tE，E-. 色告もの古主

[]'にくをifl.片之巴果めな力、に〉納さいe~ レザェ lレモ. ~主角的 (perform3. tive) とよふ~ ち詰は，ひ

とびとの立、行的色村為にお 1¥2: 実在すd-o

こうした主主析的存烹配色J&-. 畠設に限ð-二之 T~ く， 人閣内行為「取C乃塙'r主τ:あミ。ゎWVh¥.l't.の主主主

Iユ ご札ら事~Tí9yTユ有為社為一-)レーJVーーの冬乱1主総f乏にようで ，tffi'fあか' ってい~-

往生理誌のを盈の包的~， f:!.主め烹唱であるをの理民的1主砲i迄(norm3.tive structure)を， )¥...ー

}レの~段ち複色として寝Illt し 5C ìE.す三ことにあ 30 >Zi..ld-，このよう主主吐践的恐喝邑め骨話的7誌怖

のひとつであ ;;'1介 ，1o湾、にあ‘けふわ机めu'¥グ)実主主!，L 活主主t;;C )レ←}ヤ~しての宇乙会えの本世己主13..9もに

かかわ三邑tえの琵琶、三し之理時すき二c...c-oi.3. 

2Har七の迭理写

H.L.A.Hart(19C7- )の?三理与 (jurisDrueence)!手~ぞ米系め退官写 ・子三浬写 ・ J三軒授与にあ

って l本，予でに良'E.き及，己キとしてのた位三五江しと 1¥ a. 乏の主主， F :三のZ限定(The Conceot 

旦L註::::::) '-'l (工961)/志 c言5昆トr"ーム'的7加し-)レの布正念に1次取し，従来の活7豆主舎のミ霊法芝真正亙かろ

U:c相lしてL¥3魚できわめて注旦に値する。

H3.rtの語論的忌主烹によ 5な1:;Çl:~ “J主とと:.tJ..~ _1)~ ルールと之友 Jレール Eこの結合さあ3 て本 二円L
ー、--、--、、〆戸、』〆園、d戸、ー戸、、、】'町、/ー、日 、...... 、/町、ーー、、，ー、--、、ー『、J、、ー一、』、、、~.ー、-' 、、，

l手E\E\快Id.}玄の程式イヒマあり lz.的色窃tE~~乏してゆく 1ゑ名に g 守険阻ヲ八刊さtt'，、た~qこして利用"0さ

るさあちう。 しかし士σ)同音えId...'.Vitt8'enstein の正 E言語げーム'きあとの緊17-:'リ f穴‘よく7甲さえら沖1'2

117き11ニ L さらに ，F1t奮 σ) f ち詰げ‘ーム'諸白毎711'_ よ¥1詑匙1穴少忍1¥下三めεみつで， 正当た派移

し之¥¥ 7忌1¥こ之 a 手~・のた的巳 . 十今に理路さυ\.~ 三三iJ.'芯く， フ Hみにき長時に目盃こされて三E足、と私l二

匹思;j') ~t\.~ 0 を=号I Hart の所設を， とりれ}寸 61主誌ザーム， ð~(この結;:1'、っさにあ'いで拘負手百三'r-

1 ¥フf平案か¥いまぜ‘てλ'C.t ，x::.、零~，ぁ玉。

本 '1)1疋lし'-¥v-， r2>~'v-1ゾ」芯t;' Hart 拝高の同誌，ミらにIð-ここに1\うヤ治色」 めいみ ~ðとこミ， 1ユ.'C、|亡つ¥¥て

l手以下ë-II噴に技.BE\しといく ~9$o

* 
Hart t..氏、 FJ去の夜叉色 aされゆ!の対ゑとしたのは， えつめ百年定的主主湾~-Z:;あ勺 1三。、をの芳l. fcL 玄の

酪I聴理t~2こ取す /旬、ヨ t のきあフコ~ . John Austin ( 工790-1359) によって唱えら札たき投を~の典型乙

9~ 材。 この理持I手，涯を，酪晴、ち管買えとした王手令 (ordersbacked by threat)きでヂ}レにして，

理障しよう℃す玄。受の完乏は，合ゐ毛色金品之示古川' t のであゥ之事土のをめよりさ~ì1更TJ<. rs く
中也氏棄の之コラ的自侭五請にゴかのぼ‘z二乙かくでさ 3D 二の理主ゐl手，)"Z， 'E. 重恒三乙め?ので‘|ユ7ユ¥1

|二し之 e.f;;-t= 刀、重見と頴7以のとの Eこしてとらえよ〉と 9~1負白f7，両ある。

林 Austin.Iに Benthamの車警の乞とに、令:+:tT活理与(an3.1ytical jurisprudence)E~当IQ:色し

たことで也ちれ~o 拐、伊活のF夜色、占r-I干 ， ZO~綻のち極活き豆 John L. Austin'こ閉すé~ê-~取見

主オ'--dO¥(::'. )畏用写ミょう注意コれ?と1¥.



Ha rt によれ口二二肌ら E良平気O)Õ喫JliL協I~， ¥¥す‘耳、ε池is.す却を壱のち怠¥¥ 0 )"玄示、1¥力、なaちのτ、

あるか c~\ う哀租1ま，乏の即聞にある。すなわち， )玄も玄巳らしめて¥¥~-をめ環畏的tsi生活Id-， l'h 

主主の併にあジ， 現手を'LIま実怠 3.，1Di fl、d リ亙定的(.:，~宅情的 1忌往生聞係-f;!弘、将軍や殆均|ーーに星たして

し立〉二とモで‘ をな|τれほ・， 叩〉法よりち一恵芭本的~あ3かそしれな 1 ¥ 7li'-ネミ育会~， (!ろ今之. }玄Yこ

の閉f苓\ 1:;同らがと lスち之Tð-\'~I\砲の珂長一ー き包(!11o rality) ーーに~えしてしま う こ Eこ t ，で・ きた

いので‘ある.

Ha.rt I志慢のゴ:!;~ l的 1互開設と \ ¥ち 7戸ら主主極的!こ夜周手る官、わりに.1:...民の 2つのOJ.:!i-rtr.出lミ討す

る及阪のかたち Z、夜長1して 1¥:S .持に主慢:!/f¥-.て 1¥ :3めか_ Austin況の涯の殴航I宣言誌であり(j'去

の存主金、 d のぎÏI羊部7ス二れ l二対亨 3批判にあてられてい三I~t九イセめ盟問君、 ε フ側二対執j及設としてゐ

買にあ‘刀、れ之 I¥ ~o こうしたも妄協の辰聞は，~色の 9~乙のことと思わ肌るかJ二一亮一定1スある乙ちえ

よう n、と思う。-/;ではたしかに.英芭にIJ-扇町であ~t.二3 め，包f終的な主投j三，相互に制同l的

にf司Eえす五二乙 l二J~ ， Hart I芯告らの阿5え乏二肌Cf.6'の接請Lの実周にあ、1¥て bゥ 'Lモ印気白に豆

えさで ζことに主主人 二爪!ま，這出出ご星じて 1¥ ~~実百にとラ て lユ EI\白な別段、さ; a;; "3う。巴、7スーεぅ一

方む I~，主主えに這えで Hart か(a~しようとし C ¥¥玉 、話たな氾の『三平Jレ11'i'.か及らず、しbまとめて

のん、ら礼てほ1¥尽 1恨めに 詰請の宿E初、昆主く尽ヲて L\ る. 技~Iネ民政のた的の江主為るつ?日あ

わ巴乙 3rtの;z..理論:E:Hi r.fJ弐‘づることを詰いられ ~o [.か-eF.art の党理!ユ 亙主主Lに対す~安司

Eニ足、教のT:;.かがら'Ea.札之さたの引手TaI ¥ιむし5， ‘邑治ゲーム'誌亡由来す三美恵η、二筏乏'liIi叉〈

のk利 l二"hSu:‘111三〉とみられき巴 111こ， この民u証明干 1ユミ l志む苔ゑなtので IJ な~¥ρ 

4'+畠むめとし臥・展開す三の Id-， =のような忌:落ij;司、の参Tみ(のひ Lゥ〉である。 これl志， eY> ~負手守町二

すきEえいのかεしれ1忌l¥o Hartの〒キスト I'J.，. ¥¥く孟リ力、σ3信'tR.'E詐gす否ほと‘l三主主主、的さはあ

30 Lかし，をうきあ 3にしてc..わたしーの属高殿/1... f色め年~t.十こ今Jt二詰1汽しう 3e のきあラう。

芝lJI，ie}.. Har t の〒キヌトの皆、のÎ'iß告とf;宝色す~ (.矛色し5.l¥) 1;:/'7'り17、，コ1¥..:ミz;、との鵠訣f7;与

土たをのCI:ワモ一貫した翠島1::与え2>.，

* 

Hart の持~rJ- . -更錆緯しているIにその夜連E阻む三't.TJ.;'できさえず民民;乏札!まC'、理主左で、は

ない。わたしl二i:. Hartの 災 遺ヘ温三 ため.5奨1笠坊にと‘こまで1と批判的に閣院しようとす2. l?i玄の

m:.色 aの筋江之にf立11立さ刀、t;1{要量ですが， あえて自在ち弓T1主時E試みよう o そのための糸口Io:， ~‘ こ

であっ之とよいのだかーーをう， Hart .，ドi玄の害当性 (V呈lidity)E諭す“玉吉:1'>分(Hart[1961:97-107

=1976 :工09-120]) から主H~じめに穐討手るこ之 lごす否。涯の吾当'住乏め〈きる嵩論!こほ玄とちも見の

の結びつでに閉す:;Hartの澗?裏献.sg院にあらわ¥f¥.て1¥;;;からさあり ， また.法買号えを一連の'古

語ザーム' とみ5怯の盃!lltてた，よく旬える p、らさある。

?玄7ボ軒慣J的 (visibleiさある(芯¥¥)、'C.l¥ラことを， !-!art I下芝わめて重zf更すち〈ょう!こ私にB.~

われて芯ら T"J-I¥ )ヘ二肌1&-， ，Zi， (t:: \..くfó，:ì'Z.台与〉し ー )レ〉の侍?誌の'~G:.・につ けて Hart 7JI.' 思哀をめ

〈シらしとい ~g祈 ( Hart[1961: 113-=工976:126])から e， 1'e:)1[11でミ三。

牢 「町 間的」というの I~，工 l~~り私丹南66<:::'、あ ð (l_薦、肌[1'184fJ)。二川村円う."'1t!..世主前可ot:ser-

V'3.b1e)J Lよ1志・れてい~二 Yこにいちあ、う担当す:>" [， 17、し r祖寝同省主」とち :<:'1志・ょをれlユ当然、 !二t，あ~

両長(object)乏をのお7ぢ恥め3主体(subject)の垣綿を、予哩3てよう。すぐ、あEこに切々''dめ

にH art1]."長f;~片したの 11-，涯がこのように勺費支苛省tJ C-あき Zす~. 稔凱的1J:.哩えで、 di)-，'F-:..，，;玄

7 

隠し1'J:'U:1. 、同旬、ら到Eめら帆~の 2' ðν). また内包、ち色I三;:r)\\.~の~'õ'l'~主主隠このち~tf.;'， 活に沌定u到な羽

を号ちこむ a 主:ß..かー・陵、江す~Tこめ l二I -;J.， (ì玄白引ち設与をLれが聞きちえす~)玄17--ら今I-F-LT';11 K\ I二五、‘ちら忘れが‘

活的包拍手，沼町直桂乏本村し活E'主主さ人'::<1三;;..Z.閃からmわ¥l¥司、 ;;)9 8'.artごを，色鵠PI1r-7.i.に

ふとioσ}梶田か'C."のよう存不長率的ほ盟主計むか!こ'>1¥"2.足5日時には忍往左加えた走者n仇私Yころ.

あラた。このよう写芳EB0'， Hart尽宮古ヤ4Jtゐとき~U三壱0)でêf， 3 う爪 :::;:η 払~~に1斤1\之\~， 号事え

の官長君主罰討と'十注」めよう怠平取急1&.強純ヒ10:F.長江主如¥-下左亡とわT::UJ:. 7玄s."，i乏の1豆01呈にお3人によ

フ'2.色村手肉がち主喧ゴにされミイヱう'i'E:.. Hart にかh勺乞「百句il~J L表長乏し乙み?とめをある。

法のï2f間『住之乏の存在 (existence) と I~ ， きわめて7紋紗なずれさみせる l志すνであ言。なるはむたし

かに，伺ら η、の迭に7忌いし J手足首ヲJレー)レ〉払ごろT:!:ヲ札l去、二、乞，をのiZ.1手'ET坦j坊となるので‘あろう。 し

かし，前理的 t::..g，?た注くある 1¥1エ， )2..の BT間均c:、あるき下令)tJ.;.'. 玄のす八、.てで、あるわ1寸吉、)手取1¥ 0 

?玄I~伐の青色「之 ， 不可視fま~協を下買ええている. ~I三.Õf視的と「手弓た涯にl玄 11 し l志司同時写 )ν-)ν

) ，示?ト;ちたらな1¥から Eこ1¥-00 Z. をこにはま可たく迂的忘ると の G玄白 lν-¥v_ 1三11しQl1珂らかの吐

烹酌ち高l芝(norm呈tivestructurej') 校ち色しな¥¥わ 1寸でId，QI'のである。

?玄ほ¥¥ 7J、芯 ~Jきまもに ， 吉Tît'l.ß~と忍 3þ' ? 

?玄くな 1¥しk:li玄白Jレ-)V(lega1 ru1es))1示法きあるとしてき~~;;!\.tしたてさþ1環1尚三 í.;õ.三。町

昆的と Td-~た迭rJ..法的Jレー Jレをれ邑降さ、 I~1主く C ，Z泊守 )v -)¥〆に用主えす三) i5d交にほか及 うな1¥0

遺 c玄白)し-)レ) I d- ， このよっ 1 二5f担的と志~ 二乙τ‘ ほと、めてF日明むたz，.i吃ミミYこしての iTミセモ

向~::!以ー一認の設作可自n主に同しはじめる九 ?封切レー )y 己主忍する主主主交をさじ ζ 乏 Hしに高T事芝~

f.f'す手続三~ tft'， ~仇怠悼 ， 街らかの)\.- -)レ!こ宵疋亨 ~場合 I二， F.art I芯とリわけ注目す 3。モつ した7去

合二三~，わ tH.:tフ昨\.t.XIz'.:的セ烹Cleg呈 1¥，/or1d) ~ 'Ji. ~すとこるのc:σ) <::'あ'). 法的ちまをえ買~Q- ~3 

宗会<;，・ ぁ a1ナち。 このようむ司安めう え ヒ.Ha，rt I志T廷の志E豆急乏長且みたてている@

率三のよう1忌操作司舵f主としてHart;令‘あげて\l ð司 Id.. 旬it.のように政ζ豆、夜更・驚ミの 3っ~~る。

本

F.art の法理主主の茎~広， く業乏し 1三〉法、ないし況のヲス〒ム芝I;J.'~ .1 ;長 lし二ん (pri~川γru-

1es)とをたん.二ん (sGcond呈ryru1es)との話会、とみな予 Yこころにあ 30 二¥.l1.1ユHart自宅キによ3

封えの雲前言、ð;三~'(Hart[1961:79=1976;90]) 、千での註1入、相、み三百こしてモア， 二¥.11以併に尽芝えち ¥1¥

T忘れであ 3つ。支隈. Hartのむの侶チトち . この通リのえるを屯'j・乙恨の同校の校1" であ~として

¥1 ~o 'F-:.しかに乏れに.慧，主 I¥Jユ1弘¥1。だか、間電lユ， をれ77'i'lE L く理主ヰ ゴ/11， ~かるかである。 Hart

の名にあ‘いて右各ほ三の主王fI;L じ‘つ lまfまかなが理負手しにくいとのであリ， むし 31;;'隠~II許なく ?♂尋

ミ叶Lてきたのさ;Ij. Td:いか . -r..;! ~f~主 U られ 30
i)官ひしーノレとl司、σ[1>'? 閃室めには. '2. If\-/~ 賓務の Jしー ν(ru1es of ob1i♂ tion)であ五， ~乙ち

えよう o 2た 11./-)レ't./示伺か? 閉じ¥くを札止生誌みんニん (ru1esof recognition)、主長みん

ーん (ru1esof ch在時e)、訟芭の)t，.-)"v (ru1es of吋 judiS3.tior.)、の3置をあ3とこたえら礼ょ

う.たしかに Hart臥，~のように事 1 \て \\ à。乏こむふ℃て弘、~ 1;;"， i l'Z:Jレー)v/2た 〉しールモ，な

にか集能的T~)レー)\.- c布令笥j;，理下さ- ~こええはじめてしまう~o T<f. a尽じ jし- )Vに16.、 iY之lレー Iv'C.2. 

決)\.--)し'Lの~1-主唱の Jしーjレがあるのだ'2.Ltlらがやち色9三Yこきに， (発乏した〉志のヤス〒ム?ピ足、

苦え弓 ~Gった\ ~o 

~しH3.r七の毒均!Fこのようなとのちあき可こしたら， をは¥1京事実の平I及な上塗りさ‘しが Td-.I¥ 0 慢の

毛色/;1...， 'J.ラ 1三くヌ1¥のとご 3にあき二ヒモ，民1可くペ“ささ、あ玉.
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.1 ~'Z?)し- )レ、 Z)知し ー jレ 7ó.ð 15-の 1J;'ます・あっ之， しかるのちに雨ちの会百合tJ.:・ヨ三いる， ~~~ンてし弐

守たち， Hart の吉為抽 I-;!.色 1与 しに 1忌ゥてしまう。 i ~史ルール/芝町ルーjν のヌJ l ;E、実包的に理解した

ので、l立， 商ちの結合 (union)Iユ下臭事時的で偶有色与はeのたちゴ、、z乏えじ伝 1¥0

をう 6' ロ1J:..く Z ， 結色~l(\怠往11-". .1)1叉lνー IV/之Y之，'''-)レ芝つぐり 7之、すので弘3.0 ::::<:::'1¥ク結

色Eこ!み -:$誌の用包C:'ß71吾ら I ;:l:'、 ち~の関係言、あリ ー 法7下町毘的と芯 3 i旦足<:め zi 0 )L-ールlユ，色

応芝m..ミ zゑ色に. 1. 1叉〕し-)レ与のC:ð，~ . 急忍写 a'i
'
白lにあ毛性会 1二; ~~在~)レールなので為ð-.二 Cろえ

つの lレーJレlユ，週互にヤト1三す3わ門で、 lユ7'j:.l¥. 1. ;叉ルーJレは之Y-Z!レールわ 1ユか八ãj.~三 l. 組、;Eミヰしろ

ので‘あフ之 ht1言語lス向会的に色悼して{写主主'9~o 二うし之Hart の主兎lユ，って~" (7) crう伝芭図のt-'l二

に I笠負E与さ、;!~ Fざ~:Sクくく図iで>-). 

ち"&される 1;~ 1¥1-)レlみを礼色

争. tヱ念。三iaめて足来的7淳首:ミを 5之

aルールでみ.LT三宮しをめ坦英世

!百，揖勘巴~'í守的 (performative)

1主モのであ、て. 主&.乏 1éJ..琢 ~rし では

司民的で7三l'• 

1>':Z?1しーIvとは，主fiT-"聞とえ事る

何気で・ある T司らかの )V-lvTl'....足

どをづよ4ヨ
:乏3史JレーJレ : 1.ジてJレー〉レ

」一一一一一一一一 一一¥' / 

iZ;今予てすム

く図上〉

に ， 為ろい l示司昔話主に〉をのも及左lみなれ芝モ 、 ~ln..自 fまで)レ-'V~ し之自らで‘ さ 3 ，(l\う私羽 1二 ?主

包し之. 'í.の)レー 1 \1 1二与えられ在理史君子あ~. このよっ尽をめとし之的.1.;Z1レール「ユ モ此に件17、ち

ち&す 3主誤えにT吾川し. 芝のち技乏宅三ヨャ::;r，ご乏:た1ν-)レ〉なしで巴し-)レとしてのを1T灯 l二支夜Eミ吉三

じtるものではTJ-l¥.また，それに2.)叉jレール刀、附加されたI男ゐで;'t::.本質的な友fヒ芝陣らない o

2~丈Jレール|本， .1たlVールの今トから 1yz:: )レーJレ!こ急 足 し1>':<::)レー)レ芝司疑的にす ~o :2たJレー

)レそとたしかに，没叶'\.Êl冬[)..'(ゥの}レーJレ(v・ I "J-あ ~o しかしそ之れl志.1.)史jレーJレ7ζ しでは， 23てlν ー}レ

としてG-9~ こと7};' で、ぎない。 2、'/7::)レー JレI立. をln.. T天急R与す 3 下 r~の}レ ー Jレ(1.だ Jレー Jレ) 1:， 1たく

三℃のでさほ 1\1箆Eをまとミ~3o

?玄的)レールのら江め下主主主には，レスとのよう なHartの南国にととプ‘く尽ら lゴ， 之主 1)め1勢色7]¥‘ある

ことに百三むひとフ I:L. .1.提)¥rールのみ1氏、ちし， .1.>突lν ーJレに聞もえす 3い17、広a:2 ~ZI\l -IV eちし 1三

い決色。もうひ Yこつは H~/レーノレとを\.l'\.に閉さえする ~Yむしール之訳、結色 L てらす 3 京色。穐芭Iミ示、

いさl本， iZ.. 7J<‘司雨的'LIエヲており. いわ/~予之念によって沼決、主t礼‘立れでいき。首1亘から7笈亘八の脅門

E想定す収品・二'2仇l手. -t主の喪主 L貫主色fヒ〉むあフ乙涯は角的Eゑ芝界 (pre-legal l'Iorld)かち

?玄邸宅E叉への茸釣守と ;};.1手しう ao

¥.Xとのように Hart1J.;.'主手長"9;;之さ，惜I主主ちに 31叉I¥;ー]レ，ー‘ーといヲた島Y之!¥1-)レ1二ついて ε

~之てあ‘〈二八いを R' ヲためと‘あ3 う力、? 心J乏IV-1V/乏〉史I¥;-IVの区男11しか、eぅ/T之" ta. ¥1 G'i玄めn:ミ

念Jの接指f手，ナ令 l二視地なめ札灼叫しの活的巴叉にたち白η、う l二し '2.1二l. (fi ~り l二で;:!.:J了ヤか(?-!f-件

下手主臭r て~/示T;>. I\ 1と、三うち、? ー一一二のようなE闇 l:}.... し IJ:' し 1 l:' 1;こりつ~_ r.さil"'2 ~ILl手， 生児lレ

ー}レ/二L〉知レーんをミ~;tしを:叫し ~1注視してしまう Yこ 二三から哲三l.:: á乏のだ、。 Hart 7X 1た)レールノ乏堤

Jレー)¥..の巴7:11lーからう}すといほいこ乙l手. e， 'zこ現在的に評イるすん、乏さ、あ三う〉。恒I<f..， iZ;..P;司同的Yこ

f主ジ霞会的1三eのとは?'2 ¥1く， 宅ラヲ YこそE茎耳三白Y7三口ぃ、シワ乏玖11~主'9る=~こに主E及1:. 1ずいている。 l女

認主号;，詫主主， ~乙 11 .， F-.程的a:鳴負e.1正要巴し，協と lZrJ .. í~乏下基之也之主主l亘白色に芝伝り色ぅー
9 

湿の垣程e... -1'5し之 2>1史1レー /V~こ貫主したこ'C.. I玄，をはL らた同盟のをR~-一一ほの主主伎役的ーーをみ

ととラ色うえて、の， 丈H町i>.1宣告之の区長守~0' 矛)~o Hart の ?問事V~-. ~長持品定的穐れの差直に 温的ð~

Eめぐ‘三 Jし-)レの民江乏曳出した魚ピあ三。

Hart の主安之さと澗宏之とEβ、同以l手.2)'7::1レーIレ自毎日フ刷亡1三日買のまま C'd九五からであうし之バ

ル -)レ込. 1. ~1し -1νE前向的とす三 lí れと'. e. 色らを訂堤色;>'Lす 3わlすさは7与IL Z於 /¥..;-1νE司

同的にしようと:91./'L1に 2;.でIv-1Vヒ色1ミ'9d)泊予言主投芝田怠する I事}')， 1芯7手1¥、 しかし，その実色に

も島ぴ同じ宿区か;‘ lt現す三官げであ 30 /ef-じめの 2疋1レー)Vle匹. 1 ¥ d-ヤl.YI?IV-/vとしての噴粕き芭

芯1オ¥.c(t)‘りー をの併に新たTo-Z、'!E.Iしー lνが弘予乏し之 1，三， Zしき この 2)1た1V-IVI子，か勺っさの

2吃 lしー IV'E.Ti坦的乙す三かεしれ7ゑ1¥/ニセよ ，皇ちを可砲β(}';!こす三=と!志とてきQ..I¥ (く図ユ>)。

:;ふ試，)~乏しぺ三å9g'a斗3こ............ '> i五二;コl

¥ / ¥ 返品iい V/
『 且 一 一一 ， ¥---一一

: '2.~てJ\..→V~ .1.)吃1\.-IV~ = 2mし→v ~ ~之 lレ，Vエ』

くE量三>
科的¥¥JノロT民

このように，2な，，，-/し10:..17'--広らす， '2の }νー IV 包f李乙して/~ 1.沼¥¥I-IVで、為リ. ~Eií~であ~と

いう毛色乏もっ。涯のヤコて干ム玖、¥こL明 1'v-IVと 2明 I'-'-IV之の特色に尽かならむ 1¥のだ‘乙古川工

法 ιぅγス亨ム2三高民'9~)レ→レめすべ、 てþ'~ 当該の~ヲヌ子ム 1二あ11 1\ て分1 fTaちるさ誌のro.17、さ、 E只ら

T1' と尽きこと l手でを~I\ o z，1.f\.ら lユ玄伺ヤス〒ム α さらに勿旬、ち開設9~ ，たとえば Hart の沼T笠

掌のなかで，同ちか百二7忌3以件f二id-.I¥のさ、i7>三。

Hart の前提~rJ.-. ).~)史に民Fにしてゆ く-aら「弐にき h めて芭尾一貫した活の描慢 ε 与える。を爪l久

決し之車協ちT;;'I¥.た巨ごし，こう L色読みとさの作実に及T三ヲ之 1<1. Hart かど孟電の民主主こし，三勾

3玄の毛守、)し仇下敷ミn::.c し'Z..I\~ . Wittgenstein の g ち詰げーム'Sちへの百通乙リ乏だくこと7正~.
乏;;;..11芝、あきう。

三」三塁号f立て4251Y1盟主主一

，'iittgenstein によ才¥..I'J.，:'，わ汎わ汎λ閣の祉企生活/ct:..， ~主主誌片品ーム、の }151をさのようとミ~Cろで、あ

るらし 1¥ • 

9̂"で'{}¥'~ち語げーム'ちあ~~I\つ事君主 l手，屯に困詮、の?環史さ:あリう~_ 7ã:~'、芯切c.r:.:，.' 'ð器具(ー

ム勺の精進芝は， をのタト乏許主主しな ¥'力、与さ、ふdD ‘邑註I-r'、ーム， 7手3εめを一室にあ‘ざめる c工うな

)ρース八O?'Tィ 4フ‘ I 'J-. 存在さ、三:r..主 1\.. 告続的にlま.このよう志 J♂一之八o つ=千 4 旬、 に位置す~二乙1].".

笑邑乏正当化õ~在3担\<:'品、ために〆 c，:・ Jち三。二こから. ':Iittgenstein の琶盟n-i芯じまる c ち話

市ーム令につい之 ， Ìt闇持怠江主己 Eとき言、み色、).理論的~ちを.FF\乏~之Eつする. 邑耳史的主主也的地々は一

町惇品て、ある一一- ¥'iittgenstein 1ユち詰ザ、ーム'に主主つわ 3殆む亨ペu ての問題互恵之攻1¥F.三乏の

粟 21こ このようにあ‘t;:;I¥定めるo

'.'/ittgenstein /本‘こうし之 ‘主主晶子r‘ーム'につ"之の家℃まヲた持足廷のこ苫こEこ巳つ 111之

し怠がヲた ιちさなかフた). ~ittgenstein 以」ニに徹起して S 討ちザーム・につ1\て之え尽く人拘
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t向良わ肌 3で、あ3うEこl志、豆1¥芭乏えられ7a:.11 T}t， t.:.'とすd.と，わ爪わ仇I本 Wittgensteinと后情、，

z色短叩ーム'につれ之/-;J..志望移包恥てぎF疋ヰTるし方、な 1¥のた3うか?

わたし I~，ちも，1Yず-L.".・ 1亡時する理路凶な韓同の棋みか1、- I手t.:.'め7t'ら"9ペ‘て犠勿r乏宝でられ3.，

之l三芳え1弘110 4>稿モテ，をうした定之 T芥ら包括ザーム'協芝沼唱しモ~1三、註金理局ιの主主為

一一色もえの与税l反均一ーへと高続さ巴玉こと乏領、み之いる。このような企図1九七 ，V工 tt ，.:;enstein の楚~

にE-V、かわらす¥ 司慢で、あ五といえz摂取"E.，回らかに巴旧J:l:TJ.;:>a:， 1¥0 

Jitt明 nsteinの 62き詰肝ーム'協Io-."biえの事実住(f3.ctua1ity)、 品交の:主告白主主主性砲に. Iユ

じ‘めて寝室iT立国後、を与え，面肢の1z，.続的怠壱it的種主乙に片し之告を大T;;..望tk.i乍用乏平討をした。を1-t¥.Jet...，

ち吉えの主同音更を否定F乏し， 思毛?をの!忍がの人国的 E証言語予をのこら~'， た人にきちえにの用迄〉に祖閉お

(discourse(-us~~e)-re1ative) 私的賓の左わむ)tI..--1"J"ーム一一ー人之さまえし之しま、たのであ ~o

8惟三恥色佐，定金主主乙肌 2ヨf五， 三争当('2 u\..白色~， 享琶毛主肌色合手乏琵~ c..ニ '[.1予どで・宝三 Eこ fちヲ:、~) 三乏に

l手 モlユ勺|手とんと・いみl芯「ユ1¥0F.J:..にご、 '(17、"E晶1)あうし唄ミあう〉こと(""J..，主投の用iz.(.あ d¥ ¥ Id-. 

匁11ミ〉のうえで、定 IT.司高之Tif-のであ三 i'lit t genste inのこうし 1三オリ予A‘ナlレな訟迄ふ!こ忠夫忌 r王
戸口

紋」自1a-主どき語ry'‘ームP 吉おきめ呂からみ恥ぱ、， hE51三げ、ーム'乏t.=r')し芝し之往生u主主~El;島忠ず

るJ r三ど，琵旬lorJ:.ief.以下さし¥¥，まことにITしからぬ詰みとしか， 色¥¥ょうか芯¥¥ I三乏1¥な1¥ • 

まu芝."Iittg'?nsteir.の文住I'J.-.後らしく頭宥e:、ま=と!こ歓怠し之I¥a。情l五 g討ち甲ーム'に

づ¥\て m 理詩くT手 11 し尽f手系的a~ì~ü '2.~嘆す三かわりに惜の主主党自民 Eまさに 6iLtz 庁、ームラ

之し之、主した.こうして利広 6 ち語げーム， ¥ミつ¥¥ Z o!理誌か1 耳省三て、あ五二之乏、主1.-7主のであ

る。?司e-~ iIil・ 6きt's'T・-6. 'について，ただ土問の主主!:.I事訴5か，たた‘土忘の論文すち乞乞表す3

=と1ス.t;主1:7'ラ T三くで‘さなか，た〉。 今回わL札わ爪の手にするちの I'J.. 1時のさi鴻，E宝 E乏し1ミモのさあ5

r:J¥'， ヨH¥..t;‘断角島草色聞自Zσ) 1jt'南にすぎ・ ~\Io ‘ Sittgenε tein 配， 6iz昆!T'ーム'さおを醒i.1tし

た千キストの帯舎に â~こめ~二 't. 1;!:Q 宣伝 11 ‘ と直感していたこ之lま哨ちがであ3九

* '，Vittgenste工nの一回麦、下三宮5"F:..につれてlci..~<の包罰的吉区間、告書セち "\.τI\~ので~すで・ 1てよくそロち仇て

¥1ょう。湿地主1(¥.1子ti'向笠宮知事a同誌とす3古告と.交えの F群探しによ?で1"1'お叫伝R

と l二.区別立札否。(~:j.毛P.1; 0間前女歌15町島由f/'.，S民主貝を . とくに令長と ~Z Y坦す亘理念e

ある。〉訴1明Ù-" 温東ペめ主主芯によっ之貫かれで\\ð 'l:ヲ~lJ.ら.i乏顎I手嘆7ト之¥¥玉。後支同の Wittgenstein

l忍あ志り l二色1ごさ 1忌干7J.'更へのを芯E托~\左官とあ~III'J-:t:ã涜 E青色望慢し1三ザ\ー・ 2ドμ三1:; 1志ちで)L IJ.昔、ゥた

のでlまなか3うか。情の/ートIJ.， t:疋誌のな打、で、併殺1)力、之しあちわ仇'5，1煎にどりつ11で主主吋¥.T';:I¥主周のかヲd

かす‘をめ〈ι.拭行金吉宮えの羅刃11二ト之，()"ゥI.-I)c埋めつ〈てれて1¥ J.o ::¥.1¥.ちの手需11手曳在員芭町あ1¥ださ、

回毛主主叶¥.，歪写:tれ之， ¥ト主1¥喪担さはあ、7三所、ミ:t，t)Õ'I之 E釜石~1， T;孟影響芝の三したのをあヲ7三.

Sittgenstein の 極 嵐1な篭同eJ:..敬喜研究の縁色|二号、'[.e-lie...ゑぃ。獣'3'基礎誌に丸、l寸る慌の江

1寡l手，撮患右下良主主長官こよlまs八"さeのちあ否。 二の主京lユ，貫長I1し7志¥¥訟事的洋平安之に黒原lエモテち 3ん

の ='t.， 十令に丈主写有限署長)芝おとめ7忌1¥0 tたフ之.~之さ的 '1;;告側返ψ聡隈毛主色輪寺みとめ忘れ，と

いう eGうさ、o¥3.0 三わめて一貫して Id-I¥ a tダ> ~7ちの組主に討し之あ~りに \:;~J美的に作用ïfá めで，

I手とんと孟J亙ES除、¥¥ teト1¥という.徹危しE 主!去であ、足。亡の江7ゑ(501手， Jl‘とJ:-'(. ;室色、唱もとは才~E主b..

L (' ~~，~~ ~ I'J.-じめ~こ Y二 m・ 1 格、草昧きあり. コ手司首e.'tこ広三。 p工主ton以司との官吏&.誌に拭ず 3， 実ての

羽邑ま~~ちえよう。

君主与に3三‘ ITd民主石W"-主語、乏，吉次写以併の領域に Dl芭しひ玄 tで肌ぽ，志堅弘己ー号車託金敢に仕方三託

定的混涯に取す、五二百二訳、<."~宝。後期の‘ち詰ト7"-6.'持~/二のよう 1ゑちのだ乙れる二℃び~，三る

工1

ちあ3う事。 訳注目包匙良は. (J笠念的に怪E主、工札た枝問坦1:::訴え琢 11. という1¥みさ) '9ぎにして，

理言語的混慢の対在たあ;s~ )乏れにη口えて ，'/it t ~ens te inの忽色にlユ訳疋は訳足琶のふ三a.1¥であ

るち設と祖間的であ~'[.みられといたがら， 妻宅の r~恒的忘民主企」の時江町il~'・住す ち，素朴にlユfち

ひられていない.こうして.恨の才り引寸Jレ芯'主語ザーム'詰 f7'.' ~ J宝詩的堂為'L王、たぐ国主れ7友

t¥eのであヲため I<J:..日目ら1)、さ:ある。

牢 このような理虫tl-7Q， t 1 わゆ3中自の 札tt;ensteinlこ千~O)@，顎と巴ヌ11 こ!.h..三官色の烹聞か拐、E~こ

，n-l誌の摘も周巳l手， 1二わ九、に与し17<'主1¥0 ~色町民間 I'J， 官ìf，，'r'~ームーもあE~、時ざてl:~1 二1\たき.首7命角

忘f~'iきとして‘ざしあ Tとり 1\ <Ji..þtあ3。

たしか!こえ聞fd..-'主協ザーム' 誌かち 9~ 尽らは， つ\Q.に筒らかのザーム Eこ Eこモ にきT守的( per-

formative)に?吉町Tしてあるしか1ネ¥¥モE芝モの言、あ否。 しかし， この事包乏永沼ヲ z乏してを . 12'ガ、

ち引 lラ之正官、ちl二， いき誌ゲーム'に~õ ~)可八、、ての理品的も廷を提言乏し之し立つ必 i芝陣 7忌いよ

うに恩われ玉oたとえは、 Hartのそ3:r乏き7立を、は，‘き語7'"ーム・ ζ 迭の理治的時唱とE危な‘つ ITた支f教

とし之. ~志賀9~ 二Yこのささ 1ちいものきあろう a ここで、 H'3. rt の う~;玄的江市三 100% 谷tt す 3 つ ç ') 

|ユ7忌¥¥t;.'. r IE..:純斗 ilR.~畠詰ザーム、持琶のありう々、芝草草ξ よくよく I\!.、に Yこめたつえで c. rd-d)、っ
き‘のようg..理由かち_ ;!itt雪ensteinの芝盟三hれ杓loI¥..nず交有す 3二とlまTJ.¥\ ので l芯7;; \\力、~~え

て界:きことか・で宣ミ~o

志寺原土に ， v itt~e !1 stein 1三，いくつかのち詰ザームぽ商会す三と こ3巳時立す'S，己主主恥二

ム:む史 (the complex situition of mu1tin1e 1angu'i.<;e 3''3.::1es) I三フ¥\て， ヤ今 l二~，もをほ5

ってい a，こ Id-見え，，，，¥¥二之柿。 Eこ二 5tス¥こうした慢ち註ザーム北定二乏 H:ut p.:、iz.毘気の互危I二

"#ててヲた乞のである。両包括I-r'ームオ乙夜」亡おい之l人 ひとがザームに肉底ぢ 3~こしてら，乏の仕入

lユ単純で、志<. はttgenstein1l'".)(， 干し乞芦~'Þ.ーしなが勺たようTJ.い 31 ¥ 3T.主問宅o"当三<f‘30 二うした、

誌論しのこされ巳片ースについて ，~色白"G. 1Ht.E叩えa ~こ 1 \ウ二と lま.~く庖1\亡、こぎ l江むか3う

か.

神 1=):二芝I:I'，草寺引のいるげーム7まと1ユ.1ラ;>'C，εE言語おむ守支告主芭ルr'-t.与のひ、Eっき0;3.室長1110..トrームlこ直玲

7担杓ち下手いので工三五う限りを1手忌7手1¥ぞ閉じ乙日三。し力、し片手ーム!ま蓄半I¥'e海迫し之尾閉す3わけでは

fð.ム萱雲~~ÕÎlZ: 1ユ峯相\1三段ち~3めさ・ぁ 2しわれめれのî::d包 Id-.. 数急くの活苦三ト;'!-ム令かちEた t工フ
てI\~~こぢ札は七三\1'1..17"'> トr"-bl;!:gJ\1二本喝1私てゆ Id-T~<... 担当にコメ\\、た霞邑詰ザーム :1古叉E 主
Le.¥¥aZ"耳元，s'，)o ，VittgensteinIJ:...段差昆布ムゴt，ちえのTちEとにつけ之l手寸令長ザ11之いたと息九九

~p:: 主要豆急~Il:.rt.き寸E C7)二してい7忌\ 1. 

事立に~/時ちもちトtンムの一重とし乙ザームにち怠0'ろといっトt'ーム f}i.‘珂向日、耳元丸三0)布みめ
延長」ニlこ， ‘ち誌ザーム'乏草間的にきらそ~'~ ~こいつ毘為的色恥E 位置すきと思わしれáß'、をのようほ
可能'~往左浜条向に斥ITJ夜斑I乏 '，'/it t"ge ns t e inの宣作の忍Tl、にoぐ、よrg.宗主要Lちさ 30丈〉には包わ肌

1忌11こと。 '.Vit t，，?;e nste irrの霞恵色、おりわ¥.1'-杓仇め活動すペいてか・5ち昆ム(-ム， (!.あ à~こ いうこ乙な
ら1;1と，当f-L ち福井戸ーム'のこ Yこなと号I::.'t:;.句らないで・社5たの酎粍に五入し之 1¥ ~‘こ!~士、 d-め科
掌め'sd-I-\~ .理論的経定t-.主語げーム'でa;;:;.二Yこにむ3う。乏し'2.，ち罷ザーム'ほラ司下R

~1::.丞行'2.\.(\.!~lf率の肉!こTラつ、とされた。't. <$"l4'U:l::.主主与的・理為的宣恥~， '2.の9トから工叉脅し之，

存胞を奪うことはでを7忌いのでは怠が 3うが吋 ‘己主主げーム'に閉す三理詩的乏程め封、二時 ιπ\Ü~
に守話ザーム' 恨ち誌ザームめ-~) '( l之の資培にお(，之. ~ O'J間l乏俣主主列、;:!C'、あ 3コ
|二fo-三。
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林本 ちゥ~C-，主Iゑ《ヲ1さ与やま1f.t令官民I :J- . 立の勃由主やE畏言明当性にム之島5三~É室前 L之\， ~c根町けH

Z¥¥三〉 ζ白空し司、ユグ)<:>・1広ヲ之/'iでじ乙「自今，IJ.~ち詰汁tーム'のーτをおけらー..1 T-;tごと色宜し乏1¥;;.

わ1寸e、1d-'8.I¥， ¥'littgenstein):J'('I旨いたの!万i二のτをの鈷民<3、0d.~こでみちれ~。色令の存umE

定義1ろを也'2'1ユ尽く「的-，7;'，ち完げ4'て‘J;;3.::.ヒム I=:rei\\之\，~理為的包恥厄'l:.:~ EI:J.iラ「理論J

ちづ邑しな¥¥， ~tもえめ。 LT::.p'、乙'部主什仁ム''é L'Z.O)資稽ε、ち与をおとめられ下ヒ理論1- ，詰ち

げーム， 1二つ¥¥'Z.の主主乏的芯有矢内 I旨ヨヨ|か;、主亨乏で‘芝三1:>''t.土、うか!エ投げ?夜間電車 Q耳元3。

' ，'!土 tt ~enstein 1手，‘ち琵IT"ーム'についての理動隊と、官会主せち そのようほ対み7J<閣の主主主区、乞t
寸91凡

1三 1手 1\ こ之 E . 亀りかえし強調した。慢の~J2ËCう之T本そのちのt また，あきら力、 l三乏の判断を禾して

いる。 ちし毛す八、、て11、、‘急~ï主ザーム ， <f.あ~の窓ら主~B.げーーム'につ\1て包3 二百:"t~T:乙ひ乙つ

の・ち語句"ーム， 0 iYl~にち~'\ \ ~主|いしたがゥ之， 一自主巳も急毘1(ーム， T玄きちのにつ¥¥之「室賀

的 l二..J~~ ' 1;:主'C'というこ'(1手，問固な矛Eez30 7忌也、ち S， 1 ¥n、伝，3<急電トザーム， 1こ対し之ち

れl二江t手、 6 ち詰I-J'、ーム'の総世E包茎垣f七す3位置を， l'主んぴ LB占的 3ことはで芝ないから一一二

のよフ|こ. '.'ii t t :;enste in ま暗号尽のうちに克之巳之主主わm...;)"

1喜八‘ての c邑tもげーム'に急医す 3という γ干ュ工-'13.~Iご/d..... '.Vitt5entotein t;宿将1す 3ょう

に. R しかに惇浬T7"~ 玉。し1]、し，あ三特定の‘包括ゲーム， 1こち言史的 l二ち尽すきことは， m.~<2 1ま

忘れ。 i三えの奇耳車場、Ie-.‘ちidlT'ーム'のす;t;r本言、 lま己く. をの写力、に?言ーか氏、あ~路支の正きちち三rーム， (の

日artfJ.後の?玄理主E乙， このよう尽持主主の'ち詰ザーム'に 合病的にき;&す三両日一者〉であ ふ

じしと~しごし 1'&。法色宗 þ:'， ~ぷ&11ームであリ. ま た 慢 の 温 室 主 号 、間 5詰げ‘ームであ三。

;'::，rt の透克L塁手におけて Io... ii t t S '~ !1 S te in かどを OJ ß- i三夜攻IE~? であ・ら手， a売をl-I'LI三つ¥¥て寸4免

責畠昆ゲーム状淀が\ 縦攻1こ.s淳之札てI\~の下じ毛えつめたわ|寸む ε主主11，

米

われわI.rUJ.- 責主誌Iî'ーム耳元泊二関I~'乏見叩こt ì!:.ミ=とに広三~t共 ととのまえにとりあえ:f'.
.金F 企.:..

己'?>E1

ト1"ーム'に耳司乙之.一服的E主浬塔お定めて2玉、く必零p.'あ~"

‘主主毘ト1"ーどにつ¥¥てlみ肉pトを間わす，毘1¥";主解決ま、たく乏し 1¥ 7':=eJ"l.種空の銭島ti.、乱布し

Zい言。 ¥'Iittgenstein 1:. r俗説」しよう 、 之いう~~長7立返魚 ):;\;'\ \1寸 な 1 ¥の目。簡が、霊阜のηCJO、

a 1¥，梨*め覧会主こめてひ Zフの差宍 (performance) 之して7烹のち枝E守容ゆっ li，之¥¥ったあ℃

左，とされに匹敵9'三事実見のないのE.I:J..<:: ~ ~ s-な¥\寺会か‘つ1\之 1\ フたから~ ¥¥ ~之， 旬か浩之3と

1 ¥うのか。

ー畠昆i-('ーム'捕の言的動1ゑ理角与さ、2民3。実fユ二仇応可否斉を問、予こ

Witt.sensteinの附設l写， モモ予lZt=-~和1=:1Eむヒ二三 l二本領17< 'ぁ

z σ)1J.ごたしか?言、からT芝、。に乞ヌゲTl、わら亨:シ 以下の乏妙にら f珂fd:..町三、かの-tmf.亙があdとI.J.-.彦えられよ

ヨ~t.\'\..乏ヰ干往す 3め)三塩~で‘ 7ゑ 1 ¥ t. .. ;弘 lこIJ.. ち誌げームラ誌と 1 \ え~' 毛， 担金持の4k吋 E全一く

わI¥lわm.示、二m.TJ、らま司、み 3のは，

自然E言、誌、みで‘はあ三。 T:J..，¥!:'7.主ら/l・，

う。

昨険しうるとの <i'1ユ民1¥e~3 う， という予湯川あ三。権&;.苦司f'Jt主3S、 7犬、、~\札白埠』主主タろした江法'ë'、あ

り丘p..，. ら.書之さ的疋詰1豆急の平河ic' とむま~ょっに. "9付でか、 ‘ち~主庁、ーム'で‘2五~ ~ 1¥う factua1

1J.õ芸品と，也生 0)民民、す~ r-:理会社斗C乃手前Ü''z乙とまる ~\æ3 う， ~~ゎ4'\.::sので、百五 ;;)0

~時夜 (philOSO T)hisch~ U山 rsuchu凹 e山初旬遺稿を埋めつくし之 1¥~故多のEF首
}乏 し2通事告の千ケ之トのように 一喜一旬に間泥し之さ定まれて尽ならな1¥0 を肌らlユ.時に白羽

L.，聞に問し ，間 的 色 し 時 に 誌 し ，斥げあ lしみしめをあラ之，駄な1¥協加りあげろ

lユ

ため tttJ !> (吉、二tれた，i司三 14o.の糸くすIめだ。あ dl¥ I';}.. を1./'\.ち Id.， およ三平.~T.1'怠壱ののうえ， 1二
13 

高実ご[11にた知の包為t時，をのT主人たち芝奇心、き 1三すため， 1夜らの展段リ E乙とさらさ、こちなく哀和え

て珍乙. ときに臥来五J\~， ~こ乏にl本酒培(;$..， .'Iittgenstein のひとつひとつの戸\~~\，--)埼Jl的~，

前時的tl!3'-，;sまいーーなので.ある ¥¥1;;1，うE 肌ら l耳、十4ろに緊張した思之 m・~こ乏事，<豆長さ一兆すろ

と三 芝の司令的1;}..~突において、世の砲された専守キ之トー，ち詰ト1"ーム'の他停につ\¥マの品
T1'::f~司f ‘ てとリ 匂 ト

極的尽き之足一一乏邸宅i:::t¥!:. al. ひ't.つひとつ αTヨオä~l.1\.. r三F売さ胡 7込の 1むをこには，唄え志 1 ¥文きで

I"d.、きり'1::.. Y乏のように ~1ナ爪てあ三仁」碕ìf\， (1~80] [1 'I8~b] LJqs4fJ)。

① ゎ¥KわれC乃挙1壱ち勧I1ユつねに，すでにf司ら力、め・色詰げ‘ーム' Q' a; ~。われわけì..の官みさ、 あ

‘ち詰ゲーム，Jd:， わ¥1しわ~往生三td-. このような挙砲れぬ‘ち詰庁、ーム'の )\51迄三 3・ 3元~"

れのし五埼1的7J.~皇室呼:t..であるヘ

②二れら 6 ちt亘lr"ーム今の純尽について.均集イヒ酌に EE忘したり をこか、ち 6ち詰ザーム'ー

取にフ¥¥ての帰納的な結詰をひきた、した Dすき二Yこlユ. で'ぎ1:41¥ o ほんと存れ.Jd;'， ヨの5司手生息
1峯かす<:・にひモこつの新世三伝‘き誌げ‘-4'であラ己 をの試みp<.下'9きAヤ結論をよ之もしてし

d-ヲているη、l?o

③ f国守単粗の 6き詰ザーム' につ 1¥てなら， 主主I-I¥.e主主主す 3こ'C..Iユ pf貧乏である。たた'し.

の旬i迄j志 15"tこの 625詰ザーム' とは区三JI二!I.f\.~，新た良 ε ち詰If'ーム

l二周9' 3) 論定事とJ; Iまれ~.，

であゥ之 にちとの

6 ちnヤーム'

④詩理主lゑ そ与℃の e 包括ゲーム'玖f乏う坦貝11'注芝 i歪荷主的尽かたちで呈jk'9 ~I-r札℃・も. 'z 

¥1¥..広 :cとの'ち寺霊ザーム' の耳応策le与えじちことで、 c.現えす 3ことで e1d.¥¥O論理主T;;..Lでε，

6'1:二の'さき語句'ーム'の荷Ji7I:r、 国ーである。

二れら Id-.， ‘畠詰げーム， JチJ設す守的 (perform'ltive)T;;事穏であ 3 という1L<私的Q.事実に乞~フ、く

詰特性<!'(lみL g 主題ヤーム' モ1砲の寄与責るであるは工 lミ， かなら:f'~君主苛省主なI~ 予・であ 3 と εt己主シ

をのこ Eこl三二¥1'¥.ちの語格性I之をlc1三与え~~のむはない。;;p."， 

* 事実 (f3. ct)~1包括l主宣言したこと1)<' 0 6.、あ ð" しかし.ぁ3こと/7<' ; 71''' neslこ寄れもが色合品、ゐ 二

j手，毒事ミを桝曳iIかち見〉答罰的1::i:=f伐さにまた7手Ij州まなら己1¥" 二ばu之均し之包括ゲーム，I手.~(7)êt 

有のさ怠p.にあ‘ 1\ 之，-mかであ2口とかすきに1...>札.Z \l~，)土日二iれを ， ~Gう外領I\'P、ち.~Iiの手提乏にふで

よリ毘1J''f}.l;のとし7三りするこ工I~で て!15.1\"を::'0'、=のこ Yこが、らのm7>'Të;. 1!..fJ蔓モ寄生のご君主ち Eの対比にあ'1\で. 事

安f主(f主cttiality)モこよ向‘=乏に'93.0

¥Vit tgens te in の f 喜音色ゲーム'論/7-'、、解りにく 1\ の I~，筏段、を\fLe肖雇舟 (ne ，"; 'l tive) 屯仕九で詰

フておリ 号訴圭角=号室証由 (positive)弓語りロ芝まったぐ汚えして 1¥1三1¥ t!:¥ ¥で、ある。.主語げーム'

とほこ肌これ忍あ a， と¥¥ヲた環定的ロ理さむと:'， いくら J乏し之 ε 豆っか否 lぷ亨子r.l吉弘 1\ 。そ2 1(\..~. t夜
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たような明間E立内室乏乞つ之理i鴇c;，~ ~ 1亡セ cに， ま!で‘なあ7也史的である。注実株に号明~\ \ Hart rJ.. 

この単純で、泊者Z的た王室弐Jc..E，正実蒋ヤ温負詩話ミの異性性l二いろと、ら礼T三貫主の法の体系の合析に結Zぐ

っけ aために， そのゆ闇岳、なモヂ〉レYこして. 主拘lの 1¥dげー ムを言えてい 3。二のそ三ヂル乏fら砲に:TI両

前9~と H3. rt tx司法理事長 E とらえた坦匂 tJi' く勺~リ之 iきかびあp." ::;。とリわ門この室拘lめ 1\ るヤ

ームにあ、1¥'でlユ.. 1)1jz)レ-)レ't2)il?1ν-)レのさわめて徴併な百互のftr圭用除P"'...也事Eにあらめ¥(¥之l¥

~の芯あ五 1X' ， ご1，1\...1志穐Er詰 rrームの異tf的な下鉱7旬\~して l はE主 j手 T三貫主きあるヱこ邑えょっ.を

二さ以下し口、ちι 室半11め\\~fy"ームにつ )\ てのち号室言、 E 智ëff..否。

tI.;.t， 草喪主ぞのような「ーム乏考之てみz。単純広域全には 35剃と 1¥うとめはおら訊アうト/

セーフの宣岩ゃ官魚め軍定lエ，ザームに2参加す à t:入℃ぴとか宵なう。~干ーム lま2E"&..片の宅\l;乏 εつ

ので，ぎわむい判定め場ち仁lユしIJ:'しr;r:‘場 1¥ 1]<' 17ちあが‘ 3 貯，軍事~買をとげームとして伐けようとすZ

限リ.剥I'tt.をあぐ、 zイザコサワミ卑H支柊、忠之巴な1¥わげには1¥tJ... 7.主 1¥0 く判定2とめφ三イヤコγTf.:合匂さ

し7忌I¥}ゑ色J二rJ..， 零す 3 に王手幹3苛ーとの除虫(草野買という印、ームに向 ~3 ~ 77'~，\り忍の時蚊〉より P ，

明I~乏めぐ‘る汗サ“コ?での持政 ι if- ムに守ト廷す三株主て〉のほう'"・‘言Z言モこ 7主ヲて し ま，之(7，'リ. 宅予ほ

やE草野県とれてコfT"ームQ~子三しなくなヲて l ¥.30 ) 各人1l'・ Jレ ー)レ 1ゴ~う之二31三時江する単純芯げー

ムから萱納め¥¥な¥¥ザームであ否。

これに討し""2.害年¥¥の 11~ rr'ームc;.I'J.... 判定をめぐ.3i'寸‘コiT"IJ:，';;三じ之 l三1¥0 1;主匂?ならな， ザーム

に~t1Oヲ三各人 I'ð-，制定に閉し 21ユ室副)ご)えうる肱 客員iUて回註してい3，T、ちさあり ， さわ"(;'1\ 制I~

め魚色に事年IJ に抗告主SJ~ 二c:: 1;;rあ三か壱し~~\\I二てd.，判定芝めぐ 3 で室主制之のあいだに誇1 ¥ 1とヨL

¥.;' :!せ 3二と/"J...7ネl'0 l己 し 詩l¥かt旨こじてしまうと 3れ):1:'，宝相 Id.毛口市主刊さは忌〈なる。〉 事相l

の1¥ .3 :il草野E可ミ之さ I"d-， t剃];I'-n::'-1¥./φ判定乏し アウト/セーフの宣包を竹広，，_i号魚モ量定し，をめ

はが)\..ー)レ0)解烹Fえを行T;;...う.~ームの i芝作 l王室消l によヲ之主主され，色人 I~ 軍刑10 夜空互に JlE訴えする。

闘の 1¥仰、た時碍16，勧lかひ之リつITnoわる =とによリ ， む |の 1¥る草野球に知日言。

=の変化!なと‘のような世宣の Eのさあるが? 二の p，芝~える三 Yこかピ， 最又の ~i ンドきある。ひと

つの予言主:.:;&'1エ，宝塙l の可口入によ?てと.ft'ームにイ町の変化~ '3::<..:' 怠 1¥、XヲEoeのであっ Bうひ乙

つの湾え芯lユ，宰相!の刀口入によヲ之、ゲームl志す勺かっ支柄 、たとのに1ミヲとしまう， 之す ~çのき

あ3.この雨毛主主巣の受理に1手， 可を2 爪 1を全.刊札しy対寸向す~~泡z釘苦哩望持7玖R

出 r吋t臼号寝奇の毘閉只鳥存広瓜， この扇屯端乏しりそ IT~C のち， ある 11涜 ちほ中国臣、な tラのさ、ある。旬l手. 審

判1の登規乏色って. ~支色昆ト..，..ー ムの問lá1とみなす。このを可し \ ¥ゲーム I""J.... 当知のザーム ~ I手巴~I\さ仇

るが: 全く惇‘間隔1忌 t のち I~T;J.. I\o
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冨特1IJ-1d:1之乏してい zのひ?

ざさ~むの喚4 の本丸太にとJ:;j1，伊，宮掛|の 71ロ入ほザームに王更を是正ら才隠れ見守 ζ羽苔 o 1三、17'ら

蓄鞠¥1志台モL乏L¥ I主¥¥0 茎相l不J旬かして い 3ふうに訴え之 ε，を昨¥.1正念之を之今げームのなかさ、初力

Eらつような二t..z. 1;;):.昨日。島H)~王、ゲーム 1=中卜をし之示リ ー たんにザーム乏哩卑し記i王宮五日 l寸ち、

ある。筏Ick. I-r"ームのt金汁をみて 1¥で 7ウトにな『たから r1'ちト」と叫ぴ，セーフ|二志、たから

「セーフ」乙 Dlh~\'o 1支のち壱111エ， げームの主主汽!こ;亙.t.l¥..之?、之く;:..主制lユ，哨1主主E下し!三リ宣旨E

下したりす玉わけにl忍1¥ 77'す\たた、ザームの主行~tìちt. E (~包ヤヲしーヤーのf硬宣のために) r:!iRち」

して ¥ ¥ ~にすきや忘れ。

=のよう E主琴ぇ~乏a ひと 巳に， “茎判 1 17i‘ 庁、ーム E~認す~'tこみ忌晋理解勾 とよg:、う。 この理解広，

苔拘!の 1¥~ ~-L.. E， ().乙つの霞首言ザームー Eこりわ 1)持理嘗(Lo gik) と亦 7立す 5 のであ ~o 論理巴

Iëf...・íittgensteín か主題酌に持~仁た良き告げ、ームの， ほとんを‘唯一のらのであ、た。恨の持主IJ.

京与の茎E立に関連し之寝閣才\.fI..たのさ‘あ ~7J'"'. をこで夏包こ1uした恨め論理主T;J.~与の l手 ， L亙!色の 「持

主主主」乏急みId..す玉 IT此(;'ち， ~1.11.よリ 1ま:? P'Iこ屯 11. 格~Iiの官夏え芝号フとい~ (p.1与⑤主要照 )0

¥'Ii t tゴenstein1手，論古里皐l二 I"J.モ"t.の e邑Th'T'ーム・ 1:有1来すa-. 淳之ヲモめなf軍用17<'な 1¥， と乏えた o

εヒの 6 包括げ、ーム .þ.'、論理主の詰~の定去、に?たうようにみ之玉の J芯，持7理阜の宅三玉、Tf'.、 625詰 F丁 ・ーム'

主規定す 3からで!志たふく. eヒε工‘畠詰げーム'モ成、江主 tて¥¥た夜存芝指定与がーまえしてみ在る

から l亡すき‘~I\のきあ"ð.一一 このようだ~ 'Nittgenst今inの官主J¥邑ヲな乏主宰に言すす3胃孟|志さてあ‘¥¥て，

v 'cこま守慢の夜更した記i主的広宇 イ 70 め民主与すきザームに周す ~ß林一一泊1埋もーーを話可乏しよう。す

ると. 言洞117'-'トfーム芝3cU忌す 3とみ志す理Aζ尽， 25拘IE.，持理急百 Lヨト7手し之¥¥ることに7主主。

主制~. ~ふ1翌き喜重であ三う かす T主主~'(;' . ぁ~~の う玄の主蒋完 lエ，自ら乏この\ ¥ Jf.むの詩理}誓言

lこ1竜王93;:ゑ色71"，f.，玉。後によれrJ:'， )玄1立すさ‘にあま怖くす寸きわたラており，後/J.ì玄を‘花見す~ ，応

予ぎな 1¥ ø 守電l志， 涯の会 9'・~まま lこ . 9 1\'\ て芝、三の名の巴 Yこに 1"TT，孟うのであヲ乞千世E色 '7 1手 f司 Eλ~ フ

7立さら 1¥ (と ‘少なくてと[ち (::7三p:‘三). i"2えを色然、白yl三eの， è3ろ~ 11/ef..'¥t更=尚Eの'plr与とみなをうと

ヲ豆沼室長官~.宅がれ少なか m，二のような理鵠との善之江['1主乏とヲ之\\ょっ。?ぎか‘ L7少し，言半111立 ，た

んに印、ーム σ1記:返にた9".!l-h~ ~街宣雲 z というレスとの.穐唾的正主役宰11 1::. 当のげ‘ーム lこd;‘1¥て南1..::T孟

¥¥乙、あろうか 。わ仇わ11しの7組 、提l手，むしろをのよウに買え 3。たとえほ‘，草民.J'::tの主制lミ ?ウトさ、

あるから「アウト」と叫んで L¥zのさはなく， 7ちトであ 3 二之を主5ら<:¥ ¥ 3..つまリ γウト乏宣ち

し L \I~内定し主剃 I手，気色怠(，')まゲームのつb レ τ1==租わら 7志 1 ¥力、f;L.. ~化ないにでよトT'ームの

干支与にτ事手呈砂にづr入し之¥¥三。 すなわち，茎判ほ論理掌蚤ち広志¥¥ ! 

望判1J<持直EL主主('，1京区<:... 単l二ザームをgCL五し之いるのでは7まけとす札l:r'， ~ lft. (;'/ユ~，絹1 は筒モし

てい1.のか? 匙 111エ， い c}.íラザームの平司令。、一部"0あ:;''1二乏えられ忌|寸 ~1 1Iエロi?ほ 1\. 後の与制定

l手，権古来、あ三 (在 uthorít在日ve) 琶のとして.冬人l亡従わ爪玉。 審制の ~tnr乱げームに 主事1171する 1匂の

ひと [j:' との寝似のち守n~1立区気1\:ざU1. 3 • fて今 bとびとか・「アウト J r 11 ヤ ， セーフ」尽~''1二口~にい

ぐ今叫ん乙‘ち， をう叫f丈‘ f忌か，たとき ~i;)下の租這 e ':t. <.." 7忌1¥のにひきトえ， も判11A、 rγ匂ト.J1;;しく

I'J-rセーフ」と叫ベー I~'. fr"ーム1手要時三Lt¥.17'、了ウトらしく 1手七ーフで、あ今たものとし之，ざらにさ行

し之ゆくのきある匂主刊のちをtrl:J..、ザーム'1:.1到来す 30

この日7支え的広事実を担えにおしひ三lτ‘、';;'1こころ 1-:=， 事~のi!.えスが主?‘三。二の考え大によ札口二

主主拘1'f1¥'Jしール否あ 3。 事 判I'J.. さ忌T示、 ;~~2オの主持主芭かをめ 1 圏内にあいてとのようえ喝l的に cllQ-:r 

1忌1¥ように， l ¥かな 3考11約たtff][す 3 二と 7三く，ト.，.一ムE.~扇Eす玉。?官Eが r -r占7 ト A 之叫べ、 I~l:"fウト
工9

"0 ë広り r七一フ斗~叫べなセーフである。一一二のようほ老之ヲ'î E. “宮判のち聖n~)レ-)レYニ亦な
万l'[ iì~.，とよlまうHart tJ;.")レ-)レ慢電之丞 (ru1e-scepticism)J1こして紐介し之¥¥~註規 fà と、は，

このよう疋兎鵠司延長J::.t";: 1江量ヲ三， 乙包えるヘ =ニ忍問題とTd..，之¥lr.の 1":1. 1"ほっ 1塁手11'r.)I--

Jレとの問1存、で明 ~o ~皇制のち苛n三Jレールとみ廷す理鵠によれr:!:'.主判決、く包刊のい 3 ザ -4 の) IVー.

j レ T~のさ、あっ之， 乏仇Lよくタ卜に)1-ー〉レ lエ存Eしな1\.富半1I7X~ ι茎鞘の 11T"， I¥ザームの) )レ-)ν!こi'bJ"!'た

され a.乙¥¥フことt;;t孟¥¥ 0 く富手111こいつ))レー〉レとく電相lのし1芯1¥げームの))レーJレ之Id-，時白bに

呆穂市であ~~二の 2 つの)l，.. -)レ Iλ‘ ~II をのそので‘あ á ¥l;(J::./d:" ~ ~礼らに対応す 3 ‘邑~ザーム 'ι茎相l

の \\al\ トT"-ム/署特\~ L\ るヤーム〉号知1 金のちの(!'あ玉。主判10 を}~I亡よラて，げーム l手す、かリ

，S!Iのそとのに志ヲとしまう。

本返事22正主本とよI~・仇三::!~口、3な活担請のうちのあ三令イャの5の."ðろ~\I/a 11わゆ三平副理時1一一〈

)1.→\..'(.C1平 I;J:・れ之I\ï>~のló. t誌に発調l向。半1\ì吏の予頑lIc' 1誌に'9でl"7~..1，山内包宍、>>(F03.rH1961:日 ι=

1976 :1斗 9]) 一一一 lユ，二二にの八包..;rう疋主Iゑにち1t当9~o

主制のさ主計7芝Jレー Jレ之み 'CC9'l'三島ーーも1¥η、え州民主制の清l主主lコ危う之 1¥勺ルール以号ト. ザーム

の?抑江主主lま&ちろん首相|主お1~長す~ いかな三 Jレー)V t;;'ß主主し写い ， モニ(}fなす理笥ヰ一一/;r.. iP.> ~ 1 ¥ H <3、

一貫し之1&¥ ¥ ~ fr.".極端ち用主Jd;.'ta.仇した理椙であ 30 n3.rt 1手こう LたJ翌揺の屯く EZ毘トT、ーム'

fえ官三 rスコ 7ラーの誌宣」トt'ーム (the g~me of 'scorer's discr巴tion')之宮:tl寸之 .町内し

之¥¥a: 
<< r-下票持手‘ ~ I手之コアラー1]0:・ '2れ官、とちう c のさあ 3 .Jと 1 ¥っこ℃か・ン ズコアラーか自%のも号 C'

通用しようと亨三-t;c乃以外に!手，得魚に閉す三 JレーJレlユ伺e1玄1¥"r ¥ ¥う三YこE亀ほす3己Eフ，

'Z \l'l lユ設リ~，あちう〉。二のよう 7立 jレールモ e ヲたf-r'・-ム 1N 実階にあるかちしれTミ\¥し名しス

コ7ラーの室長量1J..'・1¥くら11、の唄貝1¥'比三乞ラて有慢 で札?i.7立ち，、さのゲームモして tある程在民

~しいかちし;n..r.;.い .rホ二'zれほ刃!のI"f'ームに芯ヲてしまう。わL札わI-l\.尽 . このよう7三げ‘ー

ム乏「スコ 7ラーの君主宣」の「ームと呼ぶことかさ、 ;r~ tぜ三う。~ (Rut [l掃工 :139=1976:

155]) 

われh 札の豆現裂のトザームにお 1¥1:， 事野球のJレールな-r:‘全くしち 7手"蓋年H71o'・Jtれてこられた、とす

3 。稿の判定1ユ，刀、 1手り~令匂怒号のさら á r:::'3 ぅ。 ゆく"r.t.当~t.t\.~ e' ~色刷め1\73..1 ¥ ~手持:rrdと主

しんZ、また人主に1ユ，当?.~毘くf ら4'\~。穐らかf忍耐し之， 主刊の相I~に従えJ;;I:'従う!三ど、， げーム広三主

同意、「界民パ聞は之と似つかなはちのになちてしまう。したが~ -Z，ゲームゲ訂lゐ¥¥主主奔走乙

であ五たのには. 乏Lt¥.1ユ「主ふら主主」中ニよちあって I;;J:広ら T"I¥ 0 

室治1-&~ 7乙ルーJしに問東芝れ ~o '量制1か:'))..-)レ， L三めで‘¥(J.1与し事手fI&また，富消!の1¥ ほ¥¥ザー

ムで、みとv:'t...v.つレー Jレlゴtトで¥¥たのと周枝， )l..-)レピT之わTJ.IすれはならId-¥¥一一一 蓄判のい~I-f'

ームにおいて'JÆw.包~， ~二三 l立二のぷうであ三と H3. rt 広結協するHart のこの桔持lユ彊判の

¥ ¥ ~ ry'、-l--¥"E 詰1理患で、あ~';!乙 ε ， ;:):.1三「聾判の器量」ザームさあ ác~ みな1\， l:t間的志号のさa;

d9 r早闇的」とちヲ 2c--函1ilik単に折衷したわげをI'd-Id-.I¥0 )レールの包続乏，設ちもろげームのか

巳ら¥::揺さほぐ、しと 1¥~の芯ある神。

林 この11砕き_ H'J.rt.7l涯のモ干、1¥.1主:..''1去の責ちもちf-rしムモヂlν(the comtlexed 13. ngu 'J. rre - g"J. ~e 

mode1 of 13，w) ，とよβにとか，"["芝孟かちしれT忌11。

をれで寸志. ~手?忌誌をE し之いるの~ f:; 1;):\\とす~ "L. 主制l立I忌l亡Eしているのが? ‘嘗拘11夫権馬、

モtつことと，官制1ぴ)レーJレに地う二 Yことl手，矛白し 1手i¥I1、? 二うした毘聞に円砂にこたえ三の Tj;'， 
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かの H'l. rt のきE示、一一-1.JlZ. Iυ ール ~Z)'K..Jしー jしとの栴色ーーに尽か1手ら iJ: 1¥ o 

蓄制t;~主T三， )レー Jレ 1二守之ラでい玉。事制1 の/rlとう Jレー〉レI~ ひ Yこぴ Yこ/J;~判の\ ¥ 7忍いザームで1<1ミゥ才

¥ ¥ r三jレー Jレ之、完1¥のでの Zさはな1¥.宮制「本 自令広ト7・ームに空事問 L7.立¥¥-;1:λ:げームの)レールについて

ほヲしー?一回識によくわをまえて 1¥ ~o 事相 l の平lìm-尽及び向のひ工ぴ之よリち)レーJV をぷく也、

ている=とに由来する、のざ、 l三T;;¥ ¥ 0 じ L ぴ、乙 1ユ . げーム乏毛穴す~の l亡十令Þ:"t三尽には， )レ-)レモ

出ユヲ之 11~ 0 たいて¥¥の烹色. )レー)レに聞すミひと-r.;'之め判lif'rl三一致して示り ，董判 lユ事実と不言で

ある。蓋手司¥1ヌヌ、零之さ仇~の Id:. ひとじ、との単l断がわかれ3，党主持Tむ味会である。

H3.rtによ〉れほうす八、、ての Jレール I"J.恩u2.部があ¥¥ ~手 1 ¥ T;;.， 'i間かれた夜主主J( a fringe of vague-

ness or 'open texture')乏をなえて¥¥玉，すなわち JレーJレlエ，主主p."みてe聞を白金で、要協の余

訴とのな1¥確実な7て三時 (a core of cert~inty) のまわりに 昆わし¥¥半む (ap守口umura of doubt) 

Eした11I."Zて 1¥ ~c ごの、昆わし い半彰の考同 二を，宮剃の出室であ 以 主主刊の危島1;<.，.'iームの円司

i;;.;芝代 l二之、てお零なF烹百C‘あ玉。茎拘lの閉与によヲ乙 Jレー JレI手引の己のに 1まるのちl三広 1¥0 差押l

l下問じルーjレ|こ1夜間 Lなかーら. 11-ヒ‘めめ「ームの宇ト!之江ち j手じめの Vームの JレーJレ1i-l主せ士、3を

えgl¥ r 毘わしい半も」の部令 1三 Jレー Jレの ー 迄白~r:J...適用芝居j采ヲ 3の'"(.ある本。 このようにふ3まう

室刊の‘ 15昆ザ ー ム. Iま. I本じめのザームの)レールと回ーで忘無用保で er忌¥).栴孜id.f主主〈すZ主わ

ち， 2 定 Jレール'Lしての台工笠〉乏占め~)レール lて?たう70

牢 あ3附」ム1::¥-';'.0吋 ‘jil)のルーJレtA..あるたt門足、i1'ら，'Zのト1''-ムl二毎回9'るふ'c.C(と1;;[，(tたえ百トのlレ→レlこ

同むこて|志主宰、と白河ちがで‘あ':>0 ゆし， Eil¥ 1こ区匁1:t;t¥.a ;2'1::'つのげlームが:I会1二ら)l.--Iレ芝キ盲亨 ~ffど、

うか IJ:.一服jこモす.'かしい問題己、あ~. )レ→レめ問-'住吉::.t切ょう7ミ吐き?I二耳、，之芝〉乙礼J去、とJ::'¥ TlI 0 -

Hil.rt時えたのひ" )~-)同四ー性7穴自宅誌、日，時鳩1~拾でお手， ~ ~;tJ.ぅ. ~.f1 1 の 11 る件ム広

フb\，.-Î"ーめげームと茎:拘 lφ 片にムてかちな三世ち琵ザLムê'豆沼除:ご亡で「珪号~GZ!;主~u 1誌存正念工ニの

設定により_l皇、E つめゲームめ)←〉レの惇1-'1主 f'}....習でロオL之¥¥ミ(H3.rt[1961:工19f=1976:133J)。

コ礼I~ 注目す八吃.ひYこつめ~Ê\ヰてあ三う。

* 
一高乏I二，費量tz:芭ザームの尽かに I"J... あ236E語げ‘ーム'に乙リつ 1¥て_ 'Zl札に問f廷す d= ~こ'0'自ち

芝嘗乞う~ヲ;; f邑毘ザ-4'，之ジわ IT， ある‘宣言語ゲーム'の}レーJレを引l丘二しようとすミくちう

ひ℃つの〉‘邑語ゲーム， ~ いうちのか、あリう 30 二仇!ユ、 '2，>孔自惨をこしてそ己，た¥¥八んに盈白い足

忽言、あ~，二二から筆宣言、今誌な送、論7六‘展周ちをると思われ3 1'A" ， ~たとしとこは\1]ぐ涯T電気の司三平 Jレ

として程用さをろと~札l記長丈7à理論的再三室枝問ヮ、れきさあち 7. Hart 1]..-室剥!のI¥a:ft'ームに注

Bしたの尽， このよう疋酒保 !こち℃ヅくと尽われ玉。

首相lの I¥ ~ 11'ーム I ð:.，皇官n のザームに対し ζ ①蓄判7夫、1き在すきニYこ，②蓄半I1 のき豹7 仁判定~)に民

す3二と， というたった 2つだ1;の専菓をつ庁寸江之巳毛のきあ玉。ごれIJ:.， 'e-ヲ Yこ乞単純1亘社主主矧11ミ

の一種さあ~、とち乙ょう判。 こ~lU三，わ Itしわ汎のたとをミのように矧たたのす亨人た淫買事è. 'E之安す五
歳合I二-1::， 育活主E孟宏一歩乏与〉乙五 l示すきある o

林 量消IIJ..竜E乳、をわ乙相|宅J=あた三。室、判tx'rむのひYこ乙ピt.¥二対して有す三程豆、l之毘令託して手十三友らlヨム

r'i. '/.凶erな括支F.:::しf三程見、ヤ奈川更(Piet旦t)'(; ilス宣ヲたとこ3Tl1'みとめられふう。しかし.Weber 

枇〈乃誌持JJ.-，権昂-の?帝阜Eこしと，ガロマの立ロ主即二刀、あ喜美J;f:1::理主主しようとす互o ~\? I手、う， f!3.rtの立

詩l手，'2のよう1討急成、乏之らすυ，単耐亡く唖弘、~<1t'(，め~/指宿V~1..之β、玉三トAフ〉ロウ乍禿げLム♂の成、江'E.?g

える!ラパなのだ、。=のir..訴すId=-， =olr''-ムの}トIVJ，.'<.上)::.."2.LI\.~ 花田プ(T1.主体を沌むと);J.しId.¥¥ . 
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君主‘判埠IIf重r.J-， 1話相1の I¥ ~ 'r"ーム ~í，x.たところかーある J}<'， ー版にを H¥-よりc;-9"'っモこ下主従きある。それ

でI'J-， 撃手1Iσ)¥¥37"-ム Id:. (:'}、二 1主主主岳~であ三方、?

童相IV<問I里ヲ 3ごZこので:芝否めは. ザームのさ行に関わる)¥，.-)レの通用にIitられる。註rf正当/;I.Iit

初であるのか之 1¥う εめごと ι向訟の甚平1117¥あらわ It¥.てしまづた虫色〉や， モぞで之モ};'HIE~ミ置す五

二てに閉すろ ひとじー℃の恩恵ι芝むのように期主事 3 にした3かといっ問想 1ユ. 2霊平ti か処T可!.9~ 二 Yこの

できない思題である本。 こうし疋回想t;J.，主制 の 1¥~ゲーム 1J:' 民主す玉にあた勺之 知見ざ札日ユ宮、.

でl三あ五の?引に 当めげームにわ 1¥てl立依然不耳昆のままである。主制か・トt-b.にlレーJレを;亀岡しぶ

うと万五二てと， 者判lのI¥TaI¥f1'ームl三宮何l乏成立::t1!~ことモ二I':r..，司 1 c万三モこちる三_ f;-し-et矢亘7J..

U国今市ームと乏えられ三之す札I~'，その)レー )VIユ 主制限、;車問しよう E し之¥¥三心不じめのげ‘ーム

の))しー]レとlユ;';11のtのさあきう。 H.'l.rtか'A'fr能向与の IJ，.-)しとよんFさの，，，-， このをのlレールであるe

本 .nllVh\t\の対I1 淳II~ミ l三五‘l\之毛，問手をの持直17()，主主主〈ーたとえ民" ，g l割守宅;)"z，l"o.医科沼環に反¥.F三占領事ー

の今令に藍プマ唱I~j'れたとのをあ三 Td'-と、モ毘忠之目黒色~'T> I同ヒ亙時実記オれた怠ßの耳豆、 初旬f!~."E:才とめ

る読|三っさ長(晶君主制問J相1いで〉昭和五五弓五日大日判 l倍。少日ムで〉回ーセ号七三更1;1， rヨf玄直広、事

i玄七7王手初提をによ誌の L.;;'~から，主主畑作汗I'd..ち理主:.E色モ主:詮f写の匂問 I'L-?IIて桝1訂正明Ee司L

四¥...l't.vz.， 却下し之1¥3.:;ト(1'E~.r /981 :日I、( )肉「ま引用主主1〆楠，た。〉

普羽lの I¥ ~ IT'ーム I-;J.，主主'jl に醐1!.)守与す~)レ -)vl~~ ヲて，支えら札といると恩わ心。 二の lν

-)レl子， ε、yこモ単純T忌F虫色にlユ， 「t色'2才1.t7i '!;キ11である」という〉トr"-ム間市亘めー討した記5昔、<:d?

勺てよ 11rで3ワo しか'dlここの ，言皇制!こ程貨Eをす寸与9'否 Jレールlミ. 室初lの 11る7"ームの主主純さの tこ

では，邑&不良毛否あ玉。宣判 lユ rアウト匹、定ヲて}レー Jレ lスーーーだから'!.J~ちウミとはあヲて ξ ，

rJ;恥|正蓄判官， Y ラz-一千さからり工 心Lーlレ之しての前打にち)¥て〉畠ウ二之 l三7主1¥叫。 主主判モ

菩判|たらしめる夜貧乏付与のJレーJレlま.わ爪わ¥f¥.の単純、Ie-， ~刊のいるザームにあいて/ミ 不可坦たま

まの， 生児/1，;-)レ芝梧玉、す玉糊:

料 「治>tU~霊知|完了， 官、之ーーー下町‘らりとblll三'"ち.室料 lであ三人吻1ゴ い -;;"þ、ちしれ芯1 ¥. 7j. ?/a. '(:-1司王Id-.茎

￥Itk'， Lかしを ijt.f~， 旬か''273うかち， z...f手間¥_ "2..:> i5et;ウヒ11うごLI¥と， -e~二ë-と 1f(? p" 童相だわ、ち，(3，あ

るe

料申 立乏に注急し之l)・111とように.11たIレ寸レ/必叉111→'-''1::，ウのI""J:... )レー)!-の主飴l().1J.合唱照理めたζ。いで.(~な

I¥Q あ~)\"-Jレþo"f吃めc1.、J叉))レづレ)二タトかる埼7言語す~乙を，之町\.Q 、立の)!.--→しに党三FしE之乏庭山一)レ-r t z.η守主

匿乏うるめであ~o ~'O) )V-)Vで，~I.l\.副本Eこしむま1.)1<1 \，1ー)VC明~Q ~‘の 1レーjν f:;.、立以色体Eこして I~L を

の‘言語げ!-.ム'の主主t1'z，司~É'~'(;1 ;l. 1三ら花no

活的jレール l手，毛色\l"\.レX俳句)レーJレて長々て，'ó、の z うな阿賀ち有9~か?

?玄的jレー]レ[d..， 恒三~ひ三ひ、モこのあつまり"-'あ 3宇工会与を，弘之つの官当I(regime)~こして希白苓する。

註念広三肌色偉乙してみたj~i?:z，‘主語げ、ーム'の渦迄芝 oある。したか、てを\rU示急くの JレーJν

の集喝をあ玉。二此ち)しーjレのなかに/J..，蔓矛容を禄ずル-)レ Ð d'-じt フ之い ~o 活動I \J -!V広董束三

視'9)レー Jレ乏 1弐 Jν-!v'Lして広殺す三， と Hart はヲ己え ~o

童手名の i:究 1レーIvlユ，責蒋乏視すげームのルーJレ可吉、あ3.。竜寺包E視す)l.--)レ<2> r思わし l可半むム部

令乏晶択とす 3ために，気円相!包 (judge)かどを放す玉。=こま6'/J..-，すさに之殺しE:.，主制の 1¥三ゲー

ム~~広ヲ!とく周型さ‘あ'3. 0 しかし?玄広三の沌~3にl:. ~'、まら芯 l 、 Lより徒主しF-') i玄の毎夜 /'J..幸弘、

清¥g， (tしく Id-i互主oの誌、相l'f皇民乏C-， E'用不的怠 f玄ê~lv- Ivの志かに現完 Lょうと9~。す沖ての泡

的t主干H手 ~E伺7同会主主活的 1 1..t-)レのT7'-Eちで、足廷しよう'L 1¥う志耐 l手丘1-t"の手主主相1ft主活符芹のえら，
22 



きわめて強硬J、で、ある。

法的攻為乏7λ たちつ町、く三:玄的lν ー 1\/ 乏，のこち~‘B月末的に建主主しよう u三と之ほ・足千キてトの怠か

に室主とめてしまおう〉と 9~ 苓T! Jユ しかし， 主主艇のニ乙ながら脇工77し志 I， .下豆急語トザームを色め，

すぺ‘ての活吉町、ーム， Iユ， i壮 1レー JVさしか尽"ルールE砲しzヨシり， を帆lユ当主えのザーム1まかZ‘

lユネ司直巳‘からであ L tZ白ぞ宣言早らまたこ の割安トで、lユ忠円。

申 Hart 10-このEをWLT7<'F-¥¥活学的常771:...r-亨毛布b的」法a-<'rnech主n工ca1' jurisprudence)rょん

き¥¥30

法的探l等 ~Iエ，主得、 Eこフみ重ねられた記号]1\ Cちしくはほ干キ叉ト〉の阻でI1ラのでlユ同， <>むしち，

ひ℃じ;、とのうえ，にひ三仏、.!J. ず反らの詰験生事乏周東3坊に調書Zす;;，勿η1"E. t:った i'fームの豆~，~全年(::，あ

る。

こうして HartI芯.注目当秩尽の閃的1立体問、3三、-L]主のゲームの理会之とらえ，"2.れらを)レ-)レのZ入

T三ちち Eニジだをうとす玄e ご¥11-らの)レールl芯， いす・れと童7認を提言)1-ー)レ E1史 1¥.1ー〉レとす玄之〉史)レ

-)レz;.、あ~ ~，で，実孟してる・り . とモに涯の惇系をかたちづ・く~.蚤実事を視すJレ-)レlユ モれらの豆

庖に碕たわリ clま?芝こから湘f環す富 二可このできない茎率的〉レール否あ"30

査款の土~tv-)レの為で ε，た士主主にはある琶の沼的校再鉄製用ミ札て \\3.. t. b~乙玄。たた‘し，二

札!芯\\立さかë-，耳、昨にわ\fLのし~，三的tg:果 (le担 1 world)と似之いな1¥0~=o-、 I-;! 注l三宮担的存忘

のとし之ちfl>.:l れ á::: ヒホ・なく.をれゆえ~Ei FEt. (:.ある。 ひとじゃ ~I玄. ~~~州主不吉宮色怠寄与活7l'き三ひ

た 決 色 て人でにをの事活のまわりに揖集し 之 ， 董 蒋 (oblig3.tion)乞龍出馬亨八"をかにフ 1¥てヤり

あう o 誰もが責耗~\\う eの lこっ1\て鬼気与して E リ. 毒事芝課す五二Y二号胃芯られた左売にfさとうこL.

-t:6'乏るけれをと 貴子名主規苦手続きについとの!fI1~1ま氏、江し之 1\ な 1 ¥ .一一こうした隈町的廷盗品

RF手乞 F.art I志?乏しえ角併 でE界 (pre-leS3.1wor1d)とよん<i‘い五(Hart[1961:91=1976:1C3]).

?玄Lス有11的芭号主の浅酌布f予l手， あまリに有三挙毛色きあ 3ために， いくつかの版本不盲官官当<:，eあま。 Hart

l手つき‘の 3つ E，二のよ>Tま=宇都宮ヨ の侭℃ し て 高 飛19玉。 宮 1に Id:， 11町1):'Iレー )vL'~á Þ、 、 Eこ1\ヲた

畏聞が呈じ天海色 't."，し芝民疋96圭手Jf実き7l'¥'12ト五してい広いこと. あるいは.ネ石室裳!匡(unc e r tain-

ty) 。事~にlユ ~る 1\)レールモf'ïF践し1三リ訴し 1 ¥ )レー Jレ芝瓦入したり 9~::とによ、て、変化する

状況l二車おt的に)¥，ールを歯fEJ立て!:3芋良1ス‘存在し窓 1¥>> (在日t[1961:90=1976:1C2])二 L あ a(¥

1志，静的性格 (staticchロヨcter)o~3 には，ルールのi童腎に片す~;才執措置を宿す・ 3干高知恵事実関

JF-'砕く，セ念的圧η の?寸1ヲミか「一版。乙へと Eごとにまか::!れてい苔二と，あ~ 1 ¥IJ:.非をす7季世 (ineffi-

ciency)。 これ与 I手， 当と仇自体之して吃商c-あ玉と lエち乙主主I\V>'~ i玄的表序1予司兎の丈さ 2主主土念に客

足LF-:高i主乏与え:..3ためには. 11訂らかの対応tE請す'3K‘写1ヌあ ~o

t量寄与の 1~ )レ-)レのみか与志玉 三重岳~1玄法的王争三停 !こ， 一謹の 2 ~~)v ー)νか付加ゴれ喜二乙によ1) .去

以荷台争巴寄手から5却争巴累への玲竹がイ忌し乙lずられる。 HartによilU玄二 ごのあちたた主伝的性序l手，上

正の 3つの不意1治怠点にをれをれ同如す Zミ， つを・めようIa3-;己伐の法砂)レールモふくる， r.去の惇吉もの

かたちで駒山円し~: 不珪創立片し之lえま桑ゐ)¥，.-ニル、静的性椙に主干しては， 誌 0))し二)し，

司F匂「孝弘に去寸し之 1:1.. 号室のルール(句.8)。

承認め Ivーlレ民 単純1誌のから粍砲7三eの三えでいヨいろあ五配当者対工4訟の法的 1ν 一λノt;.:'簡で‘あ

きが乏者\%1\す 3 等条更さ~ .sz， ~o 支更の jレーJレ l三 や|ユリ 寄生終Lなちの刀、ら滝す主I与ものまで、こEまこr"まさ、

あ3訳、. ~をの 1 \.1 ー}レの毛ヲ之~主重荷7101立膏多種!乱集団あ~ ¥¥1まを のほかのある回現の ノ止を:1)生活)二b

li3行動1芝方匂ブけ 5ために，析し1¥実ー史的)レーjν(ー土史1ν -rv)芝草入し， ol¥JレーJしを排除

す玉程従芝包人またlユ /..zの回毎に与え 3)レールきあ ~o >>(Hart[1961:93=工976:工05]) この程民

i 

|手主法在の一斑~、あ 3 から a 定衰のルールと宵d忍 0))レーJレとかそmめて包 fちに問1)t~す1iiと二1 れ三のは

当限定さあ3ぅヘ ざらに草公定の jレー〉レl手. ((，旭堂の域全にて第一~'á)))レール仁""， 1明 Jレー )v) TX破られ

Fとかひっv、E下在感、的に注定す d在民主1恩人r::.主主主乙 z事=〉史的)レーjレc=乏吃Iv-/V)~ (Hart[1961 

:94=1976:1(6]) '(きあって， 事急~1 'ß. . 言訟判開，三弦lÏï.剥いたといヲた取主主 ε 定めâ. ちので、あ 3。

ヰ くま Yこ いうの l手，変更のルー)ヤが・ 1ろ正すミ~~こ三で I'J...政誌の'"ーJVId:.主涯に聞悔し下乙亨検査0)詳細めち代、

ど1三官、かわろわげでは7亙1¥かて夜、照的に恒三乏. )レ-)レを百'!5芝、事 é 't号待~C、あ J 'Iニ主主 1 ¥広んで、1)~ (a re-

ference tQ 1egis1在 tion).からさ、あろ0>>(Hart[1961 :93=工976:1C5]) 

二昨し与を\ol1..~' れの)レール仁 2 次)レール)/玄. 互11r:::怯江主主JレーJレ環Eこして，。乙U:'t.の堤安句 1三南

東 E聞相すa>o 土の 3う・の4，‘σ)1;;"， より合計本的7忌?玄白君F干の中のきs1ラげーム一一時ち同庁、ームのなη、に

祖3十三まれた‘宣言宮町一ム， --~かたちブ、<~ ことに取る。二1{\.S )レ-)レの絶包l手.当践の?玄的概

蒔芝℃‘のよう 7ち湿のf左翼誌へと偽時するのをあろうか? わu"¥..わ¥.1'¥...1芯ミらに， Hartの技用をさかなけ

れlま‘T:I:i7nl¥。

t. 玄の1';;;:ド系

涯の包字、 (syste::1)と/ef.. ますt‘事1に. )レ ールの 謀、色 (aset of rules) C'、ある。たた‘し， を仇ら

:玄的Jレールl本. r-1守系条件lミ案合す1l1..1まよ いといフ εのではな〈二， 当主宅の宇土乞 l三一定σ)f志匂1E~，更す

3∞に:x・雲r....，ある条件乞百十たして(¥TJげれl玄なろな 1¥0 この条件l手 指 令 の 法 的)ν-)レのあ ¥¥2'の

純一性・整色性 '<::.1実吉正す ~Iユす・のちの Q'‘あ ~o

Ha.rt Id.. 乙浬ルー)レYこして，いまのペ‘?三 3予dillの)¥...-)レE:R'ÎÈ.した。法の 14-~1:: 1>'疋}レールて 2

7だ'"ールの合意色℃ええ玉と してと. 2 、'!í?)レーJレ Yこし之 Hart の売;~とた 3 つ乏乏え 3 のひ・喜当か， を¥1¥

以外にほ 2プ之)¥'-)1..1d:1ち乏し 1互いか. を仇ち乏Y芝)し-)レのあいゼ 1亡を立l玄T;;'1， 'T1、 iJ..r"の民聞かーあリ

うる。こlれら I'd-，主三百二し之 Hartのたてたモ干ゾレめ程胃炎的1三妥当性の問題さ‘あり， ~の分祈ょの』ト当乏

をめぐァて、 11 ぐ ß，'‘んのづ多江田T六、 m 之'7;n， á~児もあ 3 う。われわれl 玉、 こ=<i、 Hartの迭のT左手売のモ

ヂJレε低程的なずーヲ rっき色わセるごYこ1::13的℃して¥¥ 7志いので，ごうした1~ iE の司書~'住につl\て

l志1\ちち、フ琴7丞のヨ Eこにあ‘く。われわ\.1'\..:欣~.ゐて似たいのほ . Hart ' þ:~ ~慢の 3 つの 2 双JレーJレの百三、、の

よう与田豆関係のうえに迭の惇系左温召したが，ちあ ~o

Hart 1 志./.1>来々、つヘ“つのそラの'0'‘ある l志す・の 3 つの 2 次 jレ -)νPI" ， いかにして単一の法C乃i~苓~'E志、

すのか. 1足手、しcS再開(!， le問、ほ、かしい枝問を与えざ \l7à \\0 主主仇|亡をか 17、わら~". Hart I手， 自令の

器持p.. ニ~まさあらわ肌たY士、の沼里泊二E リモ桔F叉lご強ηz、あ:;''t. II';> 亘盟モ，白色E ちフで起つで1\

~ ('-HarH 1961: 95f "，1976: 1C 7f])。を二でわ札わ11¥..1ユ， Hart の町烏的な論:乏か ら，喰のでヂJレ

tの潜在的1三司首自主)1:シ何lミセ肱lミ・T忌らぬ。

Hartのヲつのと2児 }レーJしの砲互的な配萱Ief... -~乏し之あさら刀、広ふうに:1ontesquieu 以来の

三:奄令江主与と注朽してI\~. ~ ¥¥うわJT;:予は忌¥¥" 琢~ rJ. 'C'. i変更のルーJレl-;rfd-Iま主退部門に:沼当す

否ように eみられよう 1匹、¥鼠容の}レール，再定のルールlユ酒大、こち.今Bc:う場I~Z.'11 う忍ら);1-司法吉P

門か在当し之いら立うにみられ三し，守守政島門に~J.ろう Jレーjレほら丘し怠\¥ o 今日のiZ.浩盟事之包引に

拐、 Zl~. 行限切門の平屋η竹 f更Iユ y玄の体??Lの?での部'n<:'相主:H九た法的lν-IV1亡を子百二づ、¥¥て uざけ〕

作 Tちわ札五のr.::t>-ら， ここに並こす守開市ρr貝甘え立、札主主 11の i手当引で、あ?，'t. 1;ちえミエフ。Hart1J、:‘勉ヲさ

いå.の 1ユ，程，11夜、聞の令室1 11烹~(さ l手忍く.をの官世にある返自主Jレー)レの令主111莞理恵のであ三。 しから

2与



I~' Hartほと‘のよう志寝間l二ょう. 二u¥..ら 3つの 2}'K)レ-)レ芝煎也したくとき主えら 3ぺそ )v'?

Hart の 3 つの 2、ノK)レールのうち、支更の〉レー )v とね~~ルーJレめ~忠広 l\ す1凡."5.権Hミ去付与õ~

ルール oトあ玉 三~えられ~o 長要の)レーjレに唱し之 lユ， ごのこ Eこは p.23 の下下更にほげたÇ;\~宙開

からBAちかさ、あリ.為主今 jレールに閉し之c-同じ、く. このことは p.2斗の主民に兎Iiた予|同WF干から

明らかで、i?l~o の二三)~く誌の jレー)レ1二つ\ ¥之広 lかしく夜討E零す :;'0 このJレーJレIet-. 1;フヒε単仇

芯南寺℃し"21三 ~ ~lh-d. ê、に奮かれZ ¥ ¥ G; 1')レー Jレ乏王手 l二~;:yしるす ~~l\ うよう~'lこ =3力、z" la

仁、O.1). ~文茎\!'u吉弘文~%ì&あろちの'r. L 之，す忘却コち)\..づレのち丘に閉す~~\ <句理するのに:亀

田7ユさ{ゑ'L L て 匁冊、す~こ Yこを認め~>>ことにあ‘" -z.，肯定的に成立Lq~( Ha.rt[1961:92=工976:104 

J). 草色i主した法の岱系にあって l手，承認のルールほeラ之霞堆E主管のと怠り. i)史 1ν-)レのあ五一

照的』間)(.，宮古孟片】ち ~Jレールi).: 柄引の団俸によって判定守れてでたと\\う三 ζ，あ~\I/立主 1\閣の慣

音 Z しと宵 7ユ!h-凡でヨたこ可こ. また I'J-司~五的f安定に問1長し之さ 7三と1\う三と>> (Ha.rt [1961: 92 =1976 

: 104J) 芝今照する t の乙 7忌;;..二札ちの特徴訊;く 1\ ちか‘ I\E 与え~'Lミ lこj手. 'C.‘ の栴T宣之t71.. ~i't "1こし

て寝込、す :'1予，のnJ要序 5 主められな17れ ta、広らは 110 三うし之、永誌の Jレール'LI手; f罰17;')三さ及リ簡7肉、

f玄ちた主 1\ かをおわ l寸 ð 吋~t1めある〉 〆(， '< t正閃尽するゲームの ，)¥.. -)レなので、a;， 3。 この E承認めトザ

ーム'の「可誌にあ、1¥で， 半毛主の注目)>)レーJν'"・ ~'ijj;-o;;， ð e- の Eこして見盟主ざ札ミ3 めだ。ル-)レをm.ëi\-の豆

主主 (anauthoritative 1ist of ruleslにので 3二Yこで. )~ι誌の)\.. -)レId.足首P152主守主 (legalvョー

lidity)乏認、1f.9;;}のであり， またーさの Jレー)レめ単Ta;;5t丈~ 1:. 、蛍合tも7三f之 Aさは及 dP;~持者L一八と

モた弓し (unified)、迭の悼予定 Eこよヘ、、aとのにす:;s0 以上の宅事it~ 室皇帝マ9ð "lこ，承認の)レ-)レ1-;;". ζ 

ひ'(.ひ‘ E め宝引をの1â.かからð;'~ひとひ‘ Eこ芝圭ぴ畏了して帯主民主付与9~ )レーJレで、l志7ユく、) ¥ 131¥ 3な

)レー)レのあリウペ‘乏全悼の古主力、私写あ'ð -i主勾)レーJν 主主bごたきして屯~モ付与す â)レ-)レ<::- e>> ~.乙

布為さ、三 3ぺ
泳 Hart の 3フの 2~'R1\'-)レ Cろうち . 1l<.誌の}レー}レ Id.、在感、E向与~~)レーJしを c主主:亙更の)レ寸レモ二煮、ミの

)~ー】レ l志.奄有毛芝7可~Õ~)レーJレを‘寄E包とす~とのであ、 7ミ。コれら 2、)I;Zルづレの支もさ乙さらにか1\ つまん

で日首す~1詰Id:・:モI.i\. I志奴lし叶νの抑、らは3 鞘ぬ志げムの肉苦Eに，乏のげ、ームにあ、 IT~t持干量的 1ユ

苛問乏わ軒下三た'T'・ー今モ聞出町三乏ので日，ヒ現むミローあわ。をの特権的及おmp...・，)レ→vl亡閉

会す主主主 )レー}しに夜及、2三片与万~\~く認ι7))レづは E主主今2!・3判，トr'~ムのメ':，0)ゼーlτ賄容すâ，'(ざるててk、

とに返慢でと旬写百五変更のJレー}ν，訟をE削 ¥..-Jvとt誌のさ、あ三.

このよう!二 H呈rtの 1¥う 2}てJレーJν の葉通芝理罷でき三とする 'C Hartか T;J.にゆえあの 3τ'gめ 2

於111-)レ乞廼主す3二Tこで、必雲十イちと;;えたか lこ聞して， それなリに一貫した更通しを与え~~とf夫、

で・乏 ;'0

互支皇'Yt之さき、之. 3 つの 2 >コミ lν-)V1~. i..J欠 1レー IVの~でメシト芝 4討議主し Z ひさの I丈すか巳ら芝、白i

果あ刀、・ゥで¥¥三，'L乏えられ 301>ぞJレールロ. tラフ EこでE宇治尽に定吉町イにす札ぽ、. r [f王~のひ'( b;'とI

vt'. 3) ð 事件に対し乙[:資手乞'Ë毘亨 Jレ-)け εE通用す ~J .J L I\う仔為α つみ力、::tl-f)..から 7三ミザー

ム定.'L 1 ¥えotう。[ ]z;;国人定、のは. 1¥ aわU¥..>ti1-l¥.p¥・F訊唱と した1¥， 1.)史1¥.0-)レの色モメント己、

あa (吹夏く図写>急不足〉。

~脅さを付与す~)レール)';l. 二こち， 13吃!レーjレのちメントの〉史のような宣ヨかえをぷ)~ミとヲミ:

[色芝、のふてな、と1 一一一→ E特定のひとな、とI

1玄ぜなら lす，権実モ乏付与'9a)レーJレ'(1み l事ピめのげ‘ーム芝匙門し'zl'た A'<の志かから午需をの Z入乙
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ぴと乏歪~、だし，モ肌与のひモこ C‘ごとの行為にげ‘ームの裕奄.áヲ忍耐力モ認めようとす否ちの夜、から.ニ

札ちのひ乙v.:、とは， げ、ームl二百与す三 fでのひ乙r..怖 とになリ刀、町ヲ Z. 主主主~)レールく土収 11..--)レ〉にち1l..

し，ルーJしを司R的及，長(law)とす三ヘ 屯更の )し-)レのI壊さL 塁ばれE持主のひ℃てよと(eあa¥ ¥ 

恥特定め手稿をに守主うとλ℃ぴと)1ま. i'牛の 1)てlしー1しの bうひYこつのでメ シ ト己、あ 3毒事"'e視すL¥J

-)レl二閣し之， つを、、のようほ童三力、 ~Eñ むつ:

E責蒋主主来すJν-)¥;a・1 一一一~ [電碍 ~t粟玄 lし-)レ b.J

1\ ヲ I;;}'O う . これに汗し Z. 認; 定の )レー Jしめ7震色に巳，ルー)レ芝 r.m閉す~] 'l:こ1¥フモメント 1::闇し之，

衿乏のと入とら了とかt¥ 市ームに示 IT3持I量的忌初7力を色める二とに己主。

本語文認のルー)Vの場&にと. 1 }ヨミ I \r-Iν芝頭、男""9 .;; J己主」ニ，)レ-)レハのち~tズ. 平司~で、あり1.次 1 \，0-- 1ν

l手Eï昆酌 r~ i玄のでかたちむとらえられL モ肌ゆえでさヒすぺ‘tてめ :zyて11.t-IVモ，::L泊し-/vヘ己りち

王ミに孫、 11てとらえて京、\1ーたので、 羽 τ た (~p. 9)。

虫記、の Jし-)レIJ:" '<. lK，色12字としては， 持.'îßのひとびと lこ 1雪泊三乏向~，玉三 とlいIつロ号ザ¥'h/‘

¥17広弘知lげ¥'.、乏乞のか杓 1リJ. ゑ認め lレールI手，持主の Jレールかご注工しての匂η三有す 3 二之を. Ii室足、す三a

乏~'d.忌う 7三才しIJ:'， つミT、のよう 1主主有芭のかたちをと三. 1こもえるで・<Yi~う:

E査協を規事 Ji.--)¥o- a. J 【町ち乏視す)¥..ール a.l

これは一史，源問ち広厄隠反:~'l二品九五1)、t:しれない。 しかしこのような1i'U.lli17¥'， 1)'Z: 1レールにちミ

"9;;' c..ì色的〉きt交の閃旨ちで吉弘乏汎ろ二と I~ . いみかーある。 当曾1の土}之ルー)レ|手， この喝のほ的ち読め

尽力、に'J.I9" 11、らの を竜Lも乏!it\1'..し ，tJ.I. 苦情、~め回一牲のち君主的吉弘表1更をうるがら7!'・ ある。

民上の闇院を，図計百主に百三すならI.l:¥ く図ラ〉のようにはるさ、あ宝う:

ある三早f半l二討して， [責奇r.'C ~果す jレール1 を[ .垣 間す~]

口

ちB及L 

1戸てJレ-)レ
、---、〆、、〆【、/"、J戸、

工r1.

E特定のひとぴと】

a
司

b

a

a

 

法E
 

Y

制司

い次官の )¥;-)ν 一一rI.(a.=a.)

三史大工fと〈変更のルーJレ-I. X rr.(a.-b.) 

ト宅建%のJレールー- r. X III. 

<図ち> 2 i'J?)レールの粍示、

因。ひとつの1.))Z)し-)しに対して なぜ 3 つの 2Yむし-)レ f手引~I:=， fÏ.1\ 1二'ß~II ::r三八‘、芝モのとし

て訟ゑし7a-1すれほ‘「志ら Jd.¥ ¥のか? この闇1\に闇し之 lユ ー 志‘~ら く慢の .工うに倍するの仏至、台ちあコE

う~ ~守‘定員写すがき Q . 之つの下宣言を乏付与'9~)レール一一主更のルール， J，'、d;(玉、持主のJレールーーの

俳句lに，承認、の)レールIλ:'r毛色し 1三げれぽ厄ら芯\\::之丞、ói)~。この'J;'f主!三，警判のいアミ 117‘ーム/芸

竿Hのい 3 ザームの聞1頁から.~之官二仇ミ;'0 ~半11 o) 111忌1¥1T'ーム ζU叉1¥.0ールのみかとうなる当市丸主主げtー

ム〉のうえに判定芝 M<'¥3 程民主主付与す~)レ-)V (I. X工II.)1iJ.:. 1tJ えられ~ L. IfームId-，蕗判の

1¥3 tr"ームく夜討~'r"-ム〉人工花作す玉。=こで、 室町，;J..，干笠青白什王手立九五時程的存祈為民17 主主
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畜-z;，あ志。望如ι開 l会ミl芯， ιIp.-くとも当初7のげームの〉レーJしの童相に閲して〉在1!N't...hm 1こを王寺す五

f三'3う。たが=の， t喜納|の 1¥三(慢ち昆〉げ、ーム'"IJ: -=1れまでに珍かった支汗しI¥)レールーー蓄制に

直員三三付与す~)レーJレーーか存してい ~o 二のjレーJしに問してlエ 主判\0)権Eた毛利支のヨm s-副~Td..

l ¥。室利|手か之ラて， ごの)l--)レによ q て&li.ゴ-c:::c札て 1¥ 3 0 の JレーJレ)~，室料11::よら守， u."L 
ぴ~によ、之受理5 之)h.，承担、::[;n，之\ ¥ G.げれほ主主ら 1怠l¥ 0 一服l二官盟主L色付与する jレーlνIユ特権抑志

村為恥円芭乏うむが をの電車之乏iずらずる 111-)ν 芝浮く毘<tJげ、ーム IJ:. 宵7-1三ら王子ごの椅極的な竹島民

力乏付f更すe-1iームの外f尉lにひろか¥":>でいる.二σ)C!う芯毘息によリ. 承旬、のルール)<1-，変更めルー-

jレ l二b 喪主今JレーJレにそラぬはこI れ~\\ø

つを、 I二，民主 C乃詩論の」毛主品集ι~，‘ ， もうー伝定着みこ人で、 ?i;える八、、ミ~ 1ス. 3つの 2>官ミルーjレ1灯El9.1之

令注し唱江してい-;;iG¥¥う主東五 色、う~ã~すれ 1-;1'.J: ¥ ¥ 17、;:予ある。

ま誌の)レー)レb 支をの lレール，ゑ主の)¥， -)レモヶ，定ち詰げ、ーム Eこしての涯の士写系のTe;.J"で、，はに

かr し η、 の‘最土ザ~~を弓u" で\ ¥三とEさif¥..てl¥3た1A'.. ~主ヨに:í.!!しよう。たとえr.;L 支主の Jレ-)V~

&>l/1.去、.. 'hれか想定す~栴在的広行為責~7T9 -一主竜きとしての国王7忌ソ.最基礎問之し之の時念Tci.

~ --I"J.， !z..く土な111-JVjの副主ャでえ魚J三間し之， 民さるの色宣l二あ ao義主主の 1ν-)レめ士号室う1;;". 奇

干1¥1'そ0;草花島守Hかt-7とわかりやすい刷になっ之ハエ。 立ちに*~号、 の)レー Jしに対し之(d:.， Hart 1手箆

包め 1r~cろ JレーJレ (the とと主主主己主 ru1e) ~こしての唱でE乏 5 え"2\守。<t，こ l けの)"J.，杓札わ札はt:t

間的主主も令下矧l空ミ広之百u::r~に伎のルーJレの王子三ョ性幹15のための豆奪三与え ~lレールに主ラたのでは(l;)

~ D~'/ 立の Jし-)レ l三つ\\てはまた '2>1¥.ヨfさの「三島吾告住E詐f丞亨三ための三事乏与主e~)しー J\.. ホ忌

い点で、 '2れらの会冬ヤ均l主ìZ.~こ妻怠るからでみ 3.::>/ (Hart[196工:工04=1976:117]) 91;;.わち，京

誌のJレーJレId=-、当該の;-xの惇系の〈牛尾IV-}νI 2)安 lν- )レ乏包めた〉あらゆ~)レ-)レ乏 i示認す 3こ

とはで、:ra"7主二活的ルーlvとしての怠令じしん乏ì~くまきす 3 二 Eこ|志~.:z 7手I¥， 'i.¥¥)二Eこ1さ。ひモニlユ，

《、玄白Th.Z包材F常に1忌l::訴淀川壬皇1三主主、さい lすほ>>(Hart[l96工:103=1976: 116J) 、主~に党廷の色t

誌の}レールにたと‘ジつく二百こかで芝;;:，。

二のよう l玄)し-)レの‘常盛!t'=!:.'E， ‘ち昆ザ、ーム'331のー照的7怠論理に民芝 J志ぐ、して，の々、志おし

てぬ ，J.7. )レールの‘安在住， ~こは いま盟主i1cT事、て I\~滝ち語ザーム ο三\\し!手ルールの宴色〉

のなかむ， ち lユゃをの)い;-)レに主主l.. 9~ より落、〉史の)レールを更目立し九7志いとさ l二. をの Jレーjレ依をの

ゲームの Eえがさ存EfAして 1\三位歪の、守主1~問主1さ、 あ ~o たとえば， i)l疋ルール下さけからなalラヲモこ E

E宇伐1;(.'ち桓l7'、ーム， ('， 1えでの土Y<Iν-Jv I~ ， より芸，)';('の)レールカ、rち色し忌¥¥の?でから， ‘電在'

であ言。またたとえ1;1'， '9で‘にき友した主刊の 1¥玄「ームさ l示室鞠l に定負~:E:付与するJレール I:J.. . 周

じくよリ著1況の jレールがち71:.してい 7立11ゆ之 1二、 6宍nどの)!--)しちあ 3。間:慌に，支還した，z..の従事も

に]..'IT~ Hartの3つの 2)て}レール尽，7"}、のヨーのな急Iitr色ぢ3都合げ‘ームの尽かで乏爪芝うめまわ3事

足 Jレー〉νが荏乏し芯nと¥lう¥¥el1c， ，，0/れドな在， ~ (7)3ヘF豆島詰げーム Ixあ ヲ た 虫 色 を の1友

と7ð-ð-長ía~の止な1 \1 ー)ν一一.1モの 1 \か尽~)レールめ 2児Ivールと 7ユ ð二工 rk主<， '1'をのスY乏11.1ーλノ

や幕、)'E.!v-)v芝直Iち・問時に酒田lこかまちけ之 1¥ 3)レー)vーーから£最J::..'の}レールまさに工 芸~の

i豆主主によっ之結Idご' .n... z\\~ 帯。 守柱、のJレー)レlユ， このさ主圭気の京協に往宣9~ のさ、 再三((図6>)特*。

本 JレーJレげ乾径十ぜめ照会11-， f与を(呈uthority)の 積ιとfl'.(た'c::3 fr."tvi~oτ旬、広三川又との11ft

被t~'Bつ二LTd.<. r，凡て〆とにち思9~ ‘主S~壱トT'--4~c、おから。ま己 最終o司;話

ーの植民巴したF均.ズコ7うーのねを汁じム )0 15ちヨんまた，託主¥，1~.3玄ライ耳三百での~う 1三宮里乞詰げ~L..

同・1\高見安Lする。零すál~1 在Æ' è: I'J..，単純1手・ち毘~にム九昔互主題t;'ームた:n:芝間約可;， あðGモ

団のひYこV ヒ芝i¥'B.t.切る町担舟忘限切与のとるる'" ~lt\.，\二幹しど的盈l百三とl ユ.J\--)t，..~ >¥..-

Jレ之の閉院にあ・\\之乙しT三15二乙報主語げLム l之J，・η~ IlS71げニームリ附トr'':'"ムYこの師寺いこd)、¥¥之372E
事長しう八‘、三克之令、~，あ 'I. o

株 ここでち堤J←ー)ν 仁笠泊しー'¥1〆3>? )v---I¥I ， "、)'(め々、Ec可f手〆ごt'-'tにす八吃の!yーlνJd.，立のτ邑gp.fjf忌にあ、

いて，心叉)¥，ー寸Vで、巧a.þ'あろい1'& 合〉ヲミドーI'\.J C、あ 3 為、 \\9" れが<3'ðうð-. 'Cの庁、たことL ラr~三す喜ユタ lこ患

わはにちかちしれ.T;;:.¥¥ (L.. p. 9)。 訟のようにこみ1\ フ T::..!ト〕問主主色をそ~J弘之之主主に 2加しーIv~乙貯げと又記長、
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L Hart 11-. 玄の悼長1手コークリ、γ ドの冬f罰与 の在ロミヱレ7fント 7忌冨Eた乏セヲ之(¥7忌1Iニ<:.E むし

3-':電極的に主論9~。 く包7>1二示した。LうI<j..， 3つのつJi?1νー 1¥./芝乞高、ずさ稜也7三種応l手. H'3.rt 

の'2.うした主~をも更す 3 ちのでであ ~o '2.二~、広 色'2.>告とflー }νの.$ミ程'~'I乳互 111二国主しあ

ラ L 宿町惟ペ~転化し Z ¥ ¥ 30 >~ιろ f主主主 l "l. '2 c司~)'乏 1しー 1 1.. l にモ之プく白令ザーム〉に肉底主主~

ひと ζf と17-" し Iまし町三う fs. じ 7三が s の '(1手 ~7ユゥ之更し之'':9ミ亜'のす良閣によって監理ブ 1寸られて

い五わ ITe、1;;1:7忌¥¥0 2YK.¥v-)レめ e克直性， l(f， 玄O¥f主長α 内誌にあ、¥¥て立之， うを llt..乏中トひらお三こ

~ 77\~ìIミニ2・ 2ら~. (この~ミ弘之 lさ. ;S/lcぅ向らか a芝府I¥.I-Iv (..1二i7 cブくげーム〉区内 I~L zい 3

.) 併がらみられた‘定直住， )手，苦l三勺Z;'Lつめ予1更にほか 7きらG.¥¥事。、
本 H'3. rt 思決司守ちι川三理筈を，活きちた広被宝ヒ巴~\して\\a，"'r，左えち札写。 7玄 零 時g 注押ストヤ

7租叫輯乏乏百万~Z:λ乙o遇措tJ.-突き't.ぼ写fFcト、之， 乏のままで・は活的努力71乏裂注~喜守的で唱7忌く，てと

の|事む，泡C司偉東l二今ト主~J ちも交で‘あ三rtìì\..~‘宅子，活の T苓高 l二肉尾司~もo) cう間i君、を りていも~さ

のた同，法の1L王手話室E史的に，茅一実'(.l 之問問&.)とす3回点の ~c気、玉三芝、芝円 Ta- l ¥.泣き吉知否，し下三""t・

ヲ乙，君主あふl11~ 夏王室倍設でl手引\. hlZ:'し，蔓埋めき説l三 2均的t寄与包 ~草ミ乙し之路支しめ

Yこちユ~TT花‘かζ 之いふ J 0 (~ìzS~~I-=-. 茅実くおさい 1"- ，芝町柊句2、、ゐ喜~黒〉に通申 lð:，と苓 J明TTで• .;:!; 

5とこ3のf哀玄室のちちた認3i有'につい之Tさ.3日正めです存1芝草すJ:予宝Eちまちミ言。〉 ユ1¥.1=.均し之!<.art

の ;玄理挙民路支~.ì玉川宇奈ハの肉居~1:::平喧し 7忌l\ -(ir~.9勺芯;討さ..?:、あちこと\<Jド勿拘.;玄8'-~史J色、法

のf淳子長 lこと、のめに也事与前広広司訪吉区.、あ'$;;1>'1二つ\\'2そ，押さnど1 1'F-諸民主主主J-う Yこ ~ζo ~主

的¥..tJ.... 環ち誌γιームと L 之t7) y玄のía~を，苓之とし之町尼え3事l事白1;;手もミプE . 為跨d~ あ、3をかにし

之口移¥¥0 ~収1 友，ìZ.をめくい:3 7玄的ち枝豆ーをの勧11と同点、にLi三1女、2，~b-2ßげとーム司 1対/9トに

配宜す三と¥1う，一貫し下己主曹に亦ちt〆かれ之¥¥ao このニミこじ Hart -f7，.培米?を、0)業誌に同:t>'gl¥::::と

之l:d， :;f扇 ïfb 三乙Z，'/:1~与 \¥0 

このように乏之~すめ之く3 乙， Hart の法理撃の全投eI\~ 11よ閑らかに怒っ之 くaC'あ 3う。
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瓦art7J\'法めは系 α ß.丘 2と間宮とす á~妥協芝. 乏し之，泡的1¥;-1¥，/[こ聞9'Z-肉的貫主主/外的拘夕、のさと

金書乏埼チ 3o芸持ε， われわ取Ja--.視ち語ザームとし之の沼の佳品にまつわ 3幸三雲拾点字、乙しZ， よく理

香尽き、~ 2.~ 

本

Hart 1志，法的t$ミ、のちた (existence)のための久・きがつ十分1玄室長I牛とし乙つを‘の2つ芝I兎庁、之

い玉:

《 したが)之玄f李存立のち1三にて勺て必雲<:、十令 7忌こっ町民1'1t笑fヰ11<.'ぁ三。ーえにおいて， ラ

のf手系C町署当 l住め賀直角基芝草に一致して ZLl生し之l\~これちの村知の)し-)しI"'J ，一民的に?をわ

れ之 (gener昌llyobeyed) ~\ 7三円不\.I~'自ら 1三 \ ¥・ i-e.ちにお¥¥<，玄的妥当T主 (工eS"a1 v昌lidi-

ty)の室ぎ芝聞きて'9~i書く~~c円)しー)しあ‘ J.. U' 変更の )レー Jν と主主消防 lν-)レ l吾，Z;，聴聞の?ち~\三閉

す3文色O)z，的主主 Yこし芝公常問によ 3 で弓加に宝認さ ll¥.(effectively呈ccepted) ZL¥ r;; 

l寸レn..J示、7立ち尽 1¥• >> (Hart [工961:工工3=工976:126])本

牢 引同文中「哉、朝|めIv→V...l"lこあき""1'J..."*1ゐ!二¥o託、更のJレーJνと尼1<.::1:;<1)で、あ3。

このよう芯 2 つめ条件1J'." 1ヂモ、え~I.tし3 二と I手ÌZ.の f司三烹爪七 1 ;1疋)レールと 2~定 Jレーjレとの 2 つの Jレ

ーJしからt;;.玉三 Eこと 、P寸起し之いる<> '"ζをめよう忠二重E性 l手，注7苓系の下足急且ヨ乙'1三号?均三あらわし之 1¥

~に'9ずない・>>( Hart [1961: 113=工976:工27]) -の ~ft+乏よく穐3寸 し之 ~3 乙，い:)‘ \.f\.~寒宮:1: r=~{I 

わ~条件であ 3 二之 T^ 、調 I SF\す三。 安.1.0手足1与1d-，ひとびと15.・芳1に.当誌の涯のfまコミ♂)しー}レiこ¥¥ろ

ごとにな勺と¥¥主一一 ζ完屯'の 彦C認吟)¥/ー)レが¥ 乏しれを夜め 3ーールー)しにfもて¥¥三かむうか，

に関わ~- 'j，~の条件，，-， ヨミI才、E在能E与えらLQE包王者主闘が1立に 当誌の活の怯三之のスRIしー IIJ'"E 

賢官l..('\\~台、 ε うか， に関わ 3。聖す ál二こ\01\，ら I~ . 玄のf~'\'が二有名恥主の Jレー)Vc;‘ l手Td-.く立

にひとEぐ之を可こら主じて 113~を1/台1;;' 1三 625罷 IT'ーム' さ、 ~~ための，思巴条件訟のだe

Hart W'、涯のf左京のち色乞害事実問題Eこし Z百円とらえ之 1¥ á.魚 I手，萱主君、 あふ ~l\ つ0)ロ ，

Hartのこの杷1屋瓜，法モ .ひ¥¥"21ユ往生与の規史的活iミ乏":E善寺Zとしての=にまさ廷を主し，完治的Foξ

完封佐売に夜明言 3 ための，夏本的拡下更魚を三与主:i~ちのであ 3 力、。泣か喜美百二し之，たしかにちを

9~~こ t ¥う指摘広， う勺刀、》す~ 1乙尺1追む説、協z、しかな¥¥力、のように亦られや9¥¥0 しかしこ町\.~，

)Z.的}レールに関昔 d謀説Tちの<:0'、あ 3し あ~)レー Jレ C. Iニモケ℃づ‘ く 6 急誌ゲーム.)を、をの守トから食:!LCL.

を，三Lr¥1手事支ちι去、三 1¥うTh向f"7L ".'Iittsen3tein 勿室R史的忌布陣モ晶表亨~，ヨ長同窓?成主であ
~o Hart 1JI:問題m.l主主来の:お宣告為l子，汚主技Yこ↑令 lて柁;えし'z(h'らすいくYこいうことは，否定民え

自らか同産主 9~l玄め下手不の、同き喜怒らな・ に周之に滞迄〈混合令畠設からの主こ14.との小津主乏十令に主主主、し

であ、ら守‘〉、 涯の官主ff~Ol l与を乏ー?玄白主主投e初げ7の足長とに之主二五‘ Eこ\ ¥う夜宮乏京li乏三二と7}.“Z‘

:f.fd...かラr.:.o たしかにfill~ の注く?を元自制レーJレ〉の 1きるで、あ町，-，;;:~ Iz以足当主えc司法め毎夜の. 1書く認めIV

-)レに帯、ち'9という手街ミ乏かど担当し之， 芝しつ þ、え 7主いのでぶ~ _ r国之の i2i.的)v-Nのちちモl二~. :;.存

主øÎ:f"の降手むの肉~~J二丹 \T :J.，法的lレー Jvt!)吾当性の間空事に1手7)'Tj.ら7お¥"だが:活の俸高湿の'tめ〆

永認の lしー 1 \.1を色む当誌の沼自主 lしー!レ仇ー閉会町の Tち~， 9'7dわちð; 3注去のく副理民的極主め~&

I(}， '2.のìZ. cぅ í~系 t閃 7三した慢5・ によ、 21-;j...判断<:0'ヨ志 1\" Z~\~Ið，.. ひ℃ひと7ブ JV-:-/vにし7三sいつ、

乙1¥う端的 fj:.:亭主問題Z‘あa"寄与一定o区l要乏. ~苓~cう沼歌声手の有"3 J t.里史的志知71J"，? 芝山tにつ ζな

3 沼田bち唱えの7j.frc‘回収す五二と I~ê・ ヨG.I\梓.
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特色ζì:即/t功'l!LOJ現行 \E京芹7)."高丘す3こ~，ミhTz.'くの茅ミ聞里Eえさ、彦、ふ dj，ハ‘之のほ主rz.，1c同 0"に=

の広めはちこ巴肉尽す3P3主的b伎 l不全創生1"正続性向tat革、乏千増加里L'Z.，ごめ活社為めe7:i.(可



々、きこと〉乏ちI\ SZ3がL をlI'Lちに 1ë7.た証人。戎司ち存1\# 沼毘3-;trニ司持0ß1~、ら伶慌し"ZIl J=ヒ

I;}，.~ことに主写でもあ3-.

「日同lし一lレの主~f:. iEe?ことがて吐き心l二， )ν→〉に理主し研、く」ニヒ 1許可書モで、J:.k)同法~

乏正巧 I~間切 l \r"iv~， ミト五塁五二t ih...之しミ1:-)乃、e しれTó-t¥ ;t>，~. ~こ司 ;れlユ'~ ~こ Eラヌばち円晶凡ちおはVl~き活

断~も乙1;;〆三0f玄芯がるも活的lレー1\/ 。賀県に2ち1 11 之島す喜めで・ Id.芯< ， 九九、単lこ ， %宅問主昼、こして，

苦言与わちわ門 5TJ..くあ~Iレ→uが、4定かU\Zll~ ヒレ守主事実に丸、112 ，13-7)ろの色、iPl a 0 

「7乏のC率五J.'t fd.， Hart p¥'乏のiz>.理主さにあ、 1¥之， 1ユじ的之1~聞しう~ ;i夜金、であ 3 0 涯の悼決I"d.，

主主 I二く邑ワ>にあ、\\之~l1三よ〉にr 資し之泊三和司にエレザ〉トをはる1 ¥ .を爪1スu 寸込書ミ」に百与え

3のゆ， 11ヰの貫主琵ザームに肉乏し T;;.¥¥ ~雪 <;c司也宣に十分包宜的るHart の勧在に0，' ¥ ¥さであ守 之

ザームに肉乏すa-P¥念、リ. を吋"LIユ-;2.のf手廷とはみえ思l、のさ、d-Ja." 

時黙した;z..の体系l芯，都司自己T忌f三系 (for:::a工 system)之し之自ら三格再しよう'tすミ， 県足1¥間

警17につ芝うごすフゴ>f¥..~ tJ\ C乃コ、でこさである。走角的色亘君主包匁lが，怠ちの活花l等~突きえお1玄主 i玄 (con

stitut 土on) のかたちで、実琵主す~=とに主主マ 7三の乞， このような?軒引のあら灼わと t; ち之ら叫 l~ 。こ

の衛計11ユ現代学えさをとらえた間計7"t... 軌をーにす 3をめであ:;<; ('-1:引しJ:.115Qd.lr:rqB.$ b 目 。 Lず

L 怠から 志的責烏rxひYこウの徒系乏Ja:-l之1¥ J， )こ いう寄与実足、)Z，ち技忌¥¥しは;玄白主主扶φ うちZ‘

5三リラ3二之さ‘t;-7急く，語りつ〈立れ 3三乙 c'5r.三¥¥0 ~叶LIユた百三自己， ~され â (:nanifest)のみ

で ~~o 活安定着之め肉予定さ、あるJ;ミ幸三のを民的 E主百さと./;;1. 法のf玉突 -Flb詰ザームの全5:5-と{雫し乙 1¥~ 

とし之モ~， ~ Q)ゲーム乏主村す~;Z的主主さえの忘か"Ci'Id-.とらえられG:¥ ¥ 0 

こ¥hに片し之HartId-.， みから9'311K宣言乙用主主した。?乏の1軍存に関 L 之新?とQ.霞呆E.~えõ3問点

主主， Ha.rt の用誌にならヲ之、外的得ut、(externalpoint of viewJ とよ!雲、う。二'1¥，rこ同し之玄

尉現ilE1? ìz.主主きてのように，迭の往取に向芭す ZF豆長、~，市会色j与、 (internal point of view) とい

う。問主主の聞係王国痛にえ巴l乱く図 8>のようであ z。

この 2つめ問主主!二一玉、"21=実的と立川，マ 1¥~:7> 'a.， 

JレーJレ leh~ ¥¥広、ルール!こ172:づ‘く 6甚E邑ザ、一

ム， -れの、 2主Zな 1ろ圧怯洛c-d? ~o )レー)νI;J.. 

事実=て臭気の 2主't主乙乞おび‘ている。)レーJνId-，あ

z表団めふ'L(入、、t.eとらえ之 εち誌げ‘ーム'1こし

て良潤'3'~かーをの e ちきも片品、ーム， 1こ向尽すd.ひ

とひ、 Eこち、らみ札口、、，その}レー)vは司君しで、あり

仁肉的視時手、)， ~との肉属からまぬがれた'L -=-31ナ

らみれlユ， )レール-t.'‘ぁzひ之u"1こ主ととらえ三乙 1¥

う「事実4 の訴1れ:'.f， ~ c外酌担鼠〉ヘ Ha.rt tJ¥'i玄

のf左京の T写邑~， 1'\包め事実問題~毘定し之み也

た三E令官 烹に I~/ 慢17: ?玄o， t主誌のように )v-

ご怒りて¥
¥ 

¥ 

¥ 

/戸τヌミーー、、:ふ

〆" ..¥. ¥ミb

ノ庄f ¥ ¥ ¥当事え
I 、‘"

// 間的南京、 『官芝乾
I 『 JV~( 1

¥ )¥，→レー釘ミ / 

¥ ιぁ.6¥¥Id.¥乏のi，き妄!) / 
、、

¥、
く国8>

)しに支配立れ3鍔L令;<.1:，. 二の 2 つの慢侭め交錯によっ 2湾かむ;ιτx らせ.;rう と~~方「五的芯温度J・i7l

3>杯。

本 わEしI~"詑三主掴也、ーをの王手~にあ・ 1\之，く吉良〉とtウ針ffi-çと搭引の色主ての用い，垣厚。主主
全理長Eこ1~1è-'5Y\ L之乏Tこ。 ここで、 「需長J.~称し之\ ¥;;0) 1三一服酌な用語t乏に従勺下三号6うで払'J，h. 

全電東に祖当す3.
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林 H.'lrt広迂写践に慎段主1-:.5宅入す:主肉食9同点、につ¥¥之きわめて望略的きあヲ7ミT三め，外的問点、乏

指摘認さら1\尚三が9f..e明蔚のみ乏と三二口二;l:..，. Z ， 沼環奪三E 眠:ñ'~民な事主に還乏し之

し手z~'t.いう乏Z;o¥-=. tr - 岡井J二三l':l'l:〆、しく~討にZ いたこYこを~ ;れ之は忘らlil ¥. Hart'か吸持し

往復主主内主F号kを， 守茂吉らは r)¥;ーlνす事Pi主主J弘、 (rule-sceptism)j之よんでいI¥ao =の侭に~‘ 1 ¥てな

Ha.rt 1Cf.'iまことlこ 'Nitt守e::stein 1之~史lこ， )レ→ν(.t-しくl三 gおE吋じム.) 7九%主主す3ていうこYこ1三旺1¥

う3'L¥¥う江Eゑ¥-::.， ít'<.&し之官主半ntí~cあ~o

F.art I志訟の埠奈乏. 三つの 2明ルー )vEもつ極雄主主t包詰庁、ーム工盟主 L1三。 情 1:1.， -=肌乏星空ー

の坦央、から彊思l二茎国的芯『乙ヂルヘうっしとれるようId.t;;の乙I:I..ええす，肉的困j誌と宮崎b坦点、と E亨

りあわi!:~ようにし Z. ょうやく閏苦しう 3150ちと君主乙1ミ。問時間点fユ 色ら lV-)¥;に間!亙しつつあ

ヨ=乙芝表白す 3ち設め 1忌刀、に用是主11¥.，ちま色ザーム'の肉復J¥から 、20¥)互実λ とえっ.1 ¥てゆく。モ

れ|亡均し乙斜面お担保lユ ‘畠完ザ、ーム・に肉771.c危"タトf引から_ '20')ず震度と八三泣づ‘い-ZLゃく。 ご〈事

2茶色手足0， ち提J手， ち ょ う と 上 高 令 と 下 電子うとが1/之乗 し之 11てようヒナづう に後初日正当託Q自主't当と乏 17， r-
とを 当誌の 6 討ちげーム・ o:n銭円ーーひと(A"との新左!こ及、 IT3)ヤー)レの存置柁足一一一乏珪主ず J'6、

~3 う。 しか色白rtt7'庖1雪とし之い 5めは単一の lレール ζに 51こブ‘〈ゲーム) ~Iën主く，令長室c

のJレー Jレ荒に示、 2緯みあlアら札下三， ~玄令官廷であ ~o ひ Yこっ cろ Jレーjレ P'~ ひ芝つめ問的担段、 とひと

つの外的廻J持、モミ乙 tなう tのさ、あ.;;，少Z;， )レーJレのミ色Q-あ 3 法cぅ1~ihl ;:j: . ま二三に宝三者7三 Z向的

祖伝と外的責点~めそヨL によフ之 I百モn芝、 二!\札1ま l寸川ね:怒ら T;'i;. ¥ ¥ 0 百五d)レー)ν め件曲司令 '&， また吉川7三

jレー Jレの肉島周点巳D うる。迭の市~E ， 1 )1之 1しー lυL<ユモ I\.-/v~こ今夜舌会主二さ主主E; lた Hart の主z:\

~t; 1ユ いままた=のよう E主文!¥1iととぞをみ怠為、しとみ 3ことかで芝ょう。芝崎1¥.-Ivlo.， 1. Y叉Il.r-lvにち

&す E二とさ， 1 y之lレー 1νのタトヒ7三ち， i 'R. Jレー)yに向昆す~肉的責誌と lユ~お\-::J: ~\E併品問持干、乏用

主することで， I手じめ 2.1.宅lしー Iv乏送之し之弓商品(vislb1e)之江しえて 1¥ ao しかし1呪ル-1¥/

(])宇ト的笥点lユ司聞に. 1 尼 I\/-IV 乏 é'V~9 三.2>乞 )\t ー )νの内的買告示に r:r 骨折ら 7ユ1 ¥一一一。

牢

法理出にとごまら 7玄1¥Hartの作港に達三乏な電角亡広一照にJν-)ν 仁にち乙ブ‘<.ち詰げ、ーム， ) 

民間的意右(internalaspect) /ぷト8争点主 (externa1aspect)の乏伺唱団す 3二ヒ ε，宗徒

~)lに一貫し之 1及急的にを~lE 二之さみミギ:

《主主L助}レーJV(soci呈1rules) I玄匪掩冨か主主笠主c- ~ ~ ~rul的，直一的玖竹初7にみられ3 今ト的

色J¥@(externalaspect) e.Tつ院さ版社念的習暗三友、互し-z1 ¥ 3p:'， ~ 、化 l二mえて「向的」
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承認のル -)レであ"30 þ民主し下三注実10-，五~主主 したり. 宅き照LT三り .~l 閉し7三リー富士まかえたり.'1::い

う亙F主的主主に耳ミtdi~ー♂呈め1さをf'F-/二 n"Rすき=之がぐるきょう. 二Uにt、i玄l3yl¥;-IV (1.}叉lレーJV)のた11打

に寄与!i;す~ì::乏 ~宅をの Jしー Jし， 芝m 尽βt万三児 1¥1-)し下封切更の全両乏え，開曜に脊長官乏し広じ、のる。

Hartの注o悼平たのもず 11，1二Id-. こめよう1=.. 茎写に之をIàうち扶め夜、ti~島7三拡大þ:'...暗黙のうちに

各戸Tヒt割程ミ;れて\\~. '(.三えられ玉。 出 rtのz)'てlしー)しさ， 室急行為を耳宅之1ミす ~ì玄cうちさ慰ミ閉め

辰閣制之 L'Z... 走烹しなお、す二とか'~:1.3<>

埼え
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F戸去の定地‘占め景健三重ζ孫、 "Z.Hart )手国~ìZ (int占rnationa1 1aw) のモヲ、Jレ~術者とに1示し
Z:1¥3o =町、そまた興日iJぐ77、l¥ t主のきあ云のさ‘ーわ叶じわ\.l\.. 1~ Hartの;玄理専の零的自ミE主百名11'1::律夜叉仁

C';zf;X:. ? )のしめくくり Lし之 =此~検討しよう 。

m法 eJ'為す.，arゑ色モ， Hart の1S毘JJ'.， C盟内尼の3 涯の箆会乏芝誓ーし-Z1\ 、町家~~こ， 玄五時

に.$1 ζ 支，>f)~乙 こ 3 )d-!J-1¥， EF;:'邑白 いことl二 fIIZの主<;f<."す 3国間?之のモT')しrJ.， ご\l Lâ~ 一荷主寸し之

:1:1三旦同法めくi互のT司三玉きの〉玄ゑ色 L ー更したL二三ひ勺<.リ7J、之、色 11、たちに7与ってい言。すG.i!づ

ち .~固め法0í'4及 lユ乏~\"ー)v1と乏何 T百余、 に\\r::.尼 1\ Zい aO)己 主ちにで色めう之1二Z入"517¥五回i'4ミ

涯の夫存1:.1. 1まと人~.、.1YKJレー jし Yこみ思す斤芝をのさ、あ 3~乙いうのであミ~o

Hart によ刷工国梶~(手， 二昨'1..d:~'~わめ之を二ちなくま為 ω られ之ミnと。をのを‘二ちな立/.l...~

控 fヌ・うまく時淀<:;、でt及川 <!'1¥~ふたつのを菌に，雫型的lてみてとることか、 でま三。立の底活\J手(\1"札

ち.@f主主法E 回向 ιぅ法め毎fi-~の詰忌性からめ直J芸c列車I酎三あ、 1 ¥でとちえようとつ苦 3、不語句7f忌芝入

更によヲ之、夜J切らすら刊之¥¥初官。訴の噂i民国F紘!手国向昆のlZ.0l{2!.斉と ξ将1そっ‘円

三ょう主主1ヨゐ7忘制要乏T予定区J\1スら，迄C乃色にf~ じ忘 1\ めさ lま 7芯\\か. '1乙 1\1ミサ ~o 京2σ〉疑問tJ.

(国同区内恒例f本系巴2丹、 1¥Z ，.ニエf;;.にちのc.t了'0)iit :! iI' ~ 1 \除干 の〉主権きであ 3 田ミþ' ~ 国間屯にや7

索ゴ爪たジす~ çう応奇~1P-3I IJ:ロハ b下 といよかJ0 f三、が二Uにら1-;1:.玄芝，平宗主主の (君子容を ~~q ) 1¥1-

jレにしたがう‘ち誌げ-L.，，'モこみ aHartに之ヲコ:'1e1- い Eこそ巳?すく韓J寸3問題与のき忘る。

努1.C'l石毛問Id:. m¥ <iL 法乏思~E膏予とす3 会内之、ヒ与え c久うとす:3，(ニ~からヨ三じて 1\30 ~ 

国院志l手相続ゴれた事11哉t入~' 12f.¥ ¥ために開雫nず広I¥之主克ef三こモこは F 活 l三主質的にl乱用ー阿見笥12乙

1三令冬 l二閉すd-苓碕きあ3て す 3理均め尽かに色al-tL之l¥巳董xiの令析を席TFヒ竜門 1'¥爪喜ニE二に

a三。>>(H-'3.rt [1961 :212=工976:236]) 世Yヌーιかし， 恩人モこフ l芯~亙私の現民的7￥間企~1己?.èlíi命ミ庁U

E.JP¥義によ、之支持され之 1¥ ~)しー )ν に~Jペ‘ミ合Tらの iliit17T三理ιElt 1i ¥ ¥:;lぅ(Hart[lヲ61:213=工976

:236J)ので、O"J玉 a また Hart の ffiTiÏ1によIl'\..ぽ. ffu勾注の市色 u. 乙'0'とか./忍百三人~.月九17や'mT1 /二'j-，'

1\之平等手守あるた~.刷会かど予言切さものをましいのにす才し . 国階的古iJ'雪面(0， l;L 詰巴交の雪ミマ7n!更に対

する南町長引君主1まさ主わめて存在しにく 1¥ 0 

安'2..の夜間l手，下三、1¥1 ¥亡に.'ili 'E弓替予王国主百亘のよう E主事詐自主E主主f李乏理主Eし. しからをの絶

対性を提視す~ i::. ¥ ¥う，国内lz"c;ちyzs.の7率五|之町9':3柄、定時ずらヲ三じ之¥¥ 3. 0 国史主屯t江三割主 I~. e> 

つは.~吟召主苦手 1幻レー〉川三去、 c 支配二l:\.n.て 1\ 三百乙いっき事径と. ;f-I面しQ:.I¥. <ま J¥..ールp.，-歩干す気回に

おい之のみ国交jユ主題乏もっ ~Q ~交の Jし-)レ折、訟のよっ志ものかを町フた之さにの d-f イむのEが主

宿泊きあり. をのき三百三C乃'f't@1"'-~いll'1..くらいかを知 E 二'ttl\‘ z-.:! ~ _ ~ (Hart [1961 :218=1976 :241]) 

t ll-h l.t三「急思主霊長斗と lユ，主砲苔志、あ3固まが‘拘束主L凡るの l手，自らか自らを同烹すd L乏|三か?

られ~. という吉文e、あるか， このような芭廷は当担!こ守必写fむしまた名和1ゴ二会主 (consent)かち

のみ成、江すd.， と乏主こd-.，)('、零モラ7忌¥¥p ~ímメにあ玉川|手国友から1â:. J 包金主にあ、 J ¥ '(三、的東. 1~ト主安) :;. 1 ¥ 

は-í};秒のち支が責蒋乏包七、ミ~T三め lこ旬t.'官ふきか っナヴうちあ J.þ' とちえほ・迭はU~. をの二Yこ芝買をし，

'2..此らの白之}t]索作用のための三判長さI:H時 Eした)レ-)'VT'， 音亙拘己、あ三長室);;L互いか:、一取に誌;弘、さ

仇 Zl¥ ~ =とさあ~0>> (Hart[1961:220=工976:2句])

国間lz.のi去の往ぬ乏， Hart 1志 1児)l..ー)レEこえ〉史ル ーJしEこの飴色に及、1¥て理路した。二LI¥.)立後ワゲ

えしめ/句、之乏伝とこ 5さ、歩lao しかし， Hart rJ... 二l-tLr:.Jゥ之勺玄の恋え色刊を尽く三とう乏しZ¥ ¥ a 

わ門で、1<3:広¥¥ ， ì玄の髭誌の中I~{三 寸!>Id:.リ決乏 bフく， 草t守容を諌すJレ-)レ ιヒ宅子工づ、く 4色誌ゲームラ〉

にお刀、~之1\ ~ 0 この事情 1示\ 困問、玄乏めぐ、~ Hart め間投によく耳元らわl-tLて1¥::; 0 
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《国鴨志)"J-江$Z，i主唱あ己主r.;.:.、教判開|て閉す;;l=;t受ぁ、と~U:'妻史料!の事21ミ的)レ-)νモ史 1\ て 1\~ た・けで志

く，涯の ril更」モ613.らかにし、立のjレーJしの程誌の7三めのー照的理淳E現在している椋一勧良子五認め

)しールをも'.72.¥¥で¥¥ ~:t-、 L ~1:京、フ乙ぐSt亘呂~にの ための〉レーJl.. rJ...責予算の寄土〉史的Jレー〉νかちのお

F号 ~W糾F.r，lf3怠の h~暗主 1二W.zて\\ ~~ (Hart[1961:209:l976:232])o 2}'~)レー Jレ7"1'"た l寸で 1 ¥ ~~こ

1 (1'ち勺て壱ノ ~ 廿\..1ユ i三の f茎夜 1三五、 1寸 3;悪会のように 1 ~ぞルー)しかむ五 'L しと〉司~色主に T~、て 1 :l. 1 ¥ 

1忌1\た l寸ち..Vで)\，-)レ T下二色正しな1\ご"t.~て、と室町末しiâ-1 ¥九 実再きをうした 1;てルールによ、て2

回縄返のt'(芹p;:営a，凡で い&. 三 Hart思考え三 o

本 国F莞宅j玄の室主色当Tち5尽， f焦モ祈官約θめ骨令制品ちにLコち>，まTたと予外干士セE主をを己tちにし3，零腎F

茎劃lに三2広kヲ2τT句 E担霊芝L帆rれ1三L。司、吟らの夜耐lぽ三 司セ拐5汚ち3ん.そ豆L¥l胤¥.1包F花も1に二克主リ三邑肉C句草法の刷T惇2左玉点1存干と仁4ムヲ之 穏稚主T持毛てtE 

ら〉爪f代1τ引¥1崎志d，.. 二うし1た三富さtニ江lLf札Lたた'(尼玄白的主2誌をにあて時立すろ ，~という魚でló . 囲内沼I三. (~1均ゆ三叉照

ai乏Rf%O))王詰め i~'l? I'v一~の~か;f;Iá 単合'\'ロ jz.訣序とじに，1i:寸八吋号7与\¥ p 比三す八・マロ.乏.ì~

}レ-IVめ史也~りわ IT l'乏司王モ.-;'(ら 9~'レ ー IV\二号、三つ‘、<国主めとJL~i達司不正. (:'<1)';-う。

二のように，国時I乙の社lヰ1京、 E等蒋の土〉ぞ]しー)しの E作からt;;:~、~~ú..Q:i玄的苦匂干によヲ乏ミet唱え向

す八"を乏のさ、あ3'Lし之 ξ， わ¥，h..わq'¥..lえを =1二 笠亘言写百三主モtラヨ弘之ゲ1てしη、'df'l'主君、あ3。すklifl

ち，ちう~'Z，、 'tT三1¥二と E主7ユ.'tフ，萱誌の幻でjレーJしか，ひY二νひ‘之りの人庖¥-e.d::l=む‘ち~'7"-ムう

であちたのに討し国~，法CJ;)レ - )v1 ð-. ヨ \.l l~''ll l. (乃旦友乏ー <y>三いはすでに時討して芝E.iZ.の昨1むを

¥IV自包1- 同昆ミ巴三ぞのきあ 3ぺこのよう志田隈f乏の往宣!:. 17'ム1三人にca.%す l礼巳:二く国'?>

のぶつ C、あ三う。

料百九 ('astate・)についてRart1手.i'刷出主主弘主場アペ，マ明め芯世主芝号之之¥¥ ~: << 

宣 告し之、、う表頭1手，:<E.ヲミあろ"は「を司性ち雪山;玄の午トl二あ三人令可柄拘名ちはたく)'lZ:d:l:=つ今季更

乏包~(ぢ 3 う5ì玄(呈 way of referring to two f呈cts)0~~o 事なわち事-t=..あき与E証明‘め

往夜間，主活蔚.為塙l 情あ、ふb:‘空手-~史的ルーlv'( \いち略1引を Eつ f玄12手五!こd.- 'Z~~とられ下己苛'7::r-手E主

主互に府の苛3揺の下l二住宅〉こ'c:.軍=r=.豆町政指~' ß受日王ピfずー宝O)~<E包~I包乏き日寸喜二Yこ。辛子 (F.art

[1961 :2工6=工976:2391) 国友J手ごめようヒ ， r喫l二主初1TJら三jし→Uの f辛子長 z，矛)~の吉、か:三主LK r.車、.

t1I-xから一一回開足。1νー111'の乏摘す与肉的理~，þ'ち固まL乏(h.~"I.乙ミ，目抜Jd-.匁トb'ち曾花めら~1\..:1"J :E: 

ラミT忌l いーヨ内1H.~'ó.~.このよう主主ふモつめ妻美とL之め百三 あ、ひ'きのであ三。

国β年定法の守主主7予:生}'ia¥..-)V 、、、

く国((>

民ょのように国間涯をとらえ三五らほうを恥仏国間三とたしかに1l':(であ‘リ~i三fめるにf直す五二 Eこ

に恵三。しかしむ、こ1川弘之 1¥ d. がに問し之 lエ慢をな乏 7包が‘よ: ~きあ~.国時ì'Z /.1.，一空"'))νー lν

を色1>.fJo".. (芝2凶もたちフ之〉をれらl芯いすいれち 1だ )νー)しで 2広a. 主し之=の 1¥/-/1"仁巳εLづく

げーム〉 σ) ，主イ写ラは.. 12. lt¥.自負 p'種主主語げ‘ームく=i乏のす左下五)e3ら3の官。国際?玄Id:...霞包括fr"ー

ム乏問t:t立¥!:~ 11 >t¥.."l:‘ t .. 、金、J-\.g主恩「志会柄、己‘ちbtげーム'でまら ~R号.ヒ i主主"t[J:.。
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しからぼ、 mmiz.の荘下手芝?とちづ、くa.-~芝の)レーJレの租豆関係、と I'ð-.. いがな三ちの tフ、? Hart 

の回~I手F間E問、あ三 o ~胤 l弘、 主音乏のYレーJνめ$t主B保全 (三三三)にほかなら7玄1¥0 '2.lれちの)'v-)し)J.

況。、1<$耳元とよハ“三夜、l寸前問的1守主F弘、三乏 f玄え之 L¥Fcf.いからさ‘五五。

国友!ユし伊し)~~回照色。 JしーJν をZちみψ8，~ 二之m・ c ヨ :L をこさ、ひ乙Uと!手，回1契I玄の聞そう1二

干こ宅rE~， じ， 主主ηによ主唱l念、がヰ二五T宣言とであ与の 7ゑら.. 1!:め之'21..(しにかわる主i阜乏 ミp.‘ちとう Eこヲ~. <<

トT)レち、シq.，、J.，ò:・~くの見付 C乃理論交差 Id.-..国間iZ.~回詳、t=困問、ìZ.t r耳見本現夜~ T忍¥¥しはわ汎わt.I¥.~入、、

決5:e，Gり11，，-)レと坪U，'Dのをeっし また相変号1ミ1まけ肌I去、及ら T&.-¥¥~主主長しT三. ~ (Hart[l961:228 

=1976:251]) しかし志か'c，. )~-)しめ皇駐在三之さきにつ\\で|手レー jしの持l'更 ηEひを fヲすよう忍て

砲の《理之は窓口し， またf司も必至雲~L r.;:.\\>>。 くま寝耳三的1ユ)レール7志1¥し l事喝のルー)ν除、，賀稔向 1¥/

-lv 怠¥¥し「符1¥ぞη E乞つJ )レー Jしのちfr.めた劫の一市初二0$(，警な条件~‘éYl 3 "1.こ1i王室す 3二Y二l手三ちか・

I¥L"dt;:.。ヨHHart[1961:229=工976:253]) こうした捷り l手.)¥， -)v 0取をE"あ a，¥('d- '，vittgen-

stein ¥>.>(奇ミの'き元ゲームヲのロ;Y'"/ケ1=:.よく理格し存/1ζ 二ラから包<:..'~ 0 1~史'"ー 1\.1のおか

ちな áì玄白竜矢f幸17)~より量舎前向 l三平左足に 3沿いて I乱 )¥.，. -)レのを行力 lユT吉1 ろか仇 Eラヲ ~τ下Lフ手白争な}レーJν 1: 争t

~， 93 二之 によヲて l志保ゴ臥之 1三い「γれと、~~ ごの=と I'J.'... )しー Jレ?乏のT司烹ナ7 あ ~I ¥ I志知寸?につ 1¥

て明らかの珪度lぴ説閉ざ叶し主主1¥a ~1今立1{\..之い 3 という二三乏 主院す三とので‘ ほ~I\ 0 >>~!!持fuJJ.. 砲

さの)¥，ー )νl子.よ り進歩したf手ゑのヰミミ互的1;;.111-)¥.1と間合d二， 争しをL札ちか花1栗 η乏忌っと司 cL'2

蔓門 1¥札ちlI'l碍百Eして い三芯ら，花7主力 E~ つの Z‘ あ ~o ヲ)(Hart[1961:230=1976:25斗])

6， ノレールと布乙内

Hartの提志によミ)し-)レ'm.にCJ.れほL 注的¥v-1ν の咽更灯|又 eっとも単仙な)l，..-)レ用、(1;しく

1手 6主主主ち汁、ーム， )の性れに1)苓冨す否こ℃に 1忌a. あ~)レ -)しI穫の扮7tJ (ef fic司 cy) 乏究(\の Jレール需

の加ηによ、之担J寄す喜二とlユ， たしかにさ芝三かE しすし忘4¥ 1二でよ， をL凡I示ヤlみリ危ちのJ¥...-)レI警

の識下ne予窓詮f7ηl二千た8-す clかたちにな 3約円であり，結E 拡為広島ーめ jレー}レf安司端知的な初177刀、

らtt..従事玄しか九い.

ルール1)..'ひとひ;、 E モと らえ 3 B:大広注目にf@.ヲ ~o なぜ7ユi? 1宏、 .. Hart によれ1J:'..国友モしく臥

返の主主夜、lユ、二〉し 7三JレーJレの下ミ全によヲマ形づ、くられ之 11~Iます、で‘あ~の巴民 三う尼之す~\.I ::l:、，

;fr千拘l&:住ヨ浮下車17与主主L芝 . この)'v-)レの取全にの霞色〕によって令析的にE葛西成、9d =?;..t下前日

あã. c t;~えられ 3 '1:J'、ら a をこで，員ゴ主I二本野~I~， Wittgenstein ~末日乏に毛℃づ‘ミ~ FI'.art ぴ烹聞

した.. )しー)レにモ℃ず<.<主主琵げ‘ーム' と.在す7現事主との周ささにつ 11で，樹守=r99T&-乏fJ芝す?きめてみ

よう。

)し-)レ(Tð:. I\ し 1手レー)Vにt;-~乙ブ、く‘討もザーム， )三匹、 もヲ c司王蜘匂ミ照会、で‘a玉。芝4'工は

ひと(J'之の短急先 Eと一成I二 (uniforrn1y) とらえ草、芯んちかの雨卦13乙の T乍用であ ð 、~老えらけ\:己

ヘ二の1良金「ユ， 百何/全le¥>(local/grobal)敢な現主主三史 1，で l'~、と 1 ¥つめ「去 )レーんて I'd.， ;J急

何説的i:J.悼ををと'C;1手わら¥，息径八の作用であ3から。 Jレ-)レI'd-.. ¥ ¥ま・こ二にあ 3ていう黒色に

扇県J'けしたr豆長のなかで l手つかみえJa:.¥¥ 0 )レーjしは， 乏し札ち買気のうえ乏， る ，'1こ抽定的l三夜間し之

¥ ¥く。 )しー〉レの夜周 L耳元 a¥ll'J.'..‘色詰げ'ームリ Id-...をの室直tJi・， . ili.耳t:c事、とし之憤宜主 L札う三 l二bτ

よ.取をよ.持'ikの冊=主聞のうちに閉じ、わかれ;r.，百三 11う二とか'!;L11 T 

キ 緯宝l二号~Z三忠弘 Jレー)v 之島ヰf手't: Id-.宿亘形TA'的c:あ3、モこユーっとらU¥.a-.， Parsons 恨のた土全
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fじ空室主~の争と廻 t二t;~こっスT;i:..らはて ) しづレ~&\可こぴ、Eζ11.~す'租互l二世ト7三しあうこE の君、芝~e")ëi‘ 1;ヲミヲ，レ

η、3のち|こ， v'(. tJ..'、 )\i一)νを問面化す三， ~蕗::l. 1.l'1. ~t)' c- し1(\.1ユ\\ ? し台、し Jレ→レの州買11にlユひ'(.1手写く，ひ

U二王立o-:t写尽)レーハ/くピ"t'Cヴく‘ち誌 ザーム')め下宴会であ三，と，，;1更大手田清よ(¥¥'¥'>.三皆、vxとに3
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