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ハーバーマスの実在論
――「真理の合意説」における「弱い」実在論と
「討議倫理学」における非実在論――
Habermas’ Realismus:
„Schwacher“ Realismus in der „Konsensustheorie der Wahrheit“
und Nicht-Realismus in der „Diskursethik“
久高將晃
Masaaki KUDAKA
ハーバーマスは、『コミュニケーション行為の理論』において、三つの妥
当要求に三つの世界を対応させている。すなわち、真理性要求に対して客観
的世界、正当性要求に対して社会的世界、誠実性要求に対して主観的世界を
対応させている。これらの世界の中で、どの世界が実在しそして実在しない
のか。これが本稿を導く問いである。三つの世界の中で主観的世界は実在論
の問題とはならない。そこで、客観的世界に関わる真理の合意説と社会的世
界に関わる討議倫理学について論じ、『真理と正当化』の諸論考を参照して、
先の問いに答えることが本稿の目的である。

キーワード：ハーバーマス、実在論、真理の合意説、討議倫理学、客観的世
界、社会的世界

はじめに
本 稿 の 主 題 は ハ ー バ ー マ ス の 実 在 論 で あ る。 そ れ で は、「 実 在 論
（Realismus）」とは何か。実在論とは、一般的には、何かが我々から独立し
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て存在することを主張する立場である1。それ故、実在とは「我々から独立
している」という条件を満たした存在である。実在についてハーバーマス
は、更にもう一つの条件を加えている。すなわち、「我々にとって同一であ
る」という条件である2。ハーバーマスによれば、「我々から独立しており」
かつ「我々にとって同一である」という条件を満たした存在こそが、実在な
のである。以下では、このような意味で「実在（する）」という語を用いる。
それでは、ハーバーマスにおいて実在論はどこで問題となるのか。ハーバー
マスは、主著『コミュニケーション行為の理論』
（1981 年）において、「コ
ミュニケーション行為」という概念を提示している。第１節で論じるように、
コミュニケーション行為において我々は発話行為と共に三つの妥当要求を掲
げ、その要求に三つの世界が対応している。すなわち、「客観的世界」、「社
会的世界」、「主観的世界」である。これらの世界の中で、主観的世界につい
ては、実在論は問題とはならない。なぜなら、後述するように、主観的世界
は各人の体験の世界なので、我々から独立し、我々にとって同一の世界とし
て存在してはいないからである。そうすると、残る二つの世界すなわち客観
的世界及び社会的世界は実在するのか否かが、ハーバーマスでは問題となる
だろう。
そこで本稿では、この二つの世界に関連するハーバーマスの理論、すなわ
ち客観的世界に関連する「真理の合意説」と社会的世界に関連する「討議倫
理学」について論じる。それによって、どの世界についてハーバーマスは実

1
例えば、スタンフォード哲学百科事典の「実在論（Realism）」の項目によれば、「一般的
実在論（Generic Realism）」とは、「a や b や c 等が存在し、そして、それらが存在しかつ F
や G や H というような性質を持つという事実が……全ての者の信念、言語的実践、概念図
式等から独立している」という立場を表している（Miller, Alexander, "Realism", The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.
stanford.edu/archives/win2019/entries/realism/> を参照）。
2
ハーバーマスによれば、実在には「我々からの独立性」と「我々にとっての同一性」とい
う二つの条件がある。なぜなら、ハーバーマスは、客観的世界について言及する際に「独
立した（unabhängig）」と「同一な（identisch）」という二つの語を用いているからである
（Habermas [2004b], S. 8/2 頁、S. 25/21 頁、S. 52/50 頁を参照）。
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在論の立場を取っているのか否かを明らかにすることが、本稿の目的であ
る。この目的のために、まずコミュニケーション行為の理論を簡潔に説明し
（１）、次に真理の合意説について（２）、そして討議倫理学について（３）
論じる。その結果、客観的世界については「弱い」実在論を、社会的世界に
ついては非実在論をハーバーマスは主張している、ということが明らかにな
るだろう（おわりに）。

１．ハーバーマスのどの理論で実在論は問題となるのか？
――コミュニケーション行為における三つの妥当要求と三つの世界――

第１節では、以下の問いに答えることを目的としたい。

【問題１】ハーバーマスのどの理論で実在論は問題となるのか。

ハ ー バ ー マ ス に よ れ ば、「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 行 為（kommunikatives
Handeln）」 と は「 相 互 了 解 を 指 向 し た 行 為（verständigungsorientiertes
Handeln）」 で あ り、「 相 互 了 解（Verständigung）」 と は 互 い に 納 得 し
た「 同 意（Einverständnis）」 で あ る3。 互 い に 納 得 し た 同 意 は「 妥 当 要 求
（Geltungsansprüche）を相互主観的に承認し合うこと」4 によって得られる。
それでは、妥当要求とは何か。話し手は、自らの発言に対して三つの妥当要
求を掲げている5。すなわち、

3

Habermas [1981], S. 385ﬀ./（中）22 頁以下、Habermas [1983], S. 68/97 頁を参照。
Habermas [1983], S. 68/97 頁。
5
Habermas [1970/71], S. 110/167 頁以下、Habermas [1972], S. 137f., Habermas [1981], S. 149/
（上）
150 頁を参照。ハーバーマスは、Habermas [1970/71] と Habermas [1972] では、もう一つの妥
当要求として「理解可能性（Verständlichkeit）」要求も挙げているが、以下で述べる三つの
世界との関連から、この要求は省略した。
4
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(1) 自 ら 発 言 し た 言 明 は 真 で あ る と 要 求 す る「 真 理 性 要 求
（Wahrheitsanspruch）」
(2) 自 ら 発 言 し た 規 範 は 正 当 で あ る と 要 求 す る「 正 当 性 要 求
（Richtigkeitsanspruch）」
(3) 自 ら 発 言 し た 表 明 は 誠 実 で あ る と 要 求 す る「 誠 実 性 要 求
（Wahrhaftigkeitsanspruch）」

そして、三つの妥当要求には三つの世界が対応している6。すなわち、

(1’
) 存在物の全体としての「客観的世界（objektive Welt）」
(2’
) 正当に規制された人間関係の全体としての「社会的世界（soziale Welt）
」
(3’
) 話 者 だ け が ア ク セ ス で き る 体 験 の 全 体 と し て の「 主 観 的 世 界
（subjektive Welt）」

それでは、どのようにして妥当要求は相互主観的に承認されるのか。真理
性要求及び正当性要求の場合と、誠実性要求の場合とでは承認の仕方は異
なっている7。
まず、真理性要求と正当性要求の場合、話し手の発言（言明あるいは規範）
が妥当（真あるいは正当）であるかどうかが疑わしい時、聞き手はその妥当
（真理性あるいは正当性）要求を批判する。その時、妥当要求をめぐって「討
議（Diskurs）」が行われる。話し手が自らの発言が妥当である理由を挙げ、
聞き手がその理由に納得し、受け入れた場合、話し手と聞き手は妥当要求を
相互主観的に承認し合い、妥当要求は「認証（einlösen）」されたと言われる。
つまり、真理性要求と正当性要求は討議によって承認される。

6

Habermas [1981], S. 149/（上）150 頁、Habermas [1983], S. 68/97 頁以下を参照。
Habermas [1970/71], S. 113/171 頁以下、
Habermas [1972], S. 139, Habermas [1981], S. 405ﬀ./（中）
41 頁以下、Habermas [1983], S. 68f./98 頁以下を参照。
7
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次に、誠実性要求の場合、話し手の表明が妥当（誠実）であるかどうかが
疑わしい時、聞き手はその誠実性要求を批判する。その時、話し手は首尾一
貫した行為を行うことで誠実性要求の認証を行う。つまり、誠実性要求は行
為によって承認される。

相互了解を指向し
たコミュニケー
ション行為

妥当要求

対応する世界

認証の仕方

真理性要求

客観的世界

討議

正当性要求

社会的世界

討議

誠実性要求

主観的世界

首尾一貫した行為

以上がハーバーマスのコミュニケーション行為の概略である。
それでは、三つの世界のどれが実在論の問題となるだろうか。第一に、存
在物の全体である客観的世界は、我々の日常的な直観からすれば、我々から
独立し、我々にとって同一であるものとして存在するであろう。それ故、客
観的世界について実在論は問題となり得る。第二に、正当に規制された人間
関係の全体である社会的世界の実在は、客観的世界に比べると疑わしいかも
しれない。しかし、社会的世界はハーバーマスの討議倫理学に関連し、倫理
学では「道徳的実在論」という立場が今日でも議論されている。それ故、社
会的世界についても実在論は問題となり得る。第三に、発話者各々の体験の
全体である主観的世界は、我々から独立しておらず、我々にとって同一では
ないので、実在していない。それ故、主観的世界についてはそもそも実在論
は問題とはならない。そして、ハーバーマスの理論において、客観的世界に
対応する真理性要求を扱うのが真理の合意説であり、社会的世界に対応する
正当性要求を扱うのが討議倫理学である。以上のことから、【問題１】に対
する回答は以下の通りとなる。

【回答１】ハーバーマスの客観的世界に関連する真理の合意説と、社会的
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世界に関連する討議倫理学において、実在論は問題となる。

２．真理の合意説は実在論なのか？
――客観的世界についての（「弱い」）実在論――

第２節では、以下の問いに答えることを目的としたい。

【問題２】客観的世界に関連するハーバーマスの真理論は実在論なのか。

ハーバーマスの真理論は、『真理と正当化』の諸論考において修正され、
それと共に実在論についても変更がある。そこで以下では、まず修正前の真
理論（２－１）について、次に修正後の真理論（２－２）について論じるこ
とにする。

２－１．修正前の真理の合意説――非実在論――
ハーバーマスの真理論は「真理の合意説（Konsensustheorie der Wahrheit）」
と呼ばれる。真理の合意説は真理性要求を伴っている言明の真理を扱う。真
理論の修正以前、ハーバーマスは真理の合意説についてこう述べていた。す
なわち、「我々の［『言明の真理は何に基づいて測られるのか』という］問い
に対して、非存在論的な答えを与えるのが、真理の合意説である」8。それ故、
修正前の真理の合意説は実在論ではないと考えられる。
それでは、その「非存在論的な答え」とは何か。まず、真理の合意説によれば、
9
「言明が真であることの条件とは、他の全ての人々の潜在的な同意である」
。

つまり、我々がみな合意する言明は真である。しかし、我々は誤って合意し

8

Habermas [1971], S. 124/150 頁。
Habermas [1970/71], S. 109/166 頁。Habermas [1971], S. 124/150 頁、Habermas [1972], S. 137
も参照。
9
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ているのかもしれず、その場合、言明は偽であろう。それ故、真理の合意説
は、我々の合意が偽りの合意ではないことを保証する必要がある。そして、
真なる合意すなわち理性的な合意を保証するのは、「理想的発話状況（ideale
Sprechsituation）」である。すなわち、「理性的な合意は、理想的発話状況と
関連付けられることによってのみ最終的に偽りの合意と区別され得るのであ
10
る」
。それでは、理想的発話状況とはどのような状況か。ハーバーマスに

よれば、「私が理想的と呼ぶ発話状況とは、コミュニケーションが、外部の
偶発的影響によってだけではなく、コミュニケーションそのものの構造から
11
生じる強制によっても妨げられない発話状況のことである」
。この理想的

発話状況の特徴は、後に「理想化の前提」として、「公開性と全ての関係者
の完全な包摂性」、「コミュニケーション権の平等な配分」、「より良き論拠の
強制なき強制だけが効力を持つような状況の非暴力性」、「全ての参加者の発
言の誠実性」という四つにまとめられている12。つまり、このような理想的
な前提の下での合意が理性的な合意であり、理性的な合意を得た言明は真で
あると主張できるのである。それ故、真理は「理想的な主張可能性（ideale
13
Behauptbarkeit）」
として特徴付けられる。すなわち、

10

Habermas [1972], S. 179. Habermas [1970/71], S. 118/179 頁、Habermas [1971], S. 136f./164 頁も参照。
Habermas [1972], S. 177. Habermas [1970/71], S. 119/180 頁、
Habermas [1971], S. 137/165 頁も参照。
12
Habermas [2004b], S. 49/47 頁を参照。ハーバーマスは、『哲学的テキスト第二巻――合理
性論と言語論――』（2009 年）の「序論」でこう述べている。「留保なく論議の実践に参加
する者は誰でも、所与のコミュニケーション状況が『理想的発話状況』の条件に十分に近
づいているという前提から出発しなければならない。この誤解を招く［『理想的発話状況』
という］定式化を、私は何度も後悔し、取り消してきた。というのも、
『理想的発話状況』は、
決してユートピア的な『生活世界の予兆』を示唆するものではないからである。『理想的発
話状況』はただ理想化された正当化の条件、すなわち、公開性と包摂性、平等な権利を持っ
た参加、欺瞞と詐欺の排除、外的及び内的強制からの保護に関する条件が満たされている
ことを表しているにすぎないのである」（Habermas [2009], S. 26）。そして、この「理想化さ
れた正当化の条件」をハーバーマスは未だに撤回していない（Habremas [2004b], S. 49/47 頁、
Habermas [2004c], S. 258f./312 頁、Habermas [2009], S. 176f. を参照）。それ故、ハーバーマスは、
確かに「ユートピア的な『生活世界の予兆』」という誤解を招く「理想的発話状況」という
表現を取り消しているが、そのアイディアそのものは「理想化された正当化の条件」とし
て未だ保持しているのである。この「理想化された正当化の条件」は、
『真理と正当化』では、
「理想化の前提」（Habermas [2004b], S 49/47 頁）と呼ばれている。
13
Habermas [2004], S. 48/47 頁を参照。ハーバーマスは、「正当化された主張可能性」という
語も用いている（Habermas [2004c], S. 256/309 頁、Habermas [2004e], S. 317/383 頁を参照）。
11
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【修正前の合意説】ある言明が、合理的討議に関する要求の高い語用論的
前提の下であらゆる論駁の試みに耐えるであろう時、
すなわち理想的な認識状況において正当化され得るで
あろう時、そしてその時にのみ、その言明は真である14。

従って、「言明の真理は何に基づいて測られるのか」という問いに対して、
修正前の真理の合意説は、「理想的な主張可能性に基づいて」と答える。そ
して、この答えが「非存在論的」であるのは、真理の合意説が、真理を、現
実世界すなわち客観的世界の存在に訴えることなく「理想的な主張可能性」
だけで説明するからである15。以上のことから、【問題２】に対する回答は
以下の通りとなる。

【回答２－１】修正前の真理の合意説は実在論ではない。

２－２．修正後の真理の合意説――「弱い」実在論――
ところで、修正前の真理の合意説のように、真理を理想的な主張可能性
と同化することに対しては、次のような批判がある16。真理とは「言明の失
14

Habermas [2004b], S. 49/47 頁。Haberams [2004e], S. 317/383 頁も参照。
ここで、「客観的世界」はどうなったのか、という疑問が生じるかもしれない。この疑問
には、ハーバーマスの「コミュニケーション行為」と「討議」との区別によって答えるこ
とができるだろう。ハーバーマスによれば、「前者［コミュニケーション行為］では、発言
の妥当が素朴に前提とされ、情報（行為に関連した経験）がやり取りされるが、後者［討議］
では、疑問視された妥当要求が主題化され、情報はやり取りされない」（Habermas [1970/71],
S. 122/183 頁。Habermas [1971], S. 115/139 頁、Habermas [1972], S. 130 も参照）。そして、
「討
議が要求するのは妥当要求を仮想的に扱うことであり、それによって我々は、経験対象（事
物、出来事、人間、発言）の存在の留保を主張……することができるのである」（Habermas
[1972], S. 131）。それ故、コミュニケーション行為では、経験の対象すなわち客観的世界の
存在が前提とされ、それについて情報のやり取りが行われているが、討議では、客観的世
界の存在が留保され、理由に基づく真理性要求の正当化が行われている。従って、客観的
世界はコミュニケーション行為において前提とされ、討議（そして、討議における正当化
を真理と見なす真理の合意説）では必要とされていないと考えられるのである。
16
真理と理想的な主張可能性との同化に関連する批判については、Wellmer [1986], Kap. 7/7 章、
Kap. 8/8 章、Lafont [1999], pp. 293ﬀ., Habermas [2004b], S. 50f./48 頁 以 下、Habermas [2004c], S.
256f,/309 頁以下、Habermas [2004e], S. 317f./383 頁以下を参照。これらの批判には様々なタイ
プがあるが、分かりやすさを考慮して、ここではハーバーマス自身が記述しているシンプル
な批判を論じている。
15
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わ れ 得 な い 性 質（eine »unverlierbare« Eigenschaft von Aussagen/ a property of
statements that cannot be lost）」である。つまり、真なる言明はその真理性を
保ち続ける。それに対して、正当化は、どれほど理想的な状況で正当化され
ようとも、誤りの可能性を持つ。つまり、真であると正当化された言明には
偽となる可能性がある。それ故、真理と理想的な主張可能性とを同一視する
ことはできない。すなわち、「『真理』は正当化を超越した概念であり、その
概念は理想的に正当化された主張可能性という概念とも一致し得ないのであ
る」17。
ハーバーマスは、このような批判を受け入れ、『真理と正当化』（初版
1999 年、増補版 2004 年）の諸論考において、真理は理想的な主張可能性で
あるという以前の真理の合意説を修正している。それでは、その修正とはど
のようなものか。上記の批判の眼目は、真理は失われ得ないので、偽の可能
性を持つ正当化を超越している、ということにある。それでは、なぜ真理
は失われ得ないのか。ハーバーマスによれば、「修正された真理概念は、成
功した正当化の結果を客観的世界に存在する何かと関係させる」18。つまり、
修正前の真理概念とは異なって、修正された真理概念は客観的世界に関わっ
ているのである。そして、客観的世界は正当化を超越した真理の「準拠点
（Bezugspunkt）」であるので、真理は失われ得ないと言えるのである19。なぜ
か。例えば、「この部屋には机がある」という言明が真であるのは、「この」
で指示される部屋に実際に机があるという客観的世界に存在する何かを拠り
所（準拠点）としているからである。そして、ある特定の時点で主張された
言明が真であれば、その言明の真理性は失われ得ない。なぜなら、後にその
部屋から机が持ち出されたとしても、その言明が主張された特定の時点でそ
の部屋に机があったという客観的世界の事実は変わらないからである。それ

17

Habermas [2004e], S. 312f./378 頁。
Habermas [2004b], S. 56/55 頁。
19
Habermas [2004b], S. 56/55 頁、Habermas [2004e], S. 324/390 頁を参照。
18
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故、修正前の真理の合意説とは異なって、真理を客観的世界に関わらせるこ
とが、真理の合意説の重要な変更点なのである20。
それでは、新たに客観的世界を導入しながらも、「理想的な主張可能性」
という修正前の真理の合意説のアイディアも維持した真理論とはどのような
ものか。この新たな真理論を、ハーバーマスは、「ヤヌスのように二つの顔
を持つ真理概念（janusgesichtiger Wahrheitsbegriﬀ）が行為の文脈と討議とに
おいて果たす二つの異なったプラグマティックな役割」21 によって説明して
いる。
それでは、その二つの役割とは何か22。第一に、行為の文脈では、我々は
一貫して可謬的な態度を取ることはできない。もし一貫して誤っているかも
しれないという態度で行為するなら、「我々は橋に足を踏み入れることも、
車を使用することも、手術を受けることも、おいしく調理された食事を取る
23
こともできなくなるだろう」
からである。つまり、我々は基本的に行為に

おける信念を疑うことなく、無条件に真であると確信している。この行為に
おける確信（Handlungsgewißheit）が真理の一つの役割である。
第二に、行為において言明の真理性要求が疑問視される時、討議が行われ
る。討議では、理想的な前提の下で理由に基づいて言明の正当化が試みられ
る。そして、正当化された場合、言明は真であると主張できる。たとえ真理
が正当化された主張可能性だけでは汲みつくされないとしても、討議によっ

20
ここで、ハーバーマスは、真理を言明と現実との対応によって説明する「真理の対応説
（Korrespodenztheorie der Wahrheit）」を主張しているのではないか、と思われるかもしれない。
しかし、第一に、ハーバーマスは、「言語を媒介にしてしか現実を捉えることができないの
で、言明と『ありのままの』現実とを比較することはできない」という困難があるとして、
対応説を退けている（Habermas [2004c], S. 246f./299 頁、Habermas [2004e], S. 315/381 頁を参
照）。第二に、修正された真理の合意説でも「理想的な主張可能性」というアイディアは維
持されている。それ故、ハーバーマスは真理の対応説を主張してはいないのである。
21
Habermas [2004c], S. 263/317 頁。Habermas [2004c], S. 253f./306 頁、Habermas [2004e], S.
320/385 頁も参照。
22
Habermas [2004b], S. 51f./49 頁以下、Habermas [2004c], S. 253ﬀ./306 頁以下、S. 263f./317 頁
以下、Habermas [2004e], S. 319ﬀ./385 頁以下を参照。
23
Habermas [2004c], S. 255/308 頁。
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てしか我々は言明の真理を確定することはできない。それ故、我々は討議で
は真理を正当化された主張可能性と見なしているのである。この正当化され
た主張可能性（gerechtfertige Behauptbarkeit）が真理のもう一つの役割である。
それでは、真理のこの二つの役割はどう関係しているのか24。我々は、行
為の文脈では、信念が無条件に真であるという行為における確信に基づいて、
「世界とうまくやっていかなければならない」。行為が期待通りに進み、世界
とうまくやっていける時、我々はその世界を我々にとって「同一である」と
想定している。世界が我々にとって同一でなければ、行為は期待通りに進む
はずがないからである。例えば、我々が目の前にある何かを購入しようとす
る時、それが買い手と売り手にとって異なった何かであるなら、購入という
行為は期待通りに進まないだろう。そして、行為が期待通りに進まず、世界
が我々の「思い通りにならない」時、行為における確信は揺るがされる。そ
の時、我々は行為から討議へと移行し、行為において疑問視された信念が理
由に基づいて正当化される。正当化が上手くいけば、その信念の真理を正当
化されたものとして主張できるようになり、我々は討議から行為へと戻って
いく。行為の文脈において、正当化された信念は再び無条件に真であると確
信され、行為が行われる。このプロセスにおいて、真理は、行為では無条件
に真であるという確信として、討議では正当化された主張可能性として、機
能している。それ故、真理という一つメダルが二つの役割という両面を持つ
ことで、行為における確信と正当化された主張可能性とが関係付けられるの
である。
ところで、ハーバーマスによれば、「客観性（Objektivität）」には二つの規
定がある。すなわち、第一に、
「我々によって作られていない」（つまり、我々
から独立している）ので世界が「思い通りにならないこと（Unverfügbarkeit）」、
第二に、「全ての人にとって同一である」という世界の「同一性（Identität）」
24
Habermas [2004c], S. 253ﬀ./396 頁以下、S. 262ﬀ./316 頁以下、Habermas [2004e], S. 319ﬀ./385
頁以下を参照。
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である25。上述のように、行為の文脈において世界はこの二つの規定を満た
している。それ故、行為における世界は客観的である。そして、ハーバーマ
スによれば、実在には「我々からの独立性」と「我々にとっての同一性」と
いう二つの条件がある（はじめにを参照）。世界が「我々から独立して」い
るからこそ、世界は我々の「思い通りにならない」ので、実在の条件（独立
性と同一性）と客観性の条件（思い通りにならないことと同一性）とが対応
していることは明らかであろう。それ故、行為における世界は実在する。そ
して、ここで言う「実在」とは「弱い（schwach）」意味での実在である。つ
まり、ハーバーマスは、
「弱い実在論的（schwach realistisch）」26 立場を取っ
ているのである。それでは、「弱い」意味での実在論とは何か。「弱い」実在
論とは、我々から独立し、我々にとって同一である存在（すなわち実在）を
27
「想定する（unterstellen）」
立場のことである。この実在論が「弱い」と言わ

れるのは、「実在する」と断言せずに、「実在を想定する」と主張を弱めてい
るからである。以上のことから、
【問題２】に対する回答は以下の通りとなる。

【回答２－２】修正された真理の合意説は「弱い」実在論である。

ところで、真理論には、定義としての真理論と基準としての真理論がある。
定義としての真理論は、真理の意味を規定するのに対して、基準としての真
理論は、真理を判断する基準を提示する。ハーバーマスの修正された真理の
合意説は、真理は合意による正当化を超越しているという点で、真理の定義
ではないが、合意による正当化によってしか我々は真理を確定できないとい
う点で、真理の基準である、と解釈できるだろう。

25

Habermas [2004e], S. 321/387 頁、S. 328/395 頁を参照。
Habermas [2004c], S. 252/304 頁、S. 253/306 頁を参照。
27
Habermas [2004b], S. 25/21 頁、S. 52/50 頁を参照。
26
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３．討議倫理学は実在論なのか？
――社会的世界についての非実在論――

第３節では、以下の問いに答えることを目的としたい。

【問題３】社会的世界に関連するハーバーマスの道徳理論は実在論なのか。

ハーバーマスの道徳理論は「討議倫理学（Diskursethik）」と呼ばれる。討
議倫理学は正当性要求を伴っている規範（的言明）の正しさを扱う。それで
は、討議倫理学とはどのような理論か28。我々は統制的発話行為によって正
当性要求を掲げている。例えば、A が B に対して「誰も傷つけてはならな
い」という規範的命令を行ったとしよう。この命令という行為は我々の人間
関係を統制する発話行為である。そして、この発話行為によって「誰も傷つ
けてはならない」は正当であるという要求（正当性要求）を A は掲げている。
というのも、その規範が正当でないと A が考えているなら、冗談でもない
かぎり、命令などしないからである。さて、この命令を B が正当なものと
して受け入れる時、コミュニケーション行為は継続されていくが、もしこの
命令に対して B が異議を唱える時、その規範の正当性をめぐって討議が行
われる。その時、A は理由を挙げてその規範が正しいことを証明し、B の承
認を得ようと試みる。そして、B が A の正当化を受け入れた時、その規範
の正当性要求は認証される。ここで、規範の正当化とは、規範が「普遍的承
29
認に値する」
ことを示すことであり、この普遍的承認は「近似的に理想的

な条件の下で行われる合理的討議において、全ての利害関係者の同意が得ら
30
れる」
ということである。そして、この同意は「全ての人の関連する要求

28

Habermas [1983] を参照。
Habermas [2004d], S. 291/353 頁。
30
Habermas [2004d], S. 291/353 頁。Habermas [2004b], S. 56/55 頁も参照。
29
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を平等に考慮するという包摂的観点の下で、全ての利害関係者が良き理由か
ら受け入れる」31 ということであるので、規範の正当性は普遍性を持つので
ある。要するに、「『規範的正当性』という概念は、理想的な条件の下での合
理的な主張可能性に尽きる」32 のである。それ故、討議倫理学によれば、

【討議倫理学】ある規範が、理想的な状況の下で正当化され得る時、そし
てその時にのみ、その規範は正当である33。

ここまでの考え方は、修正前の真理の合意説と同様である。そうすると問
題は、正当性要求に関わる「社会的世界」とはどのようなものか、となる。
そこで次に、社会的世界について説明したい。
社会的世界とは、「正当に規制された人間関係の全体」である34。例えば、
我々の人間関係を正当に規制する、「盗むべきではない」、「嘘を付くべきで
はない」、「人を傷つけるべきではない」等の規範が我々の日常的な世界では
通用しているだろう。人間関係を規制するこのような規範が妥当している世
界が社会的世界である。つまり、「我々は、道徳的観点の下で正当に規制さ
れた人間関係という理想的に拡大された社会的世界を構想する」35 のである。
社会的世界で妥当している規範について一致している時、我々はコミュニ
ケーション行為を継続し続ける。しかし、「共通の社会的世界における対立
者間の規範的不一致」36 がある時、正当性要求に対して異議が唱えられ、我々

31

Habermas [2004e], S. 329/395 頁。
Habermas [2004b], S. 56/55 頁。Habermas [2004e], S. 313/378 頁も参照。
33
討議倫理学の道徳原理は「普遍化原則（Universalisierungsgrundsatz）」であるが（Habermas
[1983], S. 75f./108 を参照）、ここでは『真理と正当化』の叙述に従って、言明の真理性との
対比で規範の正当性を特徴付けるために、「理想的な条件の下での合理的な主張可能性」に
沿って規範の正当性を定式化した。
34
Habermas [1981], S. 149/（上）150 頁、Habermas [1983], S. 68/97 頁以下、Habermas [2004b],
S. 57/55 頁を参照。
35
Habermas [2004b], S. 57/55 頁。
36
Habermas [2004e], S. 323/389 頁。
32
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は行為から討議へ移行し、規範の正当化を行うのである。
それでは、この社会的世界は、客観的世界のように実在するであろうか。
ハーバーマスによれば、言明の真理性と異なって、規範の正当性は理想的な
主張可能性に尽きるものであり、存在論的含意を持たない37。それでは、な
ぜ規範の正当性には存在論的含意がないのか。それは、「道徳的判断は……
理想的に構想された社会的世界に向けられており、この社会的世界は道徳的
38
に行為する主体自身の関与なしには現実とはならないからである」
。すな

わち、社会的世界は我々道徳的に行為する主体に依存しているものであって、
客観的世界のように我々から独立してはいないからである。それでは、なぜ
社会的世界は我々に依存しているのか。社会的世界は、正当に規制された人
間関係の全体である。つまり、人間関係を正当に規制する妥当な規範の集合
である。この妥当な規範は、明示的であれ暗示的であれ、我々の間で通用す
るものとして承認されている。それ故、規範は、我々が承認している限りで
妥当する。つまり、我々の承認に、妥当な規範から成る社会的世界は依存し
ているのである。さらに、規範は人間間の関係を規制するので、人間関係を
構成する我々がいなければ規範は存在し得ない。つまり、我々の存在に、妥
当な規範からなる社会的世界は依存しているのである。だからこそ、社会的
世界は我々の「関与なしには現実とはならない」のである。それ故、社会的
世界は、「我々から独立して」はおらず、少なくとも実在の条件（はじめに
を参照）の一つを満たしていないので、実在していない。すなわち、討議倫
理学は、社会的世界については非実在論の立場を取っているのである。しか
し、それにもかかわらず、理想的な条件の下での討議による正当化によって、
我々は道徳的規範の正しさを知ることができる。それ故、ハーバーマスの討
議倫理学は、
「道徳についての認知主義的であるが、非実在論的な考え方（eine

37

Habermas [2004b], S. 56f./55 頁以下、Habermas [2004d], S. 291/354 頁、Habermas [2004e], S.
312f./378 頁以下を参照。
38
Habermas [2004b], S. 57/56 頁。
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39
に従っているの
kognitivistische, aber nicht-realistische Auﬀassung der Moral）」

である。以上のことから、【問題３】に対する回答は以下の通りとなる。

【回答３】討議倫理学は実在論ではない。

おわりに――客観的世界についての「弱い」実在論と社会的世界
についての非実在論――
本稿の主題はハーバーマスの実在論であった。ハーバーマスの実在論は、
客観的世界に関連する真理の合意説と社会的世界に関連する討議倫理学にお
いて、問題となった（１）。そこで、まず真理の合意説に関して、修正前の
真理の合意説は実在論ではないが（２－１）、修正後の真理の合意説は「弱い」
意味での実在論であり（２－２）、次に討議倫理学は実在論ではない（３）、
ということを明らかにした。それ故、本稿の結論は以下のようにまとめられ
る。

ハーバーマスの理論

実在論か否か

修正前の真理の合意説

非実在論

修正後の真理の合意説

「弱い」実在論

討議倫理学

非実在論

ところで、本稿では、ハーバーマスが修正後の真理の合意説では「弱い」
実在論の立場を、討議倫理学では非実在論の立場を取っていることを明らか
にしたが、なぜ「弱い」実在論なのか、そしてなぜ非実在論なのかを説明す
る論証を提示することはできなかった。ハーバーマスの実在論についての論

39

Habermas [2004b], S. 56/55 頁。
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証、それが今後の課題である。
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