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形而上学の虚妄性

山 下 正 男

1

科学史家 トマス ･クーンがパラダイム変換の事実を強調 してからかなり時間が経過した｡彼

は科学上の学説についてパラダイム変換を唱えたのだが,この説を哲学史について試みた例は

あまり多 くない｡いまだに殆どの哲学史家は,テキストに密着しすぎて,批判的な視点をなに

ひとつもっていないグループと,逆にイデオロギー的党派根性で過去の思想家を裁断するとい

うグループに分裂している｡

以上のような状況から脱却するためには,哲学史家は客観的な批判をなしうるためのアルキ

メデスの支点をみつけださねばならない｡しかし地球をも動かせるとアルキメデスが豪語した

支点に相当するものが実は存在するのである｡そして哲学史に関する限りその支点とは論理学

なのである｡ただし論理学には新旧二種の論理学がある｡もちろん旧論理学から新論理学-の

移行は徹底的な技術革新の結果であり,当然のことながら新論理学の方が旧論理学にくらべて

格段に優れており,もはや始めから勝負にならないときえいえる｡そして哲学ないし思想にお

けるパラダイム変換とは,実は旧論理学の技術に支えられた旧哲学つまり形而上学から新論理

学の技術に支えられた新哲学つまり科学的哲学へのパラダイム変換だといえるのである｡

論理学というもの,特に新論理学というものは,技術そのものであり,そこにはなんのイデ

オロギー性も含まれていない｡それゆえそうした技術革新,技術変換を挺子にして,哲学史上

のパラダイム変換を論じるという方法をとれば,哲学史におけるパラダイム変換論も中立性,

公平性を疑われることはあるまいと考えてもよいであろう｡

2

時間的には旧論理学から述べるのが順序であろうが,新論理学の方がよく整備され,すっき

りした姿をもっているから,後者の方を先に紹介することにしよう｡さて新論理学はいろいろ

の部分からなるが,その基本となるのが限量論理学 (述語論理学)なのでそれを述べる｡この

限量論理学は論理学に特有の論理空間 (ブール束空間)をつくるが,それが図 1である｡
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(∃I)-I(I)

～(∃I)-f(I)
=(r)f(.I)

図 1

図 1で′(〟)は ｢αは歩 く｣を意味する｡だ

から′は ｢は歩 く｣を意味 し,〟は個体を意

味する｡ また (I)f(I)は ｢すべての ェは歩

く｣を,(∃.r)f(.I)は ｢ある xは歩 く｣を意

味する｡ここでJは変項であ り,なんらかの

個体を意味する｡また -∫(α)は′(α)の否定

を意味 し,図のてっぺんの Tは恒真,いち

～(∃r)I(r) ぽん下の Fは恒偽を意味する｡

いまのような論理体系を限量論理学という

のは,｢すべての｣,｢ある｣ といった量が重

要な役割を示すからであり,述語論理学 とい

われるのは′が ｢が歩 く｣のように述語を意

味するからである｡

さてこうした限量論理学においてもっとも基礎的な要素をなすのはやはり′(α)であろう｡∫

を ｢が歩 く｣ とし,aを海部首相 とすれば,｢海部首相が歩 く｣ という命題は ｢歩 く｣という

現在形動詞の日時を指定すれば,この命題の真偽が確定できる｡つまり検証可能である｡そし

て′(α)が真なら-∫(α)は偽 となり,-∫(α)が真なら′(α)は偽となる｡

このようにして αという個体を含む論理体系は,検証つまり実証ということを大切にする

実証科学の道具としての資格を備えているものといえる｡そして論理学史的にいうと,古代ギ

リシャのス トア論理学がそうしたf(a)と-f(a)とからなる論理体系であり,このス トアの論

理学は,実証主義的なス トア哲学の自然学と倫理学の道具として開発されたものだったのであ

る｡

しかしス トアのいゆる命題論理学における命題はすべてf(a)タイプの単称命題であり,全

称命題,特称命題つまり ｢すべての｣｢ある｣を含む命題は絶対に出てこないのである｡そし

て(r)f(.I),(∃x)I(∫)タイプを含み込む限量論理学が完成されたのは,実に19世紀から20世紀

にかけてなのである｡

ところで (I)f(.I),(∃x)f(x)については,(r)f(x)-f(al)∧f(a2)∧f(a3)-日日と(∃x)f(I)-f

(al)>f(a2)>f(a3)--･の二式が成立する.ここで∧は "そして日を意味し,>は "あるいは"

を意味する｡このように(1)f(r)と(∃x)f(.r)が′(al),f(a2),･･････から成るとし,f(al)j(a2),

･･･- が′(a)とおなじ検証可能な命題 とすれば,(I)f(r)ち(∃.r)f(I)もやはり検証可能な命題

であるといえる｡それゆえ図 1の限量論理学は,実証科学の道具としてはス トアの命題論理学

よりずっと豊かな,それゆえ強力な道具だということができるであろう｡

ちなみに(x)f(I),f(a),(∃.r)f(.I)の三者の関係は,(I)f(∫)-f(a),f(a)-(∃x)I(∫)によって
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厳密に規定しうる｡そして-は ｢含意｣を意味する｡またこの二つの関係は図からただちに読

みとることができる｡なぜなら図1における線分はすべて,その線分の下端の要素が上端の要

素を合意することを意味するからである｡それゆえ(∫)f(I)-(∃x)I(I)が成 り立つことも凶か

ら明らかであろう｡

3

さきに新しい論理学の基礎になるのが限量論理学だといったOそしてその理由がいまや坪解

していただけたことと思う｡というのも,まさに限量論理学こそが,実証的学にうってつけの

方法論だからであり,実証的学こそが学の名に価いするものだからである｡つまり実証的学問

は真偽決定可能な,そしてさらに真偽が決定済みの命題の集合体であり,真偽が決定された命

題でなければなんの情報的価値ももたないからであり,その意味で真偽決定が不可能な命題の

集合,真偽決定がなされていない命題の集合,例えば形而上学といったものはなんの情報的価

値ももたないのである｡

さてそうした限量論理学であるが,この論理学のことを命題関数と呼ぶ場合がある｡これは

I(a)ではなしにf(x)に焦点を集中した結果の命名である｡ しかしそれも始めから関数として

意識されたのではなしに,最初のうちは′だけに注意が向けられ,その′は具体的にはさきの

例のように ｢が歩 く｣といったものであった｡つまりそれは具体的には動詞として意識された

のである｡しかし動詞には ｢が歩 く｣のような自動詞だけでなしに ｢-が-を打つ｣とか ｢-

が一に-を与える｣のような他動詞がある｡アメリカの論理学者パースはこれらの動詞をレ-

マ(rhema)と名づけたがこの語はもちろんギリシャ語で動詞を意味する語であった｡このレ-

マはまた述語動詞でもあるわけだから限量論理学はまえにも述べたように述語論理学ともいわ

れるのである｡とはいえここで動詞とか述語が特にやかましくいわれたのは,古い論理学が

onomaつまり名詞もしくはterminusつまり名辞を主にしたものであることに対抗させたかっ

たからである｡

情報とは命題の真なるものがもたらすものである｡それゆえ学的知が情報を与えるためには,

それは真なる命題もしくは真なる命題の集合でなければならない｡それゆえ論理学も学的知の

ための道具であることに恥 じないためには,命題の論理学でなければならない｡ところで命題

とはプラトンやアリス トテレスも説 くように名詞と動詞つまりonomaとrhemaとからなる｡

そして古い論理学はそれが名辞の論理学と呼ばれることからわかるように名詞に重点を置く論

理学であり,新しい論理学は述語論理学と呼ばれるように,またパースによってレ-マの論理

学と呼ばれるように動詞の論理学である｡しかも新しい論理学は動詞に重点を置 くだけでなし

に,さらにはいっさいの名詞を命題から追い出そうとする論理学である｡この追い出し作戦は
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実に徹底しており,最初は一般名詞だけを追い出していたのだが,ついには固有名詞をも追い

出そうとした｡これは,ある論理学者が ｢ が に を与える｣といった空所を含む動詞形こ

そが新論理学の基本であると主張したことからもわかることである｡

とはいえ一人前の命題をつくるためには,そうした歯抜けだらけの動詞では困るので,その

空所を一般名詞でも固有名詞でもないもので埋めねばならないことになる｡そしてそこで考え

られたのがJ,y,之といった個体変項であるoそしてこれを使うと,さっきの歯抜け文は,｢⊥r
はyに之を与える｣となっていちおうは命題らしい体裁を整えるにいたるoLかもこの変項

は項である限りにおいては名詞的かもしれないが,それが普通名詞でも固有名詞でもないこと

だけは確かなのである｡

こうした変項 (varlable)の使用は明らかに数学における変数(variable)の使用からヒントを得

たものといえるOだとすると,f(x),f(x,y,)j(I,y,2=,)等におけるfは関数だということにな

る｡実際この′はfumctionの略であるが,数学における関数と区別して命題関数(propositlOnal

function)と呼ばれる｡

このように命題関数はレ-マ(動詞)であって,日本語訳の関数という語はいかにもまずい｡

そしてこのことからも数学の関数と論理学の命題関数の関係はぎくしゃくしているようにみえ

る｡実際,数学ではf(I,y,---)-0という形をとるのに,命題関数は単にf(∫,y,--･)だけ

で命題をなしている｡しかしこれはみかけ上の問題にすぎないoなぜなら数学のf(r,y,-･･･.)

-Oは,equalsという動詞をもっているからりっばに-個の命題であり,命題関数のf(.r)のf

はそれ自体動詞であるからf(I)ももちろんそれでりっぱな命題なのである｡

とはいえ数学のf(1,-･･･)-0と論理学のf(x)の違いもまた大きい｡たとえば物体の落下法

則はS-igどで表現されるが,これはS-igt2-0であり,それゆえf(i,S,)-0形をとるO

ここでもちろんtは時間,Sは距離を意味し,こうした二つの変数のとる価いは数である｡こ

れにくらべると論理関数の′は ｢歩 く,打つ,与える｣といった動詞にすぎない｡だとすると

一方は代数方程式としての数学だし,他方はせいぜい自然言語の文法的カテゴリーとしての動

詞にすぎない｡だとする数学的関数と命題関数の争いは明らかに命題関数側の負けだというこ

とになる｡数学的関数および方程式の術は近世の初期にアラビア数学の影響を受けて西ヨーロ

ッパで確立される｡そしてこの方法にもとづいて近代物理学もまた確立されるのであり,その

証拠に古典力学はハミル トンの方程式で,量子力学はシュレーディンガー方程式で,相対論は

アインシュタインの方程式でそれぞれ基礎づけられているのである｡

二つの文化つまり自然科学の文化と人文科学の文化との披行現象,しかも人文科学の絶望的

な立ちおくれが叫ばれてから既に久しい｡しかしそうした披行現象のそもそもの原因は,自然

科学の方が方程式という道具を使いこなしたのに反し,人文科学の方は依然として昔からの自

然言語の文法しか使っていないことから来るといえる｡このことは社会科学でもおなじであっ
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て,自然言語のまともな文法さえ無視 した奇怪な弁証法をあやつるマルクス派経済学と,いち

おうの方程式を使って議論を進める近代経済学との差はいまや歴然としてきているのである｡

4

ヨーロッパではギリシャの昔から学問の方法としての数学と論理学はライバル関係にあった｡

これは自由七科が論理学を主体とする三科と数学を主体とする四科とにグループ分けされてき

たことからも分かるであろ｡そして中世のスコラ学は四科を無視し,もっぱら三科だけで仕事

を続けてきた｡しかし近世に入るとヨーロッパの状況はがらりと変わってくる｡ヨーロッパ近

世はルネッサンスで始まるといわれるが,ルネッサンスが文芸復興であるといわれている段階

ではまだたかが知れていた｡ほんとの意味のルネッサンスは数学復興特にユークリッドとアル

キメデスの復興であり,さらにアラビア系の代数学の定着であった｡

デカル トは哲学史の上では近世哲学の祖といわれ,｢コギ ト･エルゴ ･スム｣がもてはやさ

れる｡しかし彼の本領はむしろ解析幾何学の創始者たる点に存するのである｡そしてコギ トの

世界とは別のもう一つの世界,つまり延長の世界は,彼の創始になる解析幾何学つまり解析学

(analysis)によって自由自在に処理されるようになる｡そしてこの解析学を使って,先に述べた

ハ ミル トンの方程式が,そしてシュレ-デインガ-の方程式,アインシュタインの方程式がつ

くられ,物理的な学がつぎつぎと豊かになっていく｡これに反しコギ トの世界つまり思惟の世

罪 (rescogitams)は旧態依然たる古い論理学でしか処理されなかった｡デカル ト以後,論理学

(loglC)は ｢思惟の術｣という名で呼ばれる｡つまりラテン語でarscogitandi,フランス語でart

depenser,英語で artofthinkingといわれるようになる｡これはもちろん古い論理学がデカ

ル トの新しい思惟の説と野合した結果であり,rescogitansをresextensaと峻別したことは新

しいとしても,resextensaの方はとにかくとしてrescogitansの方法(organon)たるや,アリ

ス トテレス以来の文字通 りの Organonであって,なんの新 しい成果もうまないまま近世哲学

者たちは二十世紀まで時間とエネルギーを浪費し続けてきたのである｡

しかしこうした披行現象は三世紀おくれて哲学側,つまり論理学側の大改革でなんとか阻止

できるようになる｡そして論理学側の革新は,先輩である数学のひそみにならって,関数の考

えを論理学の中に導入したことによって成功したのである｡

このように関数概念をとり入れた新しい論耳学は,ここまでくればテ-ク ･オフ完了の時期

に達し,かねてからのライバルである数学に対 して一矢をむくいようと試みる｡そしてそれが

新 しい論理学の考案になる "限量"のアイディアである｡

さて述語論理学のf(I)であるが,これの一例として ｢.Tは歩 く｣をとろうo実はこの命題

関数がいくら能力をもつといってもそれだけではほんとの力を発揮 しえない｡というのも ｢3
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は歩 く｣は命題の形をしてはいるが,それは真偽をもたない｡そして真偽をもつものだけが命

題であるというアリス トテレス以来の命題の定義に従えば,このf(I)は命題の資格を欠くと

いわねばならないOそしてこうしたf(x)は,真偽の価をもたないからにはなんの情報的価値

ももたないといわねばならない｡

それでは命題が真偽をもちうるためには,特に真なる価をもつためにはどうすればいいのか｡

答えは簡単で′(I)をf(a)にすればよいof(a)にすれば検証可能となり,f(a)がテストに通っ

て真なることがわかるとこの真なる命題は1ビットの情報価値をもつようになる｡

とはいえ′(α)といった単称命題の情報価値はさほど大きいとはいえない｡そのためには単

称命題を十把-からげにしたものの方がよいoところでそうした命題には二種類ある｡(x)f

(I)と(∃x)f(I)である｡そして前者はいくつかの (場合によれば無限個の)単称命題の達吉

であり,後者はそれらの選言である｡それゆえ(I)f(I),(∃x)I(∫)もテスト可能である.なぜ

ならそれら両者はともに単称命題から構成可能であり,単称命題はそれぞれ検証可能だからで

ある｡

もちろん検証のむつかしさは(I)f(I)の方が(∃.r)f(x)よりはるかに大である｡しかしそう

したテストをパスして真なる命題と認められた場合には前者の方が後者よりその情報量ははる

かに大きい｡

さて以上の準備のうえでガリレイの発見した落下の法則を考察してみよう｡これをとりあげ

たのは,この法則の発見がそれまで1000年もの間信じられ続けてきたアリストテレスの自然学

を無惨に打ち倒し,古い哲学をして自然科学の軍門に降らざるをえなくさせた記念すべき事件

だからであるo

まずつぎの二命題をあげよう｡

｢空中で握っている石を離して1秒経過したのちの手と石の距離は与gcmであるO｣

｢空中で掘っている石を離して2秒経過したのちの手と石の距離は2gcmである｡｣

ここでgは980cm/seC2とする｡以上二命題はなんらの形而上学的概念をも含まない全くの

経験的個別命題である｡そして実験の結果二つとも真であることが確かめられる｡さらに二つ

の命題を較べると,時間が二倍になれば距離は22倍になっていることから距離は時間の二乗

に比例していることが推測できるO そうとわかればここで数学的関数の手法をもち出し,S=

右 tという式をつくることができるoLかし他方さっきの二つの命題を一般化 し,｢空中で

握っている石を離して任意の時間だけ経過 したのちの手と石の間に或る距離が存在する｣とな

る｡そしてこれはりっぱな命題であるから,記号化すると(i)(∃Sf(S,i)となる.するとこん

どは,この式から(∃Sf(S,1)と(∃Sf(S,2)が導き出されるOなぜなら(i)は ｢いかなる｣を

意味するが,1,2は tの実例であり,tを含む一般命題が成立すれば, 1や 2を含む単称命題

もまた成立するからである｡さらに(i)(∃S)I(S,t‖こおけるfの実体も発見されているOつま
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り′(S,i)とはS-与gt2にはかならないのであるo

このようにして近代物理学のスターティング ･ポイントに立つ落下法則,つまり数学的関数

方式の命題が,論理関数を使った限量論理学で定式化できた｡つまり大げさにいえば,現代物

理学を,新しい論理学でからめとることができたのである｡こうしたことは古い論理学では逆

立ちしてもできないのであり,そのことは古い論理学を使った哲学者たちが編み出した科学論

なるものがいかにみじめなものであったかということからも明らかである｡

とはいえ新しい論理学である限量論理学は物理学のためにだけあるのではない｡例えばつぎ

のいささか古めかしい命題をとりあげよう｡｢いかなるものも孤立しておらず必ず隣がある｣｡

ここで主要な語は ｢隣｣である｡しかしこの語はしわゆる関係語であってこの語一個だけでは

意味をなさない｡だから ｢こrはyの隣である｣という形にしよう｡これはまさに命題関数であ

りf(.I,y)と表現できる｡しかしこれは単なる命題の部分であり,それが命題となるためには,

xとyのそれぞれについて限量化が必要である｡そして最初の命題にしたがって量化記号をつ

ければ(∃r)(y)(Lrはyの隣である)となる｡つまり ｢いかなるもの 〔y〕をとっても,このyの

隣りに必ずあるもの 〔x〕が存在する｣となる｡そしてこれが原意に沿った形式化であること

は明らかである｡というのももし,(x)(y)(xはyの隣である)とすれば,任意のものが任意の

ものの隣であるとなっておかしな意味になるし,(∃x)(∃y)(Xはyの隣である)とすれば,あ

るものがあるものの隣りにあるとなるが,これは ｢すべてのものに隣りがある｣という意味と

はずれている｡というのも ｢あるもの｣は ｢すべて｣ではないからである｡ただし(I)(∃y)(∫

はyの隣である)なら原意を損なわないから認めてもよいであろう｡

さてつぎのこつの推論を比較しよう｡

(∃S)(i)(S-igt) (∃I)(,)(Iは,の隣である)

(∃S)(S-与 g22) (∃LY)(Iはaの隣である)

前者の推論はSの存在を,後者の推論はxの存在を結論づけている｡しかし両者の差異は,

Sの価の方ははっきりと出せる,つまりigx4-2gというふうに計算によって出せるのに,

後者のェの価は,存在することは保障されているが,それがなにかまではひき出せないとい

う点にある｡そしてこの点に,数学的関数の威力の偉人さが存するといえるのである｡

情報を大量に,しかも楽に得るためには,数学的関数を使った物理法則がもっともありがた

い｡しかしいつもそうした数学的関数がえられるとは限らない｡そのためにはそうしたものが

得られるまでの一時しのぎとしてでも,非数学的関数,つまり自然言語による命題関係を便わ

ざるを得ない｡しかしむしろ論理学の側としてはここで開きなおって,命題関数なるものは,

日常言語だけでなしに数学的関数をも包括するものであり,論理学は,科学と常識の両方を等

資格に処理できる能力をもつものであるという態度をとった方が賢明であろう｡このような形
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でなら近世以降急激に地盤沈下をおこなった論理学も,そしてそれに支えられた哲学も,その

長年のライバルである数学や科学に対して立ち向かい,数学や科学の単なる道具となるだけで

なしに,メタ理論として,ふたたび昔の地位をとりもどすこともあながち不可能ではないので

ある｡

5

以上で新論理学の基本を述べたので,こんどは旧論理学を,新論理学の観点から批判的に考

察していこう｡

二t



形而上学の虚妄性 (山下)

図2について説明していこう｡凶2がポルフイリオスの樹とよばれるのは,凶自体が,樹木

のイメージを喚起するからである｡つまりこの図は全体として三つの部分からなる｡そしてそ

の区切 りは点線で示しておいた｡さてまん中の部分であるがこれはクリスマス ･ツリーの椎の

木にそっくりであり,一本の幹と何本もの左右対称の垂れぎみの枝からなる｡つぎに下の部分

であるが,これは幹につながってはいるが,地中部分つまり根っこの部分である｡最後に一番

上の部分であるが,これは枝のてっぺんとはつながってはいないOつまり雲の上,天上の存在

である｡

つぎにその意味する内容であるが,いちばん下の部分は個物の世界を意味する｡つぎに中間

の世界であるが,これはいわゆる類と種つまり普遍者の世界である｡そして上の部分は超越者

の世界である｡さてこうしたポルフイリオスの樹はポルフイリオスという名を負っているから

には,ポルフイリオスの著作 『カテゴリー論入門』の絵解きであることは確かである｡しかし

それは中間と下方の二つの世界についてだけいえるのであって,上方の世界にはあてはまらな

い｡上方の世界つまり超越者の世界のことについてはポルフイリオスはなにも述べていない｡

それゆえ超越者の理論はポルフイリオスのものではなく,それより後代の中世スコラの創案に

なるものといわねばならない｡実際,ポルフイリオスの樹の図も,ほとんどのもの,特に初期

のものは上部の超越者の部分を欠いている｡しかし中世の後期にはこの部分が付け足されてい

るものが多く,例えば15世紀のインクナブラ (初期刊行本)によるペ トルス ･ヒスパーヌス著

作集に載せられているポルフイリオスの樹の凶には,はっきりとensextraと書き込まれてい

る｡そしてこのens(存在者)はsubstantia(実体)とはっきり区別されるまざれもない超越者であ

り,extra(越えて)は実はextracategoricalあるいはsupercategoricalつまり"起カテゴリー的"

を意味するのである｡そして,これに対 してcategoricalとはまん中と下の世界つまりアリス

トテレスのカテゴリーの世界を意味するのである｡

以上三つの世界のうち,構造としてもっとも興味深いものはなんといっても真申の世界,普

遍者の世界であろう｡そこでそれから検討していくことにしよう｡真申の世界の部分に図2で

は合計16個の要素が書きこまれているが,これらはすべて普遍者である｡ただし,それらを細

く識別すると幹となる6個の要素と,枝となる10個の要素に分けられる｡もちろん幹の部分の

方が重要であるが,とりわけその最上段にある実体は最高類と呼ばれ,最下位にある ｢ひと｣

は最下種と呼ばれる｡そしてこれら両端の間にある残 りの4個はそれぞれ,自らの上位のもの

に対 しては種といわれ,自らの下位のものに対 しては類と呼ばれる｡それゆえ例えば生命をも

つ物体 (生物)は上位の物体に対 しては種であり,下位の動物に対 しては類である｡

つぎに幹と枝との関係であるが,例えば生命をもった物体 (年物)を類とし,動物を種とす

ると,そうした2個の幹上の要素に対 して,｢感覚をもった｣という枝の要素は種差と呼ばれ

る｡そして公式的に ｢類に種差を加えると種が生みだされる｣といわれる｡そしてこの場合生
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命をもった物体 (生物)に ｢感覚をもった｣を加えると ｢感覚をもった生

物｣つまり動物が生みだされるというわけである｡確かに類に種差を加えると種が

つ くられ丘 るという表現はいかめしく思えるがその実態は,生物という名詞に ｢感覚を

もった｣という形容詞をくっつけて ｢感覚をもった生物｣をつくり,それがほかならぬ

動物だ図 3 ∧ といっているにすぎないのであって,いわば文法レ

ベルの話,自然言語の話である｡そしてこのことは,ポルフイリオスの樹といった自然物イメージとうまく

マッチしているのである｡しかしそうした構造はあまりにも文法にひきずられすぎた構造であ

って,まともな論理構造とはいいがたい｡ただ図2とくに類,種差,種の トリオは図 3

の中に埋めこまれているということは確かである｡すなわちαを類(生物),古を種差 (感覚

をもった),abを種 (感覚をもった生物-動物),あを ｢感覚をもたない｣とすると,これ

ら4個の要素は図3にきちんと載せることが可能なのである｡とはいえ図3の人工的な完壁さ

にくらべると,図2の素朴さはなんとも見劣 りがするといわざるをえないのである｡とはい

えここで図3の性格を説明しなければならない｡図3は骨髄だけは図1とおなじである｡つま

り18個の要素からなるブール束である｡しかしそれらの要素の意味づけは図 1とまるっきり

ちがう｡図1の要素が命題であるのに反して,図3の要素はクラスもしくは集合だからである｡ところでそうした命題

とクラスとの最大のちがいは,命題が真もしくは偽となりうるものであるのに対 して,クラス

もしくは集合はそれ自身では真とも偽ともなりようのないものである｡もちろんクラスは命

題の大切な要素もしくは部品となることは確かである｡しかし部品はそれだけではあくまで部品

であって,完成品としての命題のような真偽を担う能力をもってはいないのである｡この

ようにクラスそれ自体,そして類や種や種差といった普遍者それ自体は命題ではない｡しかし

二つのクラス,二つの普遍者は結合することができる｡ しかしそれらのものを ｢そして｣で結合

してもやはりそうした結合体はそれ自体一つのクラスであり,一つの普遍者である｡ただ ｢～

は-である｣といった特別な動詞を使うと文をつ くることができる｡例えばab⊂aがそうで

ある｡つまり ｢感覚をもった生物は生物である｣がそうである｡ちなみに⊂という記号は ｢包含｣を意味し,いまの例つまりab⊂aでいうと ｢abが aに含まれる｣を意味する｡



形而｣･▲学 の 虚妄性 (山下)

定理である｡

ポルフイリオスの樹の発案者が,種と類を種差(b)の導入によってabとaで表現 し,さらに

両者の上下関係をあらわす ab⊂aという定理を完全に図示 し切ったことに対 しては賞賛を惜

しんでほならないであろう｡そしてこの ab⊂aは図3の上にきちんと載るものであり,これ

に関してはなんら異存はない｡ しかしポルフィ.)オスの樹の右の方の枝,つまりもに関して

は,その扱いにいささか不満が残る｡なぜなら,lxJ2ではaとabとの存在は明示されている

が,abの存在は書きこまれておらず,したがってaとabの関係も図の上で発見できないから

である｡一般的にa(類)をabとabの二つの種に分割することをdiairesis(二分割)もしくは

dichotomy(二分法)という｡そしてこのテクニックはプラトンが始めて開発したものであった｡

そしてこのポルフイリオスの樹 もその成果をとり入れている｡例えば,生物(α)を ｢感覚をも

ったもの｣(b)と ｢感覚をもたないもの｣(b)によって二分 しようとしている｡しかし図の上で

はa,b,占,abは書きこまれているが abの方は書きこまれていないOこれは明らかに不公平な

態度だといわねばならず,ポルフイリオスの樹のシンメトリーは見せかけのものにすぎないと

いわざるをえないであろう｡だとするとこのポルフイリオスの樹の狙うところは分割の問題で

はなかったということになる｡そして実はそのほんとの狙いは定義論の図示だったといえるの

である｡

さて定義とは前に述べたように類に種差を加えたものである｡つまりabである｡例をあげ

ると ｢理性的動物｣が類 αであり,｢死すべき｣が種差 あであり,｢ひと｣が種である｡する

と ｢ひと｣は ｢死すべき理性的動物｣であるからabと等 しいわけである｡そしてもし ｢ひ

と｣をCとすればC-abということになる｡そしてこの式はふつう定義といわれ, Cは被定義

語でありα古は定義語といわれる｡

ところでさきにab⊂aを挙げた｡この式は定理であり,論理学的に興味のあるものである｡

しかLc=abという式は実は論理的にはあまり面白くないOというのもC-abは定理でもな

んでもないからで,この式にはなんら論理的必然性が見出せない｡ただabをCと名付けると

いうだけのことである｡ただし,C=abは実はC⊂abでありかつ ab⊂Cを意味する｡だからそ

ういう意味では論理的であり,そうした命名はただの命名ではなしに,定義するものとされる

ものが過不足なく重なっていて,なにもはみだしていないということが確言されているのであ

る｡

6

前の節ではポルフイリオスの樹の中段の世界に限って論じられた｡この世界は,古い論理学
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の用語では,類,種,種差,定義といったいわゆる普遍者からなり,新 しい論理学の用語では

クラスもしくは集合からなるといえる｡ところでこうした世界はそれ自身完結 した世界であり,

そのみごとな完結ぶりを示 しているのが,図3である｡つまり図3は,最下の個の存在をも,

最上の超越者の存在をも完全にはじきだし,侵入の余地をなくしてしまっているのである｡そ

して実をしえばこうした件界の存在を最初に発見したのはプラトンだったのだが,プラトンの

イデアの世界を,その弟子アリストテレスが類と種の世界に解釈しなおし,それらが中世にな

ってポルフイリオスの樹という形で視覚化されたのである｡しかしポルフイリオスの樹による

視覚化,図形化はいささか不完全であり,新しい論理学の創始者たちは,そうした中世の普遍

者の世界をクラスや集合と解釈 しなおし,さらにそれらの相互関係を図3のような形で完成さ

せたのである｡

もう一度図3と図1をくらべてみよう｡前に述べたようにおなじブール束ではあるが要素が

まるで違う｡確かに図1を論理学だといえば図3も論理学だというふうに主張できるかもしれ

ない｡いやむしろ図3の方こそほんとの意味の論理学であるといえるかもしれない｡しかしそ

うした態度は採らない方がいい｡なぜならそうした態度をとり,図3の方,つまりイデアの論

理学,普遍者の論理学,クラスの論理学に固執している限り,一種の鎖国状態に陥り,視野が

極度にせまくなるからであるDそのうえ,図3の論理学には個物の入り込む余地がなく,それ

ゆえそこでは単称命題のつ くりようがないのである｡もちろん図3の要素から文をつくること

ができる｡たとえばab⊂a｢感覚をもつ生物は生物である｣とか C=ab｢ひとは死すべき理性

的動物である｣といった定義文をつ くることはできる｡しかしこれらは単称命題でもなく,限

量命題でもないから,命題というに価いしない｡定義文が命題ではなく,それゆえ真偽をもた

ない単なる文にすぎないということは新 しい論理学の常識に属するが,それはいまのような事

態を認識 したうえでの結果なのである｡

とはいえ古い論理学は,定義が文ではあっても命題ではないという認識を絶望的なまでに欠

いていた｡いやむしろ定義こそは,ものの本質を教えてくれるありがたいものであり,学問の

目的は一にかかって正しい定義の発見にあると考えられてきた｡こうした悪習は20世紀の日本

にまで受け継がれているのであり,日本学の学者たちは ｢日本とはなにか｣を論じ,法学者た

ちは ｢法とはなにか｣を論 じ,国家学者は ｢国家とはなにか｣を論じ,哲学者はいまだに ｢存

在とはなにか｣を論じているのであるO

｢～とはなにか｣のような質問スタイルを最初につくり出したのはソクラテスであるが,ま

さしくこの問いに対する答えとなるのが ｢C-ab｣つまり ｢Cとは abである｣といった定義

文であり,そうした定義文の構造,しかもいくつかの定義文の連鎖的構造を示したのがポルフ

イリオスの樹だったのである｡

｢-とはなにか｣の答えは ｢-は･･･である｣であるが,これはまた ｢～の本質は-である｣
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とおなじである｡｢とはなにか｣という問いはラテン語ではQuidest?(Whatisit?)といわれ

る｡そしてその答えに当たるものはquidest(whatitlS),quidditas(whatness),essentia(ess-

ence)といわれる｡ちなみにquidditasはquidestの前半分であり,essentiaはquidestの後半

分である｡こうしてなにかにつけて物の本質essence,Wesenというものの把握が学の究極目

的だと考えられるようになったのである｡いまだに学者の中には国家の定義が百なん十種類あ

るとかいっていちいちそれを列挙し暇つぶしをしている者がいるが,こんなことをしていては

そうした学問はまさしく実証の決め手を欠いた,宙吊りの状態を一歩も出られないのであって,

イデオロギー的にせ科学だといわれても仕方がないであろう｡しかし,それというのも,彼ら

の使っている道具がいまだにポルフイリオスの樹段階に止まっているからにほかならないから

である｡他方,現在の物理学は宇宙とはなにかという問いに対 しては,本質などでこたえずに

ただ何本かの方程式を示すことで答えているのであるが,頑迷な形而上学者たちは,それでは

｢何か｣という問いの答えになっていないといって不平をいうのである｡

このようにポルフイリオスの樹の中間世界は,まさしく観念の世界,イデアの世界,イデオ

ロギーの世界つまり一言にしていえば形而上学の世界である｡とはいえそのようにいえば新 し

い論理学というべき図3つまりクラスの論理学も同罪になるではないかという人がいるかも知

れない｡そしてそれはまさに正当な疑問である｡このことはもちろん近代の論理学者もいち早

く気づいていたのであって,それだからこそ,新しい論理学のベースを,図3ではなしに図1

の方に置いたのである｡

世界というものの構成要素がイデアや普遍だけではなしに,それに個物というものを加えな

ければ困るということはプラトンさえも気づいていた｡ただプラトンは個物をあまり認めたが

らず,個物をひどく定めた｡しかしこれに反擬 してアリス トテレスは個物の復権を計った｡む

しろ個物を普遍より重視 した｡ポルフイリオスの樹がその名を冠するポルフイリオス自身はネ

オ ･プラトニストとしてプラトンに忠誠を誓ったが,他方アリス トテレスの 『カテゴリー論』

の入門書を書いて,アリストテレスにも敬意を表した｡そしてそうした状況は,ポルフイリオ

スの樹にも反映されており,この樹の根っこという形ではあるが,"プラトン"千 "ソクラテ

ス''という名で個体の存在をとりこんでいる｡

とはいえ,図の点線で示したようにポルフイリオスの樹の中間の世界と下の世界との断絶は

なかなかのものである｡実際,中世の有名な普遍論争は,個物の世界とともに普遍の世界の実

在性を認める普遍実在論者と,個物の世界は認めるが普遍の存在を認めない唯名論者に分かれ

て戦われるのであって,そうした意味でこの断絶は無視できない重さをもつものなのである｡

しかしながらそうした断絶がなんらかの形で架橋されることもまた必要である｡そしてこの

橋渡しがほかならぬ単称命題なのである｡例えば図2についていえば ｢ソクラテスはひとであ

る｣,｢プラトンはひとである｣といった命題がそうである｡ただしここで ｢である｣という動
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詞が使われているが,この ｢である｣は ｢理性的動物は動物である｣といった場合の ｢であ

る｣とおなじと考えてはならない｡前者の場合は ｢5∈H｣とあらわされる｡ただLsは個体,

∈は ｢-が川に属する｣,Hはクラスを意味する｡つまり ｢ソクラテスはひとに属する｣を意

味する｡これに対 し後者の場合は前述のようにab⊂aであらわされる｡そして ∈の ｢であ

る｣と⊂の ｢である｣が相違するのは,前者が中間世界と下方世界の境界をはさんだもの同士

の関係であるのに対 し,後者は中間世界のもの同士の関係であるからであり,こうした違いを

招 く境界というものの意味は甚だ重いといわねばならないのである｡

7

このようにガ は∫∈ガ の形で単称命題の内部に入 りこむことができ,さらにこの∫∈ガ は′

(5)というふうに書き替えることも可能である｡そしてその場合のfは "∈H"のことであるo

Lかし逆にすべてのfが "∈H"であるかとなれば決してそんなことはない."属する"っま

り "である"以外の動詞はいやほどたくさんあり,実際 "歩く''もその一例である｡だとする

と∫∈〃 タイプの単称命題だけで世界を描写するということになれば,それこそよしの髄から

天上のぞくであって視野の狭院ささはあわれむべきものになってしまう｡

ポルフイリオスの樹におけるそうした視野の狭陰性はひとまずおくとして,単称命題だけで

はやはり学問の方法論としてはこれまたさびしすぎる｡とはいえポルフイリオスの樹の中には,

限量論理学を可能にするような要素はないのであろうか｡まん中と下の二つの世界だけに限る

ならば,そうした可能性は絶無である｡しかし,最上段の超越者の世界をとり入れればそうし

た可能性が開けてくる｡

さて超越者 (transcendens,transcendentale)とは,具体的には存在者 (ens)のことであるが,

これ以外に-者(unum),もの(res),どれかのもの(allquid),真なるもの(verum)などがある｡

これらのものはそれこそ雲の上の存在なので,普遍者や個物とは直接的な主語,述語関係を結

ばない｡しかし自分たち仲間同士ではそうした関係を結ぶ｡しかもそれは ｢AはBでありBは

Aである｣という同一関係をもつ ｡それゆえ超越者は多くあるようにみえても互いに交換可能

なので実際上は一つと考えてもよい｡ところでいまあげた5個の超越者のうち最初と最後を除

いた三つが限量論理学へ向かう萌芽を含んでいる｡とはいえここでもう一度限量論理学なるも

のを復習してみよう,限量論理学の全貌は図 1で表現されている｡ しかし中世の論理学の教料

書の中では図1の一部がすでにトルソーの形で発見されているので図4でそれを示そう｡

もとのテキス トはもちろんラテン語だがそれを英語になおしてみた｡しかし日本語にまでは

とても訳しきれないので断念した｡図5は図4を記号化したものであり,この四つのグループ

は図1の四つの要素ときちんと対応する｡ただし図4,図5の要素間の配線は,図1と異なっ
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ている｡しかしそうした配線はもちろん図 1の方が優れている｡

さて図4は中世のテキス トにもとづ くものであるが,これを下敷きにして凶6をつ くろう｡

図6では図4にくらべて右上の部分が欠け,そのかわりいちばん下に一つの要素が加えられて

いる,さて図 6の四つの要素に共通に,one,body,thingという三語がみられる｡そしてその

うちoneとthingはラテン語のunum (--)とres(もの)に相当するOつまりone,body,thing

は超越者だといってもいいのである｡このことはギリシャ語の oう∂e'L･,0うTE'(ともにnone)がod

とgu,03と T''に分解でき,g'レはunum,TE'はaliquidに相当することからも明らかである｡

またthisoneがアリス トテレスのいうT6∂eTl(hocaliquld)と対応することからも確かめられるO

そしてこの TO∂ETC'こそはアリス トテレスの創案になる =個体"を意味するテクニカル ･ター

ムなのである｡

図
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つまり前者は選言であり>は "が'を意味し,後者は連言であり<は "ち"を意味する｡こう

して "どれ"は "どれが と =どれも日を生みだし,それらがうまく(∃E)と(I)に対応する

のである｡

日本語のことはさておき再びヨーロッパ世界にもどろう ｡このようにunum,aliquid,resは,

f(.r)のXに相当し,｢すべて｣｢ある｣が(I)と(∃x)に相当するといえそうである｡とはいえ

そうした移行発展にはもう少し中間項に当るものがほしい｡そこでこれは仮説でしかないが,

ヨーロッパ近世の ｢コス(coss)の数学｣のことを考慮に入れてみよう｡コスの数学とは代数

学の別名であり,コスとは代数方程式における未知数のことである｡代数学つまりアルジェブ

ラは始め,ruleofcossと呼ばれた｡アルジェブラがアラビア語であることは周知のことであ

るが,このcossは実はアラビア語のshaiの訳である｡shaiは "もの"を意味しこの語はまず

イタリア語で "もの"を意味するcosaと訳され,英語ではcossとなったのである｡

く頭重=) I,y,ヱ
algebraは酉欧で確立された当時はcossic,specious,symbolic

artと呼ばれていた｡この呼び名はおそらくは図8のような構図

く遠重E ) a-b･C をもとにして生まれたものとおもわれるO図8は三つの部分に分

@ 1,2,3

図 8

かれるが,これは図2のポルフイリオスの樹の三部分に相当する｡

ポルフイリオスの樹は実はアリストテレスの10個のカテゴリーの

うちの実体についてだけが図示されたものであるが,これを量の

カテゴリーについて遂行すれば凶 8のようになるのである｡すなわち最下段のnumerusは

個々の数であるが,これらのnumberだけの演算は算術である｡しかしspeciesはそうした個

ではなしに種であって,それらから(a+b)(a-b)-a2-b2のような恒等式がつくられる｡しか

しそうした種だけでなしにさらに ｢もの｣を加え,この ｢もの｣を∫つまり未知数とすると

ar+b-0といった方程式がつ くられ,さらにxを変数とするとax+b-yのような関数がで

きあがる｡ところでこうした三分法は,上の二つと下の一つへの二分法によっても特徴づけら

れる.下の部分が数字だけを使用するのに対 し,上の二つは数字の他に文字記号a,b,C,- .T,

y,之を使用する｡それゆえに上の二つの部分は1iteral(アル77ペソト使用的),symbolical(記号

使用的)といわれるのである｡

数学のそうした記号化にならって論理学も記号化に努力するようになる｡これはすでにライ

プニッツの時代から始まるのであるが,最初の記号化は,類や種つまりクラスの記号化であり,

これによってクラス論理学が生まれた｡しかしこうした記号化の最終段階はやはり関数概念の

導入であり,論理学でもf(.I)といった命題関数が考案された｡そしてそのうえ論理学に特有

の限量化が加えられ,ここに限量論理学が成立する｡こうしてつくり上げられた限量論理学の

応用範囲はきわめて広 く,古い論理学を馬鹿にしてきた数学者たちも現在では新 しい論理学で

ある限量論理学は愛用するまでに至っている｡
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8

ここらで本題の形而上学批判を開始せねばならない｡形而上学つまり MetaphysicaはPhy-

sicaを越えるという意味である｡そしてPhysicaつまり自然学の世界は中世ではアリス トテレ

スにならってカテゴリーの世界を使って処理された｡つまりポルフイリオスの樹の幹の部分と

根の部分で処理された｡しかしそれとは別に超越者の存在が自覚され,形而上学はこうした超

越者を扱うことが任務となってきたOところで超越者のうちres,aliquid,unum はいま述べた

ように後世からみても意味のあるものであった｡しかし超越者のうちの残 りの二つ,つまり

ensとverum はどうであろうか｡

まずensについて述べよう｡この語はギリシャ語のonのラテン訳であり,本来ラテン語に

はなかったが無理に訳語としてつくられた語である｡ところでこのensはラテン語の辞書を引

いてみるとthingという訳がついている｡そしてそれならresのグループの仲間にいれてもい

いであろう｡ しかしこのensはonの訳語であり,onがbeingの意味をもつからensもexist-

ensつまり ｢存在する-もの｣という意味をになわされているのである｡しかし ｢もの｣の方

はいいとして ｢存在する｣の方は実は余分なのである｡すなわちensは実はbe-ingでなしに

"ing"であり,be-erでなしに"er"なのである｡そしてそれだからこそresと同意義になるので

あり,walk-ingやwalk-erの形でbeはもちろん他のあらゆる動詞にくっついてその普遍性ぶ

りを発揮することができるのである｡

困ったことにギリシャ人はontologyなるものをつ くりだし,このontologyが後世形而上学

と同義にされてしまった｡しかしそうしたontologyという学はギリシャ語のomからつくられ

た語であり,このonは "もの"という意味も持ちはするが,なんといっても存在という意味

が勝っているのであり,それゆえ日本でも存在論と訳されているのである｡しかし形而上学の

基本をon,ensというものに置 くと,"存在"と "もの"という二概念の複合体となって,ほ

んとの意味の要素とはいえないものを基本に置 くことになるし,"存在"の方もこれは特殊な

動詞であってこうした特殊概念を密かに内蔵しているensの概念から出発した形而上学なるも

のはやはり存在論にとどまっているだけであって,そんなことではそもそもの始めから普遍性

-の道を閉ざしているといわざるをえないのである｡

"存在者"という特殊概念にヨーロッパ人が2000年以上も執着してきたのは,"存在"とい

う語が印欧語特にギリシャ,ラテン語で文法的に特別の異能をもっていたからであるが,確か

に文法の上では能力あるものだったかもしれないが,論理的にもそうだとは限らないのであり,

論理的には解体され消去されるべきものだといわねばならない｡そしてそのことによって存在

論を中核 とする形而上学も当然解体の運命を迎えるのであるO"存在者"の尊重がこのように
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ヨーロッパ語に特有の現象であることは,おなじ印欧語に属するインドの形而上学では別に存

在論なるものがその中心を占めているわけではないことからも明らかである｡そうだとすれば,

印欧語とは全然語系や文法を異にする日本人が存在論をありがたがる必要は毛頭ないわけで,

われわれは普遍的言語,普遍学として,新 しい論理学たる限量論理学を自由に使いこなせれば

それで十分なのである｡

onとensの悪口を並べたてたが,実はonつまり存在者と存在はちがうと主張する哲学者も

いる｡その代表がハイデッガーであって彼はonに相当するdasSeiendeと,単なるSein(存在,

存在する)とを峻別 し,形而上学の仕事は後者を解明することだと主張 した｡これは確かに鋭

い着眼であるが,それならそれで Seinなるものの実態を論理的に解明しなければならない｡

しかし新 しい論理学の素養が絶無に等 しく,論理学的には失語症ともいえる態度で形而上学的

もしくは詩的なことばをくり返すだけのハイデッガーは存在の解明についてなんの成果もあげ

ることができなかった｡

9

ところでハイデッガーがいうseinはラテン語のesseに当たり,動詞 esseの名詞形はessen-

tiaであるo Lかしこのessentiaは英語のessenceであり,まえに述べたようにポルフイリオ

スの樹における定義の際に使われる "である"の名詞形である｡しかしesseのもう一つの意

咲 "がある''の名詞形はexistentla(存在)である｡それゆえesseを …である(本質)"でなしに

日がある-'の意味に限定 しようとすればexistere(exist)という動詞が使われる｡そしてこの

existという動詞が論理学で決定的な役割をもつということがやっと19世紀になって発見され

た｡そして実は(ヨェ)I(x)の ∃JからJを除いた∃はアルファベ ットのEを左向けにひっく

りかえしたものであり,このEはexistという動詞の頭文字なのである｡実際,(∃3)f(I)は

｢ある.rはfである｣と読めるが,｢fであるようなxがある｣とも読めるのである.そして

この両者の同義性はすでにブレンタ-ノが気づいていたのである｡ヨーロッパ語では最初の

｢ある｣はsomeであり,後の ｢ある｣はexistであり,互いに似ても似つかぬ語であるが日

本語はともにおなじ ｢ある｣である｡そして日本語とはなんの関係もない中国語でも,｢有｣

はsomeとexistの意味をもつ｡ただし中国語では ｢或｣と ｢在｣による区別も可能なのであ

る｡

このように ｢存在する｣という動詞が新 しい論理学で重要な意味を占めるということがわか

ってみれば,当然のこととしてそうした新 しいテクニックを使った新 しい存在論,新 しい哲学

が生じていいはずである｡そしてこうした着想を始めて発表 したのがハーバード大学の論理学

および哲学の教授クワイン氏であった｡こうして哲学のオルガノンである古い論理学が新 しい
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論理学に変換されるのに応 じて哲学そのものも,そして存在論というものも激烈なパラダイ

ム ･シフトをおこなったのである｡とはいえこうした新 しい哲学ではもはやかっての形而上学

性,超越性がきれいに洗い落とされてしまう｡なるほど限量論理学は,"thing"とか"exist"と

いった形而上学的な超越概念を発想の根に持っているかもしれないが,できあがった限量論理

学はまさに検証可能な命題を処理するための論理学であって,こうした限量論理学はその体系

から,形而上学的ないかなる命題,超越的ないかなる命題をも外へはじき出す性格のものに成

長してしまったのである｡

以上で超越者のうちのensについて論じ終わったのでもう一つの超越者 verum(真なるもの)

を論じよう｡この ｢真なるもの｣も ｢真なる｣と ｢もの｣の複合であって純一性を欠いているO

それはとにかくとして,｢莫｣という形容詞は現代論理学だけでなしに,アリス トテレス以来,

命題にだけ付けられるのにふさわしいものであって,｢真なるもの｣というふうに ｢もの｣つ

まり名辞に付けられるのは異様である｡確かに20世紀の形而上学者ハイデガーもギリシャ語の

語源をもちだし真理とは ｢おおわれたものが露わにされたもの｣のことであると主張している｡

しかしこれはギリシャにおける土俗的な真理概念に過ぎず,そうした真塀概念は既にアリス ト

テレスによって脱却されているのである｡アリストテレスの努力にもかかわらず名辞について

の真偽を信じる哲学者は跡を断たなかった｡それゆえ,そうした種類の ｢真なるもの｣が超越

者の中に含まれたとしても余 り不思議だとはいえないかもしれない｡しかし名辞についての真

偽の議論は,概念もしくは定義の真偽の議論にほかならないが,先に述べたように定義文は命

題ではなく,それゆえ真偽の価をもちえない｡もしもつというならばそれは真贋の区別であろ

う｡そして真贋ということであれば,金とかダイヤモンドとか紙幣といったものに対 してこそ

適用されうる｡そして真贋の判別もそう難しくない｡しかし概念や観念の真贋ともなれば話が

ちがう｡人間は歴史始まって以来,真の正義,真の宗教をめぐってあくことのない戦いをおこ

なってきたが,いまだに解決がついていないし,つけようがない｡このことはつい最近まで真

の共産主義とはとか真のマルクス理論とはの問題をめぐって続けられてきた果てしないイデオ

ロギー闘争を見ても明らかなのである｡そしてその意味でマルクス主義者なるものもその実態

は古色蒼然たる古いタイプの哲学者にすぎないといえるのである｡

以上 ensとverum について論 じたが,附録として,形而上学者の愛用する無について触れ

ておこう｡無とは英語で nothing, ドイツ語で nichtsというがラテン語ではnihllである｡無

はニーチェのニヒリズム以来,ヨーロッパの哲学者がやかましく論じてきた問題である｡特に

初期のハイデッガーはこの間題を大きく扱った.しかし彼の論文は,同時代の論理実証主義者

カルナップによって完膚なきまでに叩かれ,ハイデッガーも往生して,その後は無を口にしな

くなったが,日本の哲学者はいまだにこれを論 じている｡とはいえ無とはなんであろうか｡前

掲の6図を見ていただきたい｡そこにnothingという語が兄いだせる｡この語は確かに見かけ
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では 一語であり,英語の辞書でも一語として登録されている｡しかし論理的には複合語であり,

図4からもわかるようにnoとthingにわけられ,さらにnoはevery...notである｡このように

nothingは(1)every(2)not(3)thingという三語からなる複合語であり,しかもこれら三者は

(x)～f(I)もしくは ～(ヨェ)f(r)といった結合体をなして使われるのである,しかしこうした

ことに無知であり,無をただ一語として,しかも名詞という文法カテゴリーでとらえるかぎり

珍無類の結果が数多 く生まれるのであり,このことをからかった話はホメロスの昔からいくら

でもみつけられる｡そしてハイデガーも形而上学といういかめしい形で無を論じたが,やはり

そうした落し穴にはまり込み,カルナップに軽くあしらわれてしまったのである｡ちなみに日

本人は昔から無についての議論を好むが,無はもちろん中国語であって日本語ではない｡この

無という語は中国語の常として,｢ない｣という小辞として使われはするが,そのまま名詞と

してもかまわない｡しかし中国の心ある知識人たちは昔から無は他の語と使われて始めて意味

をなす補助的な小辞であって,それだけをとりだし名詞化 し,概念化することは無意味である

と主張してきた｡実際,日本語の ｢ない｣はどう努力 しても名詞化できないのであり,｢ない｣

の哲学など生まれようがない｡しかしそれにもかかわらず日本人は他国語で表現された ｢無｣,

しかも仏教徒の ｢無｣を有難がって無の哲学があたかも日本の哲学であるかの如 くに述べたて

て胸を張るのである｡

10

こんどは形而上学的論争として有名な中世の普遍論争の虚妄性について述べよう｡まず普遍

(universale)とはなんであるかをみよう｡これは図2のポルフイリウスの樹の中間の世界の成員,

特にその幹に当たる要素のことをいう｡つまりそれは類と種であり,その例は ｢ひと｣,｢動

物｣,｢物体｣,｢実体｣等々である｡とはいえ確かにこうした普遍者はポルフイリオスの樹の中

では堂々たる地位を保っているが,新しい論理学ではでっかい面のできない微々たる存在であ

る.例えば ｢ひと｣は ｢ソクラテスはひとである｣という形で登場する｡しかしf(a)におい

て αはソクラテスであるから′は ｢-はひとである｣である｡こうなってくると ｢ひと｣とい

う普遍者はf(a)のうちのfのそのまた一部にしかすぎないOつまり一人前の命題の部分の部

分である｡すなわち ｢ひと｣は単に命題の部品にすぎないのであって,それを特別にとりだし

てそれだけを大真面目で論じるというほどのものではない｡

とはいえ ｢-はひとである｣は一種の普遍性を具えている｡なぜならこの句は ｢ソクラテス

はひとである｣,｢プラトンはひとである｣･･･といったように,主語は異なってもこの句自体は

不変だからである,つまりf(a)のfは,aが bや Cに変わっても同一性を保つのであり,さ

らにf(a)でなしに,I(∫)になり,さらに(∃1)f(I)千 (x)i(r)になってもfは不変なのである0
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こうして ｢-はひとである｣が不変であり,｢-は-である｣が当然不変であるからには,｢ひ

と｣も不変でなければならない｡そして ｢ひと｣が普遍的であるのはそうした意味においてだ

けなのであるo fの不変性 もしくは普遍性は数学的関数,例えばar+bの場合 もおなじであ

り,Lrは変数であるからいくらでも変わるが a( )+bの部分つまりfの部分は不変なのであ

る｡しかも前に述べたように′としては数学的関数の方がはるかに役に立つのであるが,そう

したax+bやai+bx+Cの中には ｢ひと｣とか ｢動物｣のようないわゆる普遍者はどこにも

含まれていないのであり,ただ定数と四則演算の記号と等号だけしか見出だせないのである｡

こうして命題関数という観点からみるとポルフイリウスの樹における普遍者はその特権的地位

を完全に剥奪されてしまったといえるのである｡

このように中世の普遍者は,わずかに命題関数のうちのfの一部としてのみ生き残れる事に

なり,｢普遍なるもの｣という名はむしろ∫に譲った方がいいくらいであるが,それとは別に,

新 しい論理学ではuniversalizationという概念がもっと重要になってくる｡それは限量論理学

の(I)f(x)にみられる状況であり,こうした普遍化をおこなう演算子が (.I)にはかならないの

であって,この(1)は普遍限量子(universallZer)とも呼ばれているのである｡

さて普遍論争であるが,この論点は ｢普遍は存在するか否か｣といったものであった｡そし

て普遍実在論者は普遍の存在を肯定し,唯名論者は否定したのである｡とはいえ ｢普遍｣つま

り普遍者の方はポルフイリオスの樹でちゃんと把鹿できるのであるが,｢存在する｣の方が中

世でははっきりとは規定できていなかった｡それゆえ,普遍実在論者は ｢普遍は存在するが個

物とおなじ意味で存在するのではない｣という保留をつけたり,唯名論者も ｢普遍は記号的存

在として存在する｣といったり,さらには概念論者なるものがいて,｢普遍は概念の中にのみ

存在する｣といったりした｡しかしそうした普遍の存在についての論争は ｢存在する｣の意味

を一義的にしなければ,イエスともノーとも答えようがないのである｡

さて ｢存在する｣の意味であるが,実証性などくそくらえと叫び,幻想や虚構のどこが悪い

と主張する立場に立てば別であるが,経験性,実証性を大切にするならばやはり,｢存在する｣

を(∃r)f(∫)における(∃.I)の意味にとった方がよいであろう｡そしてこの意味であれば ｢-

が存在する｣の主語に立つものは個体だけであって,普遍者は構造上主語に立ちえないのであ

る｡だとすると個物以外に普遍が存在するとか,普遍は存在するとしても個物が存在するとは

違った仕方で存在するといったふうに存在を二義的に解する余地は存在 しなくなる｡そしてそ

もそも普遍が存在するかという問いを論じること自体が無駄になってしまう｡つまり新しい論

理学では普遍問題はきれいさっぱりと消えてしまうのである｡
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11

それではなぜ中世において普遍論争のような不思議なことが生 じたのであろうか｡これは中

世のひとびとがポルブイリオスの樹にもたれかかってものごとを考えていたからである｡そし

てそのことはわれわれ現代人が図 1のような格子模様でものを考え,それに支配されているの

とおなじことなのである｡ポルフイリオスの樹を認める限り,普遍者は,その中間の世界の幹

の部分に鎮座 しているのであり,ソクラテスやプラトンが存在するなら,ひとや動物も同じ権

利で,いやそれ以上の権利で存在 しているのだと思わざるをえないのである｡さらに唯名論者

がやっさになって,普遍者,例えば ｢ひと｣が存在 しないと叫んでも,｢存在しない｣といっ

ているその動詞の主語である ｢ひと｣がなんらかの意味で存在 しなければ,｢それが存在 しな

い｣ということ自体無意味ではないかといった反論には抗うすべがないのである｡

いまとなってみれば,図 1の限量論坪学の格子の方が図2のポルフイリオスの樹よりもはる

かに優れていることは明らかであり,ポルフイリオスの樹自体お払い箱にした方がよいとため

らいなくいえるであろう｡つまりポルフイリオスの樹がなくても,図 1で完全にカバーできる

し,さらにポルフイリオスの樹の中の面白い構造である類,種の論理構造は図3で吸収してし

まうことができる｡そしてなまじっかポルフイリオスの樹を残しておいて,これに寄 りかかっ

てものを考えると実にさまざまのつまらぬ説が生まれ,しかもそれが実生活のうえでマイナス

効果を生み出すことになってしまうのである｡

ポルフイリオスの樹を互いに共通の場として認めあっている限り,普遍実在論者に分がある

といえる｡例えばルソーの有名な一般意志 (volontbg台ntrale)の説であるが,g6neraleは類的存

在を意味する｡これに対 して個々人の意志も存在するが,そうしたものには一般意志が優越す

る｡というのもポルフイリオスの樹では,普遍が個に優越しているからである｡ところでポル

フイリオスの樹の普遍者である ｢ひと｣は単なる個人の総計ではない｡普遍者は個に優越する

だけでなく,個の総計からも超越する｡つまりポルフイリオスの樹のシステムに従うかぎり選

挙や輿論調査によって国民の意志をさぐるという思考の入る余地が始めから閉ざされているの

である｡

とはいえルソーではまだポルフイリオスの樹に見られる点線の区切 りに忠実に,類と個は峻

別されているo Lかしヘーゲルになればその区別が軽視されるoこれは彼が意図的にそうした

のであって,そうした方がいいと思ったからである｡そしてそれが彼の創始になる弁証法の実

態にはかならない｡例えば彼は ｢個としての人間は類としては不死である｣といった発言をし

ばしばおこなっている｡

こうしたヘーゲルの類概念はすべてのヘーゲル学派によって相続される｡そしてそれが類的
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存在 (Gattungswesen)というものである｡Wesenには本質という意味があるが,Gattungs-

wesenは類という本質という意味ではない｡それならポルフイリオスの樹でも類はessentiaで

あるからそれでよい｡ しかしGattungswesenのWesenは存在者という意味であり,それゆえ

類的存在とは類という存在者という意味である｡とはいえ存在者とはポルフイリオスの樹では

てっぺんに位置する超越者である｡それゆえ類的存在とは, 単なる普遍者を超越者である存在

者と同一視するという立場に立つものであり,これは普遍実在論どころか,普遍者と超越者と

の隔壁を打ち破る試みであるといえる｡新 しい論理学は超越者としてのxと個としてのaと

の間に連絡をつけはしたが,普遍者をJと同日祝したりaと同一視 したりするということは

決して許さないのであるO

マルクスもまた初期の時代にはこの類的存在というものを大切に思い,｢個別的人間が類的

存在 となるとき人間解放が成就され,人間は真の人間となる｣などといっているが,これも

ヘーゲル流の個と類との隔壁突破にならったものといえようO このように類的存在はヘーゲル

やマルクスでは人間一･般という意味であるが,その後いろいろな変種が生まれ,階級だとか国

家だとか人種などを超越的なものとして祭 り上げるいろいろの困ったイデオロギーが作られ始

めるのである｡

ヘーゲルのいう類に相当するギリシア語のgenosはラテン語のgensに相当しともに氏族と

いう意味である｡そして個人は死んでも氏族は永続するという考えは古代ギリシャ人だけでな

く多くの古代民族がもった思想であった｡しかしヘーゲルはこうした考えを19世紀になって復

活させ,Gattungという論理語で飾 り立てたのである｡しかも既にアリス トテレスが氏族とし

てのgenosと論理語としてのgenosを峻別 し,ラテン語のgens(氏族)は論理語ではなく,他

方 ドイツ語のGattungはもっぱら論理語であり氏族といった意味を含まないにもかかわらず,

強引にもそれらを軽視してしまったのである｡

アリス トテレスが峻別したにもかかわらず,genosという語の二義性はやはりなかなか 肖え

なかった｡それというのも部族のイデオロギー,全体主義的社会理論は,イデアの論禅学,類,

種の論理学と発生をともにし,互いに適合的であったからである｡そしてそれは現代でもそう

であるといえる｡しかし新しい論理学はそうした全体諭的イデオロギーの侵入を一歩たりとも

許さないようにつくられている｡そして,それだからこそ全体主義者,全体論者にはそれが憎

悪の対象となるのかも知れない｡しかしそうであるなら全体論者の方こそ,現在の個体主義的

論理体系と勝負できるだけのちがった論理体系をつくり出す責任があるといわねばならない｡

ポルフイリオスの樹様式の普遍の論理学,類種の論理学の成立基盤ないしは生存基盤には確

かに部族主義,全体主義の思想が考えられるが,もう一つの要素が考えられる｡そしてそれは

ことばの問題,特に自然言語の間連である｡文法カテゴリーのうち名詞の存在の認識は早かっ

た｡しかも名詞には普通名詞と固有名詞があるということも早 くから気づかれていた｡これに
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くらべて ｢もの｣つまりxといったものの存在はなかなか気づかれなかった｡しかし ｢もの｣

の方はさておき普通名詞と固有名詞の区別は意識されながら,日常言語では両者ともに主語の

位置に立つものだから,ソクラテスやプラトンが存在するなら,ひとや動物も存在するはずだ

と思い込まされてしまったのである｡ ドイツ語でGattungswort,Gattungsnameということば

がある｡｢ひと｣のような類をあらわす語,つまり普通名詞のことである｡またGattungsbe一

griffということばもある.｢ひと｣の概念,つまり一般概念のことである｡しかしそれらから

の延長として作られたGattungswesen(類的存在)という語は,類が単に名まえや概念だけでな

く ｢もの｣や ｢存在｣でもあるといった異様な内容を意味する語である｡そしてこの最後の語

を認めまいとするならば,ポルフイリオスの樹にとどまっている限りは難しかったのであり,

限量論理学の立場に立たなければ阻止のしょうがなかったのである｡

12

以上でポルブイリオスの樹を無批判的に使ったり,それにいい加減な手なおしをして使うこ

とは有害であり危険であることがわかった｡しかしこうしたポルフイリオスの樹とともにもう

一つ捨て去ってしまった方がいいしろものにアリス トテレスの三段論法がある｡例えばアリス

トテレスの三段論法の出発点に ｢すべての人間は動物である｣といったタイプのいわゆる全称

肯定命題がある｡また ｢ある人間はヨーロッパ人である｣といった特称肯定命題がある｡ しか

しこうした二つの命題も,限量論理学の日から見れば異常である｡確かにアリス トテレスの三

段論法は,ポルフイリオスの樹とはちがって,ちゃんと全称記号である "すべで'と特称記号

である =ある"とが存在している｡ しかしそうした限量記号が ェといったものに冠せられる

のではなしに =人間"といった一般名辞に冠せられているのである｡例えば ｢すべての人間は

動物である｣において ｢人間｣という普遍者,一般者に対 し,さらに ｢すべて｣という普遍化

を示す語が重ねられているのである｡それゆえアリス トテレスの三段論法の体系もまた,主語

に普遍者,一般名詞を許す体系であり,現代論理学である図 1の限量論理学からは,限量記号

を含んでいるとはいえはっきり一線を画さなければならない｡

それではアリス トテレスはなぜ三段論法の基本命題として全称肯定命題を択んだのであろう

か｡まず考えられることはアリス トテレスの持論の学問観である ｢学問とは一般命題の形で提

示すべ し｣から来たという答えである｡彼のそうした態度はそれはそれとしてまことに立派で

あり,現代科学の諸法則を表現する数学的関数も一般命題の形をとっており,それだからこそ,

そこから無数の個別命題をひき出すことができるのである｡しかしながらアリス トテレスの一

般命題たる全称肯定命題は変数もしくは変項に限量子が働 くという形をとらないで, 一般名辞

に働 くという形をとっているのである｡そしてこのようなことになったのも,自然言語では-
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般名辞が主語に立つことはありふれたことだということに加え,アリス トテレスの師プラトン

のイデア重視,つまり種や類の重視という影響を清算 し切れなかったからだと思われる｡そし

て実際,アリス トテレスの 『分析論前書』で展開された三段論法の体系には終始一貫して一般

名辞だけが登場 し,個別名辞はただの一度も出てこないのであるoつまりポルフイリオスの樹

でいえば,アリストテレスの三段論法は,三つの世界の中のまん中に位置する普遍の世界を一

歩も出ないという仕組みになっているのである｡

図 9

とはいえそうしたアリス トテレスの三段論法のどこに欠陥があるのだろうか｡いまはアリス

トテレスの全称肯定と特称肯定をあげたが,他になお二つの命題つまり全称否定と特称否定がある｡そしてこれ

ら四つは図9のように配列できる｡ただし伝統的な図はこれとは上下が逆さになっているが,こ

こでは図 1や図5と比較するために,わざとそれを逆転させた｡さて図9は図 5と似ているよ

うに思える｡しかし実は根本的に違っている点がある｡それは図 5では｢あるxJ,｢すべ

てのx｣となっているのに図 9では ｢ある人間｣,｢すべての人間｣となっているからであ

るoLかしそれでは図5と図9はどうちがっているのであろうか,その比較をするためには図9に較べて図5の方が単純であるので,図5の用語によって図9を書き替えよう
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意することもない｡しかしこうしたことは,伝統論理学における図9の四つ組に対する要求と

は食い違いをきたすのである｡

ところで図9に対する要求とはつぎのものである｡ただし図9をもう少し敷宿して図11をつ

くり,これについての要求事項を揚げる｡

(1)大小対当

(a)全称命題が真なら,特称命題も真｡

(b)特称命題が偽なら,全称命題も偽｡

(cJ全称命題が偽なら,特称命題の真偽は不定｡

(b)特称命題が真なら,全称命題の真偽は不定｡

(2)矛盾対当

(a)どれか一方が真なら,

(b)どれか一方が偽なら,

(3) 反対対当

(a)どれか一方が真なら,

(b)どれか一方が偽なら,

(4) 小反対対当

(a)どれか一方が偽なら,

(b)どれか一方が莫なら,

他方は偽｡

他方は真｡

他方は偽｡

他方の真偽は不定｡

他方は真

他方の真偽は不定

(特称肯定)

大
小-
A

小反対

潔
(特殊否定)

大

小-E
(全称肯定)- 反 対- (全称否定)

l呈1 ll

図9,図11に対 して与えられた以上の条件は実は図10に対 してはあてはまらない｡つまり図

10は(2ほ (4)は充たすがrl)と(3)は充たさないのである｡
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認することができる｡

このように図13,14,そして凶5は,図 1とともにブール束をなす完壁な論理体系であるが,

図11とその解釈としての図10は,欠陥のある体系であり,(1ト (4)の条件のすべてを充たしはし

ないoLかしそれにもかかわらず(1)～(4)の条件を充たしているとして2000年来いい続けられて

きたのは,そこに一つのごまかしがあったからである｡そしてそれが存在の密輸入というから

くりである｡すなわち前述のようにA命題つまり(.r)V(I)一g(r))はⅠ命題つまり(∃x)V(∫)<

g(r))を合意 しないし,同様にE命題も0命題を合意 しないoLかしそれにもかかわらず含意

するかのようにいわれ続けてきたのは,A命題およびE命題に(∃x)f(I)<(∃r)g(I)という

存在仮定をこっそり付加してきたからであり,こうした存在仮定さえつけ加えれば,含意は成

立するのである｡ しかしながらそうした存在仮定を大っぴらにA命題とE命題につけ加える

と,こんどは対角線上のペアの間に矛盾関係が成 り立たなくなるのである0

このようにして(1ト (4)の条件を充たすのは図13のようなもっと単純かつ基本的なセットだけ

であり,図10も図12も,さらに図10に存在仮定を付加したものもすべて失格なのである｡それ

(∃I)f(∫)

(I)I(I)

T

二 :

F

図 13

(∃J)-I(I)

(r)～f(3-)

ゆえ図11はどのような解釈をとっても(1ト (4)を充た

すことは無理なのである｡しかしそれにもかかわら

ず図11に(1)～(4)の条件をあてはめてきたことの理由

として二つのことが考えられる｡それは,アリス ト

テレスがすでに様相論理学という形で,図15のよう

な四つ組の存在を知っており,さらに中世になって

から論理学者は図4,図 5のような形の四つ組をも

知っていたからである｡そしてそのような四つ組が

A,Ⅰ,E,0の四命題にもなりたつはずだと速断した

のであるが,実はA,i,E,0ではそうしたきれいな

∴ ~t - - ~ 二∴ ~ 二

図 14

- 97



図 15 人 文 学

報関係がつくれないのである｡つぎにもう一つの裡

由は,学問の基礎となる定理といったものは(∫)f(I)で

あるよりはむしろA命題つまり(I)U(I)一g(∫))だと考

えられたからであり,その意味で A,Ⅰ,E,0の四つ組に

どうしても固執せざるをえなかったので

ある｡(x)U(.r)-g(3=))の形式が大切であることは現在

の科学でも変わりがない｡しかしその場合は図10のタイ

プの四つ組でなしに図12のタイプの四つ租を択んだ方が好ましい｡しかし図12を択ぶとすれば

,もは千 (I)UP(I)一g(r))一個だけで十分である｡なぜなら,(I)U(I)一 一g(I))は(I)V(I)一g(Lr

))にtrlVialな手を加えただけのもので大した意味をもたないから,ことさら新しいタイプの

命題というほどのものではないし,(∃.r)V(r)一g(r))の方も(r)V(I)一g(I))が真でさえあれば

論理必然的に導出されるからこれまたとりたてて一つのタイプというほどのものではない｡そ

れよりむしろ現代科学としては 転 )U(I)一g(.r))∧f(a)t一g(a)という式の方が大切であり,

もっぱらこれだけで十分なので

ある｡以上から結論づけられることは,A,Ⅰ,E,0の四つ組は科学のオルガノンとしては大

して役にたたず,それどころか前述のようにこの四つ組は(1ト(4)の条件を充たすために無理な

細工がひそかに加えられるということからみてむしろ誤解を招 く危険なしろものだというべき

であろう｡しかもいわゆる三段論法はA,Ⅰ,E,0 を要素として組みたてられているのであるから,

A,Ⅰ,E,0のもつ原罪を三段論法もまた相続 し,遺伝 して,そうした誤解をいっそう広 く

ばらまくものだといわなければならない｡

1

3さてA,Ⅰ,E,()の四つ組におけるごまかしについてであるが,A を(r)or(.I)一g(∫))<(∃

r)f(I)<(∃J)g(r)とすれば,それにⅠつまり(∃x)U(I)∧g(-I))を含意させてもなんら差し

支えないのであるが,それを怠って(I)U(∫)一g(.I))だけから (∃x)V(∫)∧g(x))をひき出せる

とするとこれは明らかに誤解だということになる｡しかしそうした誤解が昔からしばしばおこ

なわれてきたのである｡例えば,｢すべての天使は翼をもつ｣は ｢ある天使は巽をもつ｣つま

り ｢翼をもつ天使が存在する｣を含意するとされた｡なぜなら ｢すべての人間は動物である｣

は ｢ある人間が動物である｣つまり ｢動物である人間が存在する｣を合意 し,しかも ｢すべて

の人間は動物である｣ も ｢動物である人間が存在する｣ も真だからである｡ しかし天使の場

合は,｢すべての天使は翼をもつ｣は真であるのに,｢翼をもった天使が存在する｣は少くと

も経験的世界では偽なのであるDそしてこのようなことが生 じるのも,(∃r)f(r)つまり天使が
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するという条件をはず した形で亘)V(r)一g(r))が(∃r)V(.r)∧g(I))を含意すると考えたから

なのであり,(∃r)f(I)つまり ｢天使が存在する｣という条件が ｢すべての天使は翼をもつ｣

という命題にくっついているものとすれば,｢天使が存在する｣は経験的に偽であるから,そ

うした複合は ｢すべての天使が翼をもつ｣が真としても全体としては偽となり,それゆえ偽な

るものが偽なるものを含意しても当然だということになるのである｡

もう一つの例を挙げよう｡さきにあげた反対対当の条件(2)の(a)は ｢どれか一方が真なら,価

方は偽｣であった｡そして実際,｢すべての人間は動物である｣が真なら ｢いかなる人間も動

物でない｣は偽である｡ところで他方,｢すべての丸い四角は丸い｣は真である｡ しかるに

｢いかなる丸い四角も丸くない｣は偽とならずに真となる｡なぜならすべての丸い四角は四角

いものであり,いかなる四角いものも丸くないということから ｢いかなる丸い四角も丸 くな

い｣は真となるからである｡

このようにおなじ形式の含意であるにもかかわらず ｢人間｣と ｢丸い四角｣とで結果が異っ

てくるのは,(∃x)f(r)という条件をなおざりにしたからであり,この条件さえしっかりつけ

加えておけば,｢人間｣ と ｢丸い四角(架空のもの,存在しないもの)｣との差はおさえることが

できるのである｡とはいえ(∃3=)f(I)という存在仮定によるそうした区別は新しい論理学のテ

クニックを使って始めてできたことであって伝統的三段論法ではそのことに関しては無自覚的

であり,そうした区別を容易に見過ごすような体質をもっていた｡つまり先の例でいえば,

｢翼をもつ天使が存在する｣という命題をも,｢動物である人間が存在する｣が真であるから

という理由で,真としてしまうという傾向をもっていたのである｡そしてこうした傾向が,経

験的に存在するものにはもちろん存在を認めはするが,それと同様に,いやそれ以上に,経験

的には存在 していないもの,架空のもの,例えば天使や丸い四角やキマイラのようなものにも

存在を認めるという超経験的態度,つまり形而上学的態度を生み出したのである｡

とはいえ全称肯定命題の主語であるクラスは必ずその成員をもつという,いわゆる存在仮定

に関する信念はどこからきたのだろうか｡おそらくそうした判断をつくりだした原因の一つは

図2のポルフイリオスの樹の中に潜んでいるといえる｡さてポルフイリオスの樹は,例えば

｢ひとは動物である｣が示す状況つまり,ひとという種が動物という類の中に含まれる,ある

いは主語Sが述語Pの中に含まれるという状況を保証する｡そこでさらに ｢すべてのひとは動

物である｣という全称肯定命題をポルフイリオスの樹で解釈 してみよう｡こんどは ｢すべて

の｣という語がくっついており,この ｢すべての｣は ｢種の全体｣を意味しているのでなしに,

｢種のすべてのメンバー｣の意味であるとすれば,｢すべてのひとは動物である｣という命題

の真であることは,ポルフイリオスの樹の根っこに,ソクラテスやプラトンが描きこまれてい

ることによって保証されているのである｡つまり根っこがあることによって主語である ｢ひ

と｣というクラスの空でないことが保証されているのである｡そして以上のような事実からし
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て,すべてのSはPであるという全称肯定命題の主語をなすクラスはいかなる場合も空でない

という不思議な信念が醸成され,あげくのはてに ｢すべてのペガサスは翼をもつ｣といった命

題の ｢ペガサス｣もメンバーをもつはずだといったことを主張するひとびとが出現 してくるの

である｡

しかしながら,そうした事態がうまれるのはS⊂Pといった幹の部分のクラスの包含関係と,

根っこの部分のソクラテス,プラトンといったものとで全称肯定命題を解釈するからであって,

全称肯定命題を(r)V(∫)一g(.I))で解釈すれば事態は全 くちがったものになる｡まず(∫)である

から,どのような個物を対象にしてもよい｡だからソクラテスやプラトンに限らず個体でさえ

あれば忠犬ハチ公でも月でもよい｡ところでソクラテスの場合,｢ソクラテスが人間であれば,

ソクラテスは動物である｣という仮言命題 (条件命題)において,前件 も真であり,後件 も真

であるから,命題全体としても真である｡しかし ｢ハチ公が人間であればハチ公は動物であ

る｣は前件は偽であり,後件は真である｡また ｢月が人間であれば月は動物である｣では前件

も後件も偽である｡しかしそれにもかかわらず命題全体としては後の二つの命題もともに真な

のである｡こうして(.r)UT(I)一g(I))といった言語表現を使うと,ポルフイリオスの樹の根っ

この部分の狭少さが一挙に粉砕され,それこそ全宇宙のすべての個体までも扱え,population

の数を無限に増やすことができるのである｡しかもこうした命題は仮言命題であるから,前件

に限っていえば単なる仮説であって,真偽いずれでもかまわないのであり,ポルフイリオスの

樹におけるように(∃.r)f(r)つまり ｢ひとであるような個体が存在する｣という条件からは自

由となるのである｡とはいえこの自由は糸の切れた凧のような自由ではなしに,(.I)U(I)I

g(I))の中にしっかり組み入れられて,りっぱな働きぶりを示すのである｡

以上のことからみても,図2タイプの論理学や図3タイプのクラスの論理学よりは図1の限

量論理学の方がはるかに優れていることは明らかであり,図2,図 3タイプの論理学の要素,

つまりクラスはそれ自体では命題でもなんでもなく,単に命題の部品にすぎず,それゆえクラ

ス論理学は厳密な意味での論理学の名に価いしないといっても過言ではないのである｡とはい

えクラスそのものに罪があるわけではない｡クラスは限量的命題の部品として使えば,大きな

利用価値があるということはもちろんである｡それゆえ批難されるべきは,部品であるべきク

ラスを,独立存在であるかのように主張する立場であって,ここにもまた虚妄なる形而上学を

生みだす栄養源が隠されているのである｡

14

しかしながら本来は命題の部品にすぎないクラス,概念,観念がなぜ大きな顔をして一人歩

きするようになったのだろうか｡この答えもまた,ポルフイリオスの樹の中にある｡例えば
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｢ひとは死すべき理性的動物である｣というメッセージが図2から読みとれる｡しかしこれは

定義でありもちろんそこに真偽はない｡さらに ｢ひと｣が存在するかどうかについてもなんら

の情報も与えてくれないoまた図2から ｢天使は死ぬことのない群性的動物である｣というメ

ッセージも読みとれる｡ただし図2では ｢理性的動物｣と ｢死ぬことのない｣はみられるが,

｢天使｣ははっきりした形では示されていない｡しかし ｢理性的動物｣に ｢死ぬことのない｣

を付加 してできたクラスは天使にはかならない｡とはいえ ｢天使は死ぬことのない理性的動物

である｣という定義は命題ではなく,それゆえ真偽もない｡そして ｢天使｣が存在するかどう

かについても何も教えてくれない｡

しかしながら,｢ひと｣や ｢天使｣について存在をうんぬんできないし,ましてや真かどう

かをうんぬんできないといういまのような考え方はもちろん新 しい論理学の立場からそういえ

るだけであって,古い論理学では,｢ひと｣や ｢天使｣について存在や真,非存在や偽を論じ

ることが盛んにおこなわれていたのである｡ところで ｢ひと｣や ｢天使｣といったクラスは,

先にも述べたように,ソクラテスやプラトンといった個体,大天使 ミカエルや悪魔メフィス ト

フェレスといった個体が存在することによって,それぞれ自らのクラスにメンバーがあるとい

うことが保証される｡ただし, ミカエルやメフィストの存在については現代人は異議を唱える

かもしれないが,ソクラテスやプラトンの存在についてはだれも文句をいわないであろう｡こ

のように ｢ひと｣や ｢天使｣はポルフイリオスの樹の根っ子によって,下方から支えられてい

るのであるが,他方上方の超越者のうちの ｢存在者(ens)｣と ｢真なるもの(verum)｣によって

もその存在が助けられ,保証されているのである｡

現代論理学からみても,そしてアリス トテレスの考えからみてさえも異様なそうした考えは

どこからでてきたのだろうか｡それは明らかにプラトンから発 し,新プラトン派に受け継がれ

たイデアの重視,定義の重視,本質の重視からきたものである｡そして,そうしたイデア,定

義,本質といったものはすべてクラスであり,命題ではないのである｡

さすがに論理学者アリス トテレスは論理学の基本を命題,しかも単称命題に置いた｡例えば

『カテゴリアイ』の10個のカテゴリーは実体,質,量といった名辞の形で列挙されてはいるが,

もとはといえば ｢カリアスは人間である｣,｢カリアスは市場にいる｣,｢カリアスは外科手術を

する｣,｢が ノアスは外科手術をされる｣といった単称命題である｡それが ｢人間｣,｢市場に｣,

｢する｣,｢される｣のような トルソー(断片)にされる｡ しかしそれでも文法的な品詞は保持さ

れる｡つまり最初の語は名詞であり,つぎは副詞であり,最後の二つは動詞である｡このよう

な トルソー化のつぎに, レッテル張 りがおこなわれる｡つまり ｢実体｣,｢場所｣,｢能動｣,

｢受動｣がそうである｡以上からみると,明らかに単称命題ではなしにその対極である名詞が

重視され始めていることがわかる｡つまり単称命題は単に素材であり,出発点であるのに反し,

名詞,名辞こそが究極的な目標とされている｡
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仮 りに文や命題を大切にする立場を命題主義(propositlOnalism)とし,名詞,名辞を大切にす

る立場を名辞 (terminism)と名づけるなら,新 しい論理学は図 1に示されているようにもちろ

ん前者である｡そして古代ギリシャのアリス トテレスは例外的に命題主義の立場をとろうとは

しているが,やはり名辞主義をひきずっている｡そして名辞主義者の最たるものはプラトンお

よび新プラトン派の連中なのである｡そしてこのことは新プラトン主義者ポルフイリウスにち

なむポルフイリオスの樹においてもそうであって,この図にみられる三つの世界はすべて,名

辞からなっており,｢もの｣も ｢実体｣も ｢ひと｣も ｢ソクラテス｣もみな名辞なのである｡

15

もはや与えられた紙数が尽きかけてきたので,terminism の欠陥を詳細に説 くわけにはいか

ないが,この名辞主義というものは論理学の体裁をよそおいながらも論理学の名に価いしない

劣悪なしろものであり,こうしたterminism をOrganonとしてきた哲学者,形而上学者たち

は当然ながら無意味といっていい仕事を大量に残したのであり,このことはヨーロッパ思想史

上の恥辱だということができるであろう｡

名辞主義の致命的な欠陥は,名辞だけにとどまっていたのでは,いかなる真理にも,つまり

いかなる情報にも到 りえないという点にある｡というのも情報,しかも真なる情報は命題,し

かも個別もしくは限量命題を通じてしか獲得できないからである｡

名辞主義者はそのことを知ってか知らずか,名辞の絶対性を誇示 しようとする｡名辞主義者

プラトンはイデアのことを,autokath'autoというギリシャ語でいいあらわした｡ ドイツ語

ではselbstansichであり,｢そのもの,それ自体｣である｡そしてプラトンの場合これらの語

は ｢美｣や ｢善｣や ｢白さ｣といった名詞,特に普遍名詞,普通名詞,一般名詞につけられた｡

プラトン以来のそうした用法はカントの物自体 (DlnganSich)やフッサールの ｢事象そのもの

へ(ZndenSachenselbstl)｣にまで受けつがれる｡そしてansichやselbstがつ く当の相手はこ

の場合,ともにイデアならぬ物であり,事象 (Sache)であるが,事態 (sachverhalt)ではない｡

そして,事態に対応するものは単称命題であり,事態と命題との一致がまさに命題の真であるo

Lかし事象や物に対応するものは名辞にすぎず,名辞だけでは真をになう能力がないのである｡

名辞にはもともとなんの情報保有能力もないのに,それがあるかの如 く思うのは錯覚である｡

それゆえ名辞にいくら ｢そのもの｣,｢それ自体｣といった語で補強を加えても情況は変らない｡

とはいえ,名辞に真偽の保有能力がないということは名辞には偽というレッテルが貼 りつけら

れないということをも意味する｡つまり名辞は偽であることから免責されているのである｡と

はいえ名辞は常に真かといえばもちろんそうではない｡偽であることの危険から免がれている

からといって名辞が兵であると考えればそれは錯誤であり,そのことを知っていてそれを誇示
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するならそれは詐欺である｡｢そのもの,それ自体｣とはイデア論に対 して付加されているこ

とからもわかるように,絶対性を意味する｡そしてabsolutum とは文字通 り,他から隔絶さ

れ,自由であるという意味である｡そしていまの場合は ｢偽からの自由｣という意味である｡

しかしそれはほんとうは ｢真からも見離されている｣という意味であり,そうした絶対者をい

くら崇めても所詮なんの役にも立たないのである｡しかしながら形而上学者たちはプラトン以

来まさしくそうしたはかないことに血の道を上げてきたのである｡

terminlSm(名辞主義)がそうしたものだとすれば,nominalism(唯名主義)も同罪というべきで

あろう｡普遍論争では実念諭に対 して唯名論がなんとなく近代的でスマー トなもののように評

価されているが,そんなことはたかが知れている｡ノミナリズムのもとのことばnomenは名

詞という意味であり,論理学ではterminusつまり名辞という｡だから ｢ひと｣は文法の方で

は名詞であり,論理学では名辞である.そしてそうした名辞のオン･パレードがポルフイリオ

スの樹である｡ところで中世のすべての論理学者の頭の中にはポルフイリオスの樹というチ

ャートが入っている｡それゆえ中世論群学の独創的部分というべき ｢名辞の諸性質(proprietates

terminorum)｣も,文字通 り名辞の研究にすぎないのである｡例えば ｢ひとは走る｣の ｢ひと｣

は個体を代表し,｢ひとは種である｣の ｢ひと｣は普遍者を代表 し,｢ひとは二音節である｣の

｢ひと｣は記号を代表するといった代表の理論も所詮は ｢ひと｣という名辞の研究にすぎない

のである｡確かに中世のもう一つの独創的部分である命題論理学は,名辞の理論ではない｡し

かしその命題たるや単称命題でもなく,限量的命題つまり全称でも特称でもない｡いわゆるア

リス トテレス的なA,I,E,0命題であり,そこで使われる名辞は,すべて一般名詞,普遍

名辞である｡それゆえ,そうした命題論理学を使っておこなわれる議論はすべてスコラ的ない

しは神学的,形而上学的といわれる議論であり,実証的なテストにかかるしろものではない｡

そしてまさにこの点を近世初期の科学者たちが激 しく攻撃したのである｡

古臭いとはいえアリス トテレスの論理学およびそれを継承発展させた中世論理学はまだしも

論理学の名に価いする｡しかし近世の論群学はそこから一途に退化の道をたどるoこのことは

いくつかの近世論理学つまり伝統的論理学の教科書と,いくつかの中世の論理学の教科書をく

らべてみると近世論理学の劣悪化は歴然とする｡そしてデカルト以後の近世哲学者はすべてこ

うした見劣 りのする論理学を使って哲学の問題にとり組んできたのであり,道具がまずければ,

製品もいいはずがないという教訓どおり,彼らは派手な割 りにはなんらみるべき成果を挙げて

いないのであり,こうしたことに対するあせ りが19世紀から20世紀にかけての新 しい論理学を

生みだす一閃ともなったのである｡ 例えば近世合理論は中世スコラにくらべていかにも進歩

したかのようにみえる｡しかしそれは実は見かけ倒 しにすぎない｡rationalismのratioとはな

んであろうか｡これは英語のreasonlngつまり論坪的推論のことであるoしかるに近世の合理

論者は依然としてアリス トテレスの三段論法を使ってきた｡しかも正真正銘の三段論法ならま
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だLも,退化 してしまった三段論法を使っていたのである｡そしてこの退化した三段論法とは

名辞主義に毒された三段論法のことにはかならない｡つまり近世の論理学者はterm-proposi-

tion-syllogism(ratiocination)といった系列で論理学の体系を組み立てた｡つまりproposltion

は2個の名辞からなり,三段論法は三個の名辞からなるとした｡すなわちすべての推論を名辞

にまで還元するわけで,文字どおりの名辞主義である｡しかも近世の論理学者はそれにとどま

らないで名辞を観念に置きかえる｡名辞は文字どおり,ことば ･記号であるが,観念はそうし

た客観的なものではなしに,主観的心理的なものである｡こうした観念論的書き替えは例えば

フランス語ではidee-Jugement-raisonnementとなり, ドイツ語ではBegriff1Urtei1-Ver-

nunftschlussとなり,英語ではidea,concept｣ udgment-reasoningとなる｡ここで三つの系

列の最後に理性 という語があらわれていることに注目してほしい｡理性 とはratio,reason,

Vernunftのことであり,これがヨーロッパ近世合理論の本性なのであって, もとを正せば

terminismの変種としてのidealism にすぎないのである｡それでは経験論はどうであるかと問

われれば,ロックもバークリーも,やはりidea(観念)の研究から出発 しているのであり,ただ

その観念が先天的なものでなしに経験的なものだという一点で経験主義を標梼 しているだけで

あって,これまたterminismの一変種にすぎないのである｡

このようにヨーロッパの哲学史は-一口にいってプラトンから始まる一般名辞主義という固定

観念の手をかえ品をかえての執劫な繰 り返 しであり,こうした名辞主義は真偽を離脱している

がゆえに地に足つけぬ浮遊体であり,それは現実軽視のいろいろなイデオロギーを生みだし,

手痛い失敗を重ねてきたのである｡そしてこのような流れに待ったをかけた最初の哲学者がア

リス トテレスであったが,しかし技術的にはやはり力及ばず,20世紀になってやっと限量論理

学が完全なものとなり,名辞主義の危険,つまりイデオロギーの危険を完全に排除しうるきっ

かけをつかむことができたのである｡

16

ここらで簡単に結論めいたものを述べてみたい｡本論文の目的は形而上学の虚妄性の暴露で

あった｡いまどきそんなことをするのは時代遅れだといわれるかも知れない｡しかしいまなお

形而上学は完全には死んでいないのである｡それは地動説が確立されてから400年を経過 し,

宇宙に対するパラダイムが完全に切 り換えられ,それどころか宇宙のはてまで,しかも宇宙の

誕生から終りまでのあらましがわかりつつあるという20世紀の終 りに至ってもなお占星術の本

が売れ,それを読むだけどころか大兵面目に信じ込んでいるひとびとがいくらでもいるという

事情に似ている｡

形而上学についていえば,数学も物理学も学ばず,また学んだとしても完全に身につけてい
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ない人にとってはプラトンやスコラ哲学を理解するにはあまり困難ではないはずであり,容易

にその世界に没入でき,一生そこから抜け出られないはずである｡しかしいったん硯代科学の

思惟方法を身につけると,舌代,中世はもちろん近世哲学さえも一種異様で理解に困しむもの

となるはずである｡いや分析を厳 しく進めれば進めるほど愚劣なものだとさえ感じてくるはず

である｡科学という禁断の木の実を味わった人間の目には,形而上学が占星術と似たものと映

るのも無理はなかろう｡占星術がうさん臭 く見られるのが,占星術からのパラダイム ･シフト

の結果だとすれば,形而上学がおかしいと感じられるのもまた,形而上学からのパラムイム ･

シフトの結果だといってよいであろう｡そして本論文はそうしたパラダイム変換が,実は古い

論理学から新しい論理学へのシフト,つまり古いオルガノン(道具)から新 しいオルガノン(追

具)へのシフトにもとづ くものであることを解明してみせた｡形而上学の一部分つまりコスモ

ロジーの部分,例えば占星術のようなものは,自然科学によってとって代わられるが,他の部

分はやはり哲学として残るであろう｡しかしそうした哲学はもはや二度と古い論理学を手にす

ることはないであろう｡そうでなければ,ギリシャ以来,真理をめざすことを看板としてきた

哲学の名が泣 くであろう｡

近代人はあらゆる分野で技術革新を経過してきた｡そして論理学もその例外ではない｡それ

だけでなく,新 しい技術をもつ者と,古いままの技術をもつ者,新 しい技術で新 しいシステム

をつくり出した者と,古いままのシステムをもつ者との差は歴然としてくる｡そして哲学もま

たその例外でありうるはずがない｡古いどころか虚妄でさえある哲学体系を墨守しているよう

では危険このうえないのである｡

このように哲学の分野でも科学に較べて何世紀もおくれはしたがパラダイム ･シフトが完了

し,テイク･オフも終え,いまや上昇飛行中といえる｡とはいえ古いパラダイムはいったいど

うなるのであろうか｡これも占星術の先例が参考になる｡占星術は迷信というべ く,消えた方

がいいにきまっている｡しかし天動説に関していえば,これはいまでも太陽,月,惑星,恒星

などを観測しておこなう天文航法においてりっばに利用されている｡それと同様に,例えば古

い論理学はもともと自然言語の文法と連動 して発達 してきたものであるから,自然言語の使用

規則としてのみ利用すればかまわない｡ただしそのとき古い論理学に特有の落とし穴には十分

気をつけなければならないことはもちろんである｡

以上,古い論理学や形而上学について述べてきたことは神学についてもあてはまる｡しかし

神学は形而上学とはいくつかの点でその機能を異にするものであるから,神学に関しては,稿

を改めて論じなければならないであろうD

(平成 2･8･14)
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