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第 1章 アナロジーを超える論理の必要

われわれの日常生活経験の最初の層が, 知覚的なものであり, その経験における対象の

知覚的認知の言表 (言語表現) が, 基本的には類推論理によって展開されることを第一部

で論じた。 その場合の類推論理 (アナロジー) とは, 形式論理に先行する基礎的で広義の

意味展開の理路であって, 「対象に対する生活主体の関係の予期 (パースペクティ ブ) にお

いて, 言語表現が対象に対応させられる」 こ とから生じる諸原理の体系である。 単純化す

れば, 「主体のパースペクティ ブにおける関係の類似性」によって, 言語表現の意味的展開

(意識的な展開は思考) がなされる場合の論理である。 日常生活経験の知覚の基本的構造

から言って, この論理 (アナロジー) が基本にならざるをえず, それがどのように展開さ

れるかを, 生活的言表の広義のレ ト リ ッ クから検討しておいた。

しかし, われわれの生活経験の知覚的な層の存在は, 生物進化を土台とするわれわれ人

間の日々の生活活動のく りかえし, と りわけ対象的活動関係と対人的相互関係との技術的

ネッ ト ・ワークでの生活活動に依拠しているこ とは多言を要しない。 そう した活動的な層

における言表は, 知覚的経験における言表のように, 単に「主体との関係のパースペクティ

ブにおける類似性」 を骨子とするアナロジーにのみ依拠するこ とは出来な く なる。

。アナロジーにのみ依拠するこ とは, 例えば, 対象的相違や対象間の関係を認識するこ と

を困難にし, 対象的活動関係を迷わせたり, また逆に, 多様な主体のパースペクティ ブの

相違によって, 同一対象の認定を困難にし, 対人的相互関係を乱すこ とにな りかねない。
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と りわけ, 対象的活動の技術的発達や対人的相互関係の言論的発達がおこなわれるに従っ

て, よ り厳密な対象確定と, その言表とが求められるこ とにな り, アナロジこ を超える論

理 (言表とその意味展開の原理) が必要となる。

求められる新しい論理は, 対象確定とその言表 ( とその意味展開) という要件からいっ

て, 「主体との関係のパースペクティ ブ」 を捨象して, 対象にのみ対応する (指示する) 言

表の同一性 (無矛盾性) が骨子となる。 その場合, 対象は, 人間主体の対象であるこ とが

止揚され, 言表の対象と してのみ扱われるこ とになる。 対象と言表との対応を媒介してき

た 「主体 との関係」 の止揚は, 抽象的普遍化の方向でおこなわれる。 主体は, 複雑多様な

生活主体から, その多様で個性的な欲求や関心 (パースペクティ ブ) が捨象され, ただ対

象認識にのみ関心 (パースペクティブ) をもつ認識主観の立場をとるこ とになる。 この場

合, 認識とは確定された対象の普遍的覚知 (何時でも何処でも誰にでも妥当する意識的言

表) であるとすれば, 対象と言表との媒介となる認識主観は, 普遍的な主観性において設

定される。

この普遍的な主観性の担い手こそ, ロゴス的に整序された言表組織としての言語である。

言語は, 言表組織としては主観に内在するが, その表現記号 (音声や文字など) と しては

主観に外在し, ロゴス的整序によって与えられた普遍性によって, 主観を超える。 ロゴス

的整序の表現面は文法組織を形成し, その表現における対象指示的意味の面は論理組織を

形成する。 この場合の論理性は, 言語の指示的意味の対象確定性 (一義決定性= 自同性)

に基づ く , 意味表現の整合性 (無矛盾性) を骨子とする。 したがって, この場合の論理性

は, 意味表現 (展開) の整合性のみを求めるアナロジー (類推論理) よ りも一段階高度な

(厳密な) 組織性として成立する。 これが普通 「形式論理」 と呼んできた論理の組織原理

である。 この論理性は, 主観の個別性を超える普遍性と して成立するため, それによって

媒介される 「対象と言表との対応」 が主観ぬきで直接成立している観を呈し, 本来は主観

の論理性であったものが, 主観ぬきの言表の論理性として, 言表の対象への意味的対応の

確定性と, その意味展開の整合性とを保証するものみなされる。言表のこれらの特性を「真」

と呼ぶとすれば, 言表の真を保証するのは言表の論理性という こ とになる。

この形式論理的段階においては, アナロジー段階のように, 対象と言表との対応パース

ペクティ ブをもった主体 (主観) が媒介するのではな く , 対象と主体 (個別主観) との対

応を論理的言表組織 (理論性卜が媒介する構造に逆転する。 これが認識であり, その理論

性によって認識の真理性が保証 (論証) されるこ とになる。

この理論性, すなわち論理的言表組織は, すでにアナロジーによって媒介されている言

表と対象との対応を, 新たな論理によって調整しなおすこ とになる。 この再調整の要点は,

言表を含む主体の側と対応との知覚経験的直接性が分離され。 論理的言表組織に媒介され

るこ とによって, 主体の側では間主観性への抽象的一般化, さ らには普遍化的捨象が生じ

るのに対応して, 言表は対象の側に引寄せられ, 対象的 (客観的) 言表へと同質化され,

対象もまた言表と一体的な存在と して取扱われるこ とになる。 すなわち, 対象は人間主体

の生活的パースペ クティ ブから一応解除され, 言表の論理的パースペ クティ ブによって再

整序されるのである。 対象は, 生活的な個別具体性から解除されて, 理論的一般性におい

て言表と対応するこ とになる。
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この転換の媒介項が, すでに第一部で検討したアナロジー的 「類同性」 や 「類種関係」

などである。 新たな(形式)論理的調整が可能であるのは, すでに生活のアナロジー的パー

スペクティ ブが知覚対象の内に織り込まれているからである。 と りわけ, 生活経験的言表

(日常言語) では, 対象の指示がアナロジー的論理組織によって担保されていることは,

すでに検討したとお りである。

第 2章 ア リス トテ レスにおける形式論理

ア リス トテレスによって研究されたという古典的形式論理学が, 今日の記号論理学から

見て不完全だとされるこ とは多言を要しないが, 逆に今日の記号論理学が古典論理学の有

する原初的洞察を失して, 技巧に偏していないかは一考に値するこ とである。

ア リス トテレス論理学が, その出発点を名辞とその概念においているこ とは注目に値す

る。 かれの 『カテゴリー論 (基本述語論) 』 と題される労作は, まず名称の同名異義的用法

が「その名称に応ずるその本質の定義が違っている」(1)場合であるといった分析から始まっ

ている。 次に, 人間と牛とがともに「動物」だとされるような名称の同名同義的用法は「そ

の本質の定義もまた同じである」 としている。 すなわち, 名称 (語句) の類種関係と, 「そ

の名称に応ずるその本質の定義」 による名称の一義性の確立が試みられているのである。

次の第二章で, 「言われるものどものうち, 或るものは結合によって言われ√或るものは

結合なしに言われる」 と七, 「結合なしに言われるものというのは, 例えば人間, 牛, 走

る, 勝つといテようなものである」 と して, 言表における名辞と, その名辞の結合による

命題とを形式的に確立する。 そして, 第三章では, 名辞の命題的結合を, 「或るもの (甲)

が基体としての或るもの (乙) について述語される」 という文法 (言語表現法) 的結合 (主

語一述語) に対応させた上で, その主語と述語の関係が 「種と類」 の関係に対応させられ,

寸種差」 を介して類種関係の連鎖が成立するこ とを論じている。

第四章は, 「どんな結合にもよらないで言われるものども」すなわち名辞の最高類 (すな

わちカテゴリー) が, 実体をはじめ十個にまとめられ, 第五章で, 第一実体とは 「何か或

る基体について言われる (述語される) こ ともなければ, 何か或る基体のうちにある (付

帯的カテゴリー名辞になる) こ ともない」個別であり, 「例えば或る特定の人間, あるいは

或る特定の馬」であるとされ, それにもとづいて, 「第二実体と言われるのは, 第一に実体

と言われるものがそれのうちに属するところの種とそれらの種の類とである, 例えば或る

特定の人間は種としての人間のうちに属し, そして動物がその種の類である」 という よう

に, 実体的存在関係を類種的論理関係に対応させ, さ らに主語 ・述語的文法関係をも対応

させる。 「第一実体は, その他のすべてのものの基体であり, その他のもののすべではこの

実体について述語されるので, あるいはそのうちにある (付帯的に修飾される) ので, そ

のために最も多く実体であると言われるのである。 しかし第一実体がその他のものどもに

対する関係は, ちょ う どまた種の類に対する関係である」。

以上の, ほとんど逐条的な引用によって知られる通り, ア リス トテレスの形式論理学が

実体的存在論を介して, 文法的主語 ・述語構造から導出せられたとするのでは, 不十分で

あるこ とがわかる。 すなわち, その媒介には, 同名異義論におけるような類同性に対する
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分析志向や, 生活パーズペク的な類種同視に対する種差分析による類種関係の形式的確定

の志向などが強力に働いているこ とが知られよう。 この分析志向こそが, 形式論理成立の

第一契機なのである。

しかし, この分析志向によって否定的に改編されたのは, 単に知覚的経験内容だけでは

ない。 その知覚的経験の言表論理であった広義のアナロジーもまた改変せねばならなかっ

たはずである。 すなわち, 生活パースペ クティ ブの捨象によって, アナロジー的類同性は

差異分析を介 して同一性へ改変される。 レ ト リッ ク的アナロジーにおける類への同化統合

としての分類が, 差異性の矛盾性への形式的純化を介して, 種への分割と しての分類へと

改変されるのである。

名辞の一義決定性としての概念の同一性は, 形式論理すなわち概念展開の形式的整合性

の体系の原点である。, したがって, 形式論理的概念は, レ ト リッ ク (アナロジー) 的な概

念の生活的流動性に対して, 個別的固定性を有する。 とはいえ, 論理が概念 (意味) 展開

の系統性と して成立するためには, 形式論理においても, 名辞と名辞との結合による判断

形式となる展開の保証原理が要請される。 レ ト リッ ク (アナロジー) 的論理においては,

言表の意味展開を保証するのは, 生活経験におけるパースペクティ ブの生活的整合性であ

であり, それはおそら く生活経験における慣習的有効性として顕現するこ とであろう。 そ

れに対して, 生活的パースペクティ ブを捨象する形式論理においては, 判断における概念

展開の整合性の保証原理が真理性であ り, 判断の言表形態と しての命題の形式的妥当性 と

七 て顕現するのである。

ところで, 概念の同一性すなわち名辞の一義決定性は, 定義においてしか顕現しない。

定義は少な く とも, 判断構造で七か実現されず, 言表形態と しては命題となる。 定義とし

ての命題は, 対象指示の主語名辞に対して, その名辞の本質的意味を言表する述語名辞を

結合する形態を成す。 したがって, 定義における概念の同一性は, 概念の判断的言表にお

いて, 概念の主語名辞的言表と, 述語名辞的言表とへの分割と, 両者の再結合における対

象指示性と意味内容との自己同一性 (自同性) と して実現される。 これが判断の真理性で

あり, 命題の 「真」 値である。

この判断の真理性を判定するためには, 主語名辞と述語名辞との差異性を形式的に徹底

するこ とで, 両者の矛盾対立による結合の破壊が生じないかどうかを検証しなければなら

ない。

判断の真理性が与える命題の 「真」 値について, ア リス トテレスはその r命題論』 にお

いて, 次のように論じている。

「文はすべて意味をもつ ものであるが, しかしそれは道具 と して 〔自然によって〕 では

な く, むしろ先に述べられたように, 約束によってである。 そして命題的なのはすべての

文ではな く て, そこに真, あるいは偽を語るこ とが存する文だけである。 そしてこのこ と

はすべての文に存するのではない。 例えば祈願は文ではあるが, しかし真でもなければ,

偽でもない」。 (2)

「言論が真であるのは, それが事物と同様である時においてであるから」。 (3)

「偽 と真 とは結合と分離とに関するものだ」o(4)

「〈あるこ と〉, あるいは くあらぬこ と〉 さえ, 〔ただそれだけでは〕 事柄が 〔あるこ との〕
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しるしではないからである。 というのは, これはそれ自身としては何ものでもないからで

ある。 しかし何か或る結合を合わせ意味しはする, けれども, この或る結合は結合される

ものどもを抜きにしては思惟するこ とを得ない」。 (5) ヶ

以上の引用によって, 命題の 「真」 値は, 名辞の結合 ・分離によって与えられるが, そ

の命題が真であって偽でないのは, その命題が約束的に象徴している事物 (事柄) の結合・

分離と 「同様」 であるこ とによるのだと考えられているこ とがわかる。 十

命題の真が, このような象徴論的な類比構造において成立しているこ とは, 次の引用か

らも察せられよう。

「ところで音声のうちにある様態は霊魂のうちにある様態の象徴であり, 書かれたもの

は音声のうちにある様態の象徴である。 そして, 文字がすべての人々にとって同一でない

ように, また音声も 〔すべての人びとにとって〕 同一ではない。 けれども, それら二つの

ものがそのしるしである ところの最初のもの, すなわち霊魂の様態はすべての人びとに

とって同一である, そしてこの様態がそれらの類似物であると ころの事物はもちろん同一

である」。 (6)

それは単純な対応関係ではな く , 象徴的反映とでも呼ぶべきもので↓反映する媒体 (基

体) によって, 多様な変形をともなって反映し, したがって反映が象徴的なしるし (記号)

になるという構造である。 もっ とも, これは認識論的な検討を要する論点であるが, 少 く

とも, このような認識論的構想の上に, ア リス トテレスの論理学の構造が成立しているこ

とは確認する必要がある。

なぜなら, こ う した認識論的構想があるが故に, ア リス トテ レスは命題段階において真

偽を論じるこ とが出来たのであって, 今日の記号論理学のごと く , 推理論の側から, その

論理的整合性において命題の真を論じる循環論を超える根拠を与えているからである。 す

なわち, 本題に戻って論じるならば, 命題の真は原初的には判断の真理性にもとづ く ので

あり, 判断の真理性は事物 (事柄) との何らかの認識論的対応において成立するというこ

となのである。 ア リス トテレスでは, 事物の類似物たる霊魂の様態 (表象のこ とか) に象

徴的に対応する言表 (音声と文字) という認識論的構造が, 言表における命題の真を成立

させるのである。 と りわけ, 言表が命題形式をとるという こ とは, それが象徴的に対応す

る霊魂の様態によるこ とであり, 対象表象の分離 ・結合関係と して成立するこ とで ある。

そうであれば, その対象表象を言表指示する名辞の一義決定性は, 命題の真偽の成立の必

須要件を成すのである。 たとえば, ア リス トテレスが矛盾対立命題について, 「私がここに

対立すると言うのは, 同一のものについて同一のものの対立する命題のこ とである, ただ

しそれが対立するのは同名異義的にであってはいけない」 (7)とただし書きを付加している

ので も明白である。 すなわち, 同一名辞で構成される命題でも, その名辞が一義決定され

たものとしてではなく , 異なる概念 (同名異義) と して使われるなら, 命題における矛盾

対立は成立しないのである。 しかも, 命題における矛盾対立こ そ, 命題の真偽判定の決定

的原理であり, しかもその実現は推論においてなされるのであるから, 概念の同一性と命

題の矛盾対立原理こそ形式論理を貫 く根本原理なのである。
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ア リス トテレスが, その 『形而上学』 において, 矛盾律についての 「論理学史上有名な

規定」 を次のようにあげている。

「同じもの 〔同じ属性 ・述語〕 が同時に, そしてまた同じ事情のもとで, 同じもの 〔同

じ基体 ・主語〕 に属し且つ属しないという こ とは不可能である」。 (8)

この規定を見れば, 「同時に, 同じ事情のもとで, 同じもの」という概念の同一性が, 矛

盾律の成立要件になっているこ とが知られる。

ア リス トテレスは, 「およそ論証をおこなう者は, この原理 〔矛盾律〕 を論証の終局の判

断と信 じて, その論証をこの原理にまで還元する」 (9)と, この原理を公理 と して位置づけ

る。 したがって, 終局の公理としての矛盾律を論証する, よ り高次の原理はない。 この「論

証の原理」 を自ら論証しよう とするのは, 論証さるべき原理をまえもって要請する 「先決

問題要求もし くは論点窃取」 の誤謬を犯すこ とになるから, として普遍の論証 (アポディ

クシス) ではな く , 論敵 (「同じものがあり且つあらぬ」 と主張する者) を弁駁 (エレンコ

ス, すなわち或る見解の反対または否認の不可能なこ とを示すこ とによってその見解を支

持擁護する一種の帰謬的論証) するこ とによって, この公理を擁護しよう とする。

ア リス トテレスは, そのための弁駁を七つも展開しているが, この論文で注目すべきは,

やはり第一弁駁であろ う。

「す く な く と もつぎのこ とだけは真実であるこ と明らかである。 それは, 〈ある〉 あるい

は くあらぬ卜という言葉 (オノマ) がそれぞれ或る一定の意味をもっており, したがって

なにものもくそうあり且つそうあらぬ〉というようなこ とはない, というこ とである。 ……

異なる意味を表わす説明方式 (ロゴス) にはそれぞれ異なる言葉があてがわれようから」(lO)

いうのである。 これは明らかに, 名辞の一義決定性 (概念の同一性) による弁駁である。

第二弁駁 「もしも相互に否定的 〔矛盾的〕 な述語がすべて同じ一つの基体について同時

に真であるならば, 明らかにすべては一つであるという こ とになろう。 ……こ う してなに

ものも真実には存在していないこ とになる。 かれらは無規定なもの ( 卜・アオリス トン)

について語っているもののようである。 かれらは, 自分では存在を説いているつも りでい

ながら実は非存在について説いているのである。 というのは, 完全現実態においては存在

しないで可能性においてのみ存在するもの, これは無規定なものであるから」 (11)と言うの

である。

この第二論駁が, ア リス トテレスの存在論の観点から論 じ られているこ とが注目されよ

う。 もっ と も第一論駁も, 途中から 「実体・属性・付帯性」 といった存在論的なカテゴリー

を用いてお りレ ア リス トテレスの存在論と論理学 との一体的観点が示されてはいる。 しか

し, 主 と して論理的観点に重点がおかれているこ とは前述のとお りである。

第三論駁 「(同じものがあり且つあらぬ) と言うのでは) 肯定するこ とも否定するこ とも

必要でないという結論も出で く る」 (12)というのは, 主と して論理的結果からの論駁であ

る。 第四論駁は主と して存在論的であり, 第五論駁は 「真 ・偽」 と 「肯定 ・否定」 の対応

関係という論理的観点からの論駁である。

第3章 矛盾律に関する形式論理と存在論
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第六論駁では 「誰でも明らかに, 或るものは注意してこれを避け, 或るものはこれを避

けない。 それゆえに, すべての人ひとは, あらゆる物事についてではないにして も, す く

な く とも事柄の善いか悪いかに関しては端的に区別して判断するもののようである」 (12)と

いうのは, 実践論的観点からの論駁といえよう。

第七論駁は存在論的観点からであって, 次のように展開される。「たとえどれほど多くす

べてが くそ うで あり且つそうでない〉 と して も, しかもあらゆる存在のフ ィ シスには くよ

り多〈 〉 と くよ り少な < 〉 との別が内在している。 ……そこで, もしなにものかをよ り多

く もつものがそのなにものかにより多く近似的なものであるとすれば, よ り多く真実なる

ものがより多く それに近似的であるところのそれなる或る真実それ自らが存在しているに

ちがいない。 また, たとえそれが存在していな くても, す く な く もすでにより多く確かで

より多く真実に近似的ななにものかは存在している。 これで我われは, あの見解から, す

なわち我われの思想になんらかの定ま りをつけるこ とを妨げるあの無頼の説から, 脱却し

えた」 (13)と論じている。

論理的論駁は, 基本的には第一論駁に見られるように, 名辞の一義決定性 (概念の同一

性) を根拠に展開されている。 第六論駁のように実践論的観点からのものは, 行為的選択

の背反性(「たまたま泉水のきわまたは崖のふちに来合わせたとき, なにゅえにかれはそこ

に飛びこまないで, 気をつけて避けるのか」 (14)) から, その選言判断の選択的一義決定性

(「六方は善 くて他方は善 くないと判断しているのである」, すなわち選択の一方が 「善い

こ とだ」 という意義が決定される) という こ とであり, 論理的論駁と軌を一にする。

それらに対して, 存在論的論駁にはプロタゴラスを含めてイオニア自然学者ら (ヘラク

レイ トス, アナクサゴラス, デモク リ トスらが指名されている) の見解との対決がおこな

われており, それらの見解に対する真剣な考慮と, それらの見解に対するア リス トテレス

存在論からの一方的, もし く は形式的な反論の展開になっているのが注目される。

第二論駁では, プロタゴラスの説を唱える人びとの主観的相対主義が, アナクサゴラス

流の 「すべてのものは一緒であった」 という 「無既定なもの」 に至るが, そう した無規定

なものとは 「完全現実態 (エンテレケイア) においては存在しないで可能性 (ジュナ ミス)

においてのみ存在するもの」(15)であり, 「かれらは, 自分では存在を説いているつもりでい

ながら実は非存在について説いているのである」 と している。

この観点の問題に, ア リス トテレスはかな り拘泥しており, 次の第五章でも次のように

詳論 している。 犬

「この見解をもつに至ったのは, 感覚的事物 〔の観察〕 からである。 すなわちかれらは,

(1)相反する物事が同一のものから生成するのを見て, 矛盾した物事や相反する物事が同時

に同一のものに属し うると考えた。 そこ で, /存在しないものが生成するこ とはできないと

すれば, 相反する物事はどちら も生成するよ り以前にすでに存在していたはずである。 そ

れはあたかもアナクサゴラスが くすべてはすべてに混じ合っていた〉 と言っているように

であろう, またデモク リ トスもその上うに………空虚と充実体………。 - そこで, この

よう な理由に基づいてこ う した見解をいだ く人びとに対しては, 我われは, (a)或る意味で

はかれらは正し く説いているが或る意味ではあやまっていると言いたい。 というのは, か

れらのいう存在には二通りの意味があって, 存在は或る意味では非存在から生成しうるが,



他の意味では生成しえないからであ り,
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したがって同じものが同時に存在しまた存在しな

さ らにこの人び

ただしこのこ とは同じ意味においてありうるといという こ ともありう るからである。

いうのではない。 というのは, 可能性においては同じものが同時に相反する二つのものの

どちらででもあるが, 完全現実態においてはそうでないからである。

とに対して我われは, (b)存在するものどものうちには運動も消滅も生成も全 く それには属

しないところの或る別種の実体 (〈或る不動な実在 (フイシス) 〉= 不動なる第一の動者) が

あるという こ とを認めるようにお願いする」。 (16)

引用が長 く なったのは, そこに重大な問題点が露呈しているからである。 簡潔に要約す

れば, ア リス トテレスによれば, 感覚的事物の観察から, 運動変化する存在については「同

じものが同時に相反する二つのもののどちらでもある」 という見解が成立するが, それは

可能性において存在するこ とであ り, 完全現実態においては 「そうでない」 から, それら

は非存在にすぎない√というのである。 そして, 完全現実態こそ必然的なものであり, 必

然的なものは 「そのものがそうあり且つそうあらぬというこ とはない」 のであり, これこ

そ論証的に知られるべきこ とである。 感覚的経験からの知識は, 現象的な未分化な直覚的

知識であって, 論証的なものではないとするのである。 この感覚的な現象知は, 相対的二

義性, 極端な場合は背反性を示すものではあるが, それは同時に 「現われがただ 〔端的に〕

存在するというのではな くて, 現われはそれが現われる人に対してそうあり, それが現わ

れる時にそうあり, またそれの現われる感官やそめ時の事情のいかんに応じてそうあるの

である」 という限定性をもっているのであるから, その限定を超えて一般的に, さ らには

普遍的に自説の正当性を要求するこ とはできない, とア リス トテレスは指摘している。

ア リス トテレスの以上の見解を, 逆照射するならば, 次のような見解が成立するこ とに

なろ う。 /すなわち, 矛盾律を論拠とする論証的知識が成立するのは, ア リス トテレス存在

論が 「完全現実態」 とする不動の実在の必然的関係存在についてであって, かれが 「非存

在」 とする 「可能性」 と してや, 感覚的現象における運動変化する事物については, 矛盾

律を論拠とする論証的知識の必然性と普遍性に達しえない限界があると考えられていると

いう こ とである。

しかし, メ タ ・ フィ ジカ としての 『形而上学』 存在論としては, 自然学 (フィ ジカ) の

成立根拠を確立する必要があり, ア リス トテレスは, 同書の第七巻第七章等においても,

繰 りかえ し この問題を取 りあげている。

「(自然の事物の) 生成や運動の過程には, 推理 (ノエーシス) と呼ばれる過程と制作 (ポ

イェーシス) と呼ばれる過程とがあって, その出発点 (始動因) なる形相からの過程は推

理であり, この推理の結論から始まる過程は制作である」。 この形相からの推理としての生

成 ・運動過程は論証的に認識されようが, 個別事物の生成 ・運動過程は技術的制作と類似

的なもの (アナロジカルな過程) として しか説明できないこ とになる。

さ らに第七巻第十五章においては, 次のように述べられている。 「実体は二種に, すなわ

ち, 結合体 (質料と形相の結合体としての個物) と説明方式 (ロゴス, すなわち形相) と

に区別されるが………個別的な感覚的諸実体には, 定義もな く論証も存しないのである。

そのゆえは, これら感覚的個物はそれぞれ質料を有し, しかもこの質料なるものは, 本来,

これを有するがために感覚的個物が存在するこ とも存在しないこ と も可能なものであるゆ
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えんのものであるからである。 そ七てこのよう に可能なものであるがゆえに個々の感覚的

実体は消滅的なのである。 ………このような他でもありうる事物に関するのは臆見である

とすれば, 個々の感覚的な実体に関してなんらの定義も論証もありえないこ とは, 明らか

である」。 (17)

すなわち, 生成 ・運動する自然事物についての学的認識 (論証的エピステーメ) が成立

するのは, 「完全現実態」の原型たる形相の論理的展開としてなのである。 その展開の説明

方式こそ, 形式論理の論拠 (ロゴス) なのである。 すなわち, 論拠による論理展開で形相

的本質の展開過程を解明しよう とするのが, 古典的論証科学なのであり, その論理こそ形

相的抽象性を本質とする形式論理なのであり, その論拠が同一律と (無) 矛盾律であるこ

とは, 多言を要しないであろう。

以上によって, ア リス トテレス的な古典的形式論理, およびその根本原理たる同一律と

(無) 矛盾律は, 論理として絶対的會ものではな く , その妥当性はア リス トテレス的 (実

体 ・形相) 存在論に依拠するのであり, その有効性も普遍的なものではな く , 基本的には

本質論的論証科学の領域に定位されると推定されよ う。 しかし, すべての形式論理がそう

であるかどうかは, 今日の記号論理学における形式論理等の根本性格についての検討を要

するであろう。

第4章 形式論理と 「存在の類比的統一」

今 日の形式論理を検討する前に, その手がかりと しても, もう一度古典的形式論理にお

ける同一律 (一義決定性) および矛盾律 (無矛盾原理) について, よ り厳密な検討が必要

であるし, その検討を通じて, 形式論理とそれに対する前論理とされるアナロジー (広義

の類推論理) との関係をも解明してお くべきであろ う。

『形而上学』 における 「哲学用語辞典」 の巻と呼ばれる第五巻の第九章には 「タウタ (同

じ, 同一) 」 (18)というカテゴリーについて, 次のように解明している。

「(1)或る物事はその付帯性において同じ (タウタ) であると言われる」。 それは 「同一の

基体に付帯する属性だからである」 等と説明されている。

「(2)或る物事はそれらそれ自体において同じ (タ ウタ) であると言われ, あたかも一つ

( 卜・ヘン) というのがさまざまに言われたようにさまざまにそう言われる」 として, 次

のように分類している。

①それらの資料が, ⑥その種において一つ, ⑩その数において一つ, の場合。

②それらの実体 (本質) が一つ, の場合。

「したがって明らかに, 物事の同一性 (タウ トテース) は統一性 (ヘノテース) の一種

である」。 それは, 一つきりのものが二つのものと して「このものはこのもの自らと同じで

あると言うような (自同性の) 場合」 でも同様であると総括している。

このように, 「同じ, 同一 (タウタ) 」 は 「一つ, 一 (ヘン) 」 に依拠しており, 後者につ

いては第六章で, 次のように検討されている。 すなわち, 「ヘン」 (19)においても, (1) 「付帯

性において一つ」 と(2) 「自体において一つ」 とが区別され, 付帯的属性における 「一」 と

は, 個別的偶然的なものであるとする。



「自体的 (本質的) な一」 については, さ らに次のように分析する。 ①連続的一体性 (固

体性)。 ② 「それらの基体がその種 (エイ ドス) において無差別である」 こ と。 ③たとえ種

を異にしても 「これらのものの基体たる類が一つである」 こ と。 ④ 「或る物事のなにであ

るか (本質) を言い表わす説明方式 (ロゴス) が他の物事の本質を明らかにするそれと区
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別されえないとき (すなわち本質において無差別なとき) には,

そう言われるのである。

自らはすべて 〔類と種差とに〕分割されても

最も主なるものが実体である。

むろん説明方式それ

これらの物事は一つだと言われる」。 その

さ らにア リス トテレスは, 「或るものどもは類比 (アナロギア) によって一つである」 こ

とをも取り上げ, 種と類と類比との関係を, 「種において一つであるものはすべて類におい

ても一つである。 類において一つであるものは, 必ずし もすべて種において一つであるわ

けではないが, 類比によっては一つである。 しかし類比によって一つであるものが必ずし

もすべて類におjいて一つであるわけではない」 (20)とまとめている。

こ の 「類比における一つ」 とは, 異なる類の事物でも, 相互関係が同じであれば (対応

すれば一 関数関係が成立すれば) 同じとされる同一性のこ とであり, 後説する記号論理

学の基本原理となるであろう。 それと同時に, この 「アナロギアにおける一つ」 というこ

とが, 一義決定性との関係で重視される。 訳者出隆氏が, 第四巻第二章の注(1)に, 次のよ

うに指摘している。

「一般にア リス トテレスで,→ ろヽいろの物事が 〈一つのものとの関係において〉 一つで

あるとか同じであるとかいうのは, <類比 (アナロギア) によっての一〉 と言われるものと

同じこ とで, ……統一性をいう。 これは同一義と同名異義との中間に位するものとも言え

る。 同一義的または一義的というのは 〈一つに即して〉 とも言われ, ……共通の名前と共

通の定義を有するものどもの場合である。 このア リス トテレスの類比的統一句考えは, 中

世のスコラ哲学でいう 〈アナロギア ・エンテイス (存在の類比) 〉 の源泉である」。 (21)

訳者はさ らに, 第七巻第四章の参照を求めている。 そこでは, 「ある (存在) 」 の同名異

義的でも同一義的でもない用法として, 「医術的」 という語句が, 「患者の肉体も手術も治

療器具もと もに同じ く医術的である」というように用いられるが, 「これは決して同名異義

的にでもな く , 一つのものに即して 〔同一義的に〕 でもな く , 実に或る一つのもの 〔医術〕

との関係においてそう言われるのである」 (22)と論じられている。 ところで, 同様のこ とが

論じられている第四巻第二章では, その分析につづいて, 「ある (存在) 」 の類比的統一性

(アナロギア・エンティ ス) を次のように論じている。 「まさにこのように, 物事は多くの

意昧で くある〉 と言われるが, そう言われるすべてのあるものは, 或る一つの原理 (アル

ケー) との関係において存在 (ある) と言われるのである。 すなわち, その或るものはそ

れ自らが実体 (ウーシア) なるがゆえにそう言われ, 他の或るものは実体の限定 〔属性〕

なるがゆえに, また或るものは実体への道 〔生成過程 ・様態〕 なるがゆえに, あるいは実

体を作るものまたは産むものであるがゆえに, あるいはこのように実体との関係において

言われるものどものこれら 〔生成 ・消滅 ・欠除 ・性質など ・述語的存在〕 であるがゆえに,

あるいはさ らにこれらのうちの或るものの ・ または実体そのものの ・否定であるがゆえに,

だから我われはまた くあらぬもの (存在の否定・非存在) 〉 を

と言うのである」。 (23)’も, あ らぬ もので くある〉
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ア リス トテレス流の古典的形式論理は, 終局的には, この 「存在の類比的統一」 め存在

論的構造によって体系的基礎を与えられているのではないか。 この 「存在論と論理との統

一」 の結合点が, 存在 と一との同一性の原理であ り, ア リス トテレスはそれを第四巻第二

章において, 哲学の体系的統一の原理として, 次のように論じている。 「ところで, も し存

在と一とが, つぎのような意味で同じものであり一つの実在 (ワインX) に関するも・ で

あるとすれば, すなわち, これら両者が, あたかも原理と原因とがそうであるように互い

に含み合っているという意味で, そうなのであって, それらが同じ一つの説明方式 (ロゴ

ス) で表わされるからとの意味でではなしにだとすれば (ただし, この意味で同一だと解

しても別に差しさわりはない, あるいはこ う解した方がここでは好都合かも知れないが)

もあるはずである。 そして, これらの種についてそのなにであるか 〔本質〕 を研究するの

は類においてーなる学 〔哲学〕 のするこ とである。 こ こにこれらの種について研究すると

いうのは, たとえば <同〉 とか <類似〉 とかその他このような概念について研究するとの

意である。 なおまた, ほとんどすべての反対概念はこ う した原理に還元される……。 そし

て実体にいろいろの種類があるだけそれだけ多くの部門が哲学にもある」。 (24)

統一学としての存在学 (『形而上学』) と論証科学としての論理学 (論理の形式論理学化

としての 『分析論』) との関係について, 『後書』 の訳者加藤信朗氏は, 「統一学としての存

弗学の成立ドは, 『分析論』における論証科学の理念の確立が榎悍, 乃至, 解媒の役割を果
たしたと見なすべきであろ う」 (25)と解説している。 そのこ とを認めた上で, それで もな

お, 同解説で訳者自身が 「『分析論』 は 『形而上学』 を予想し」 と書いているように, 領域

科学としての形式論理学の成立の根抵には, 統一的存在論の 「存在の類比的統一」 の体系

的予想 ( と りわけ実体からの存在の類種分類のアナロジー的体系) が存在したのではない

か, というのが筆者の主張なのだ。

もし, そうだとすれば, 日常生活経験のアナロジー (広義の類推論理) と論証科学とし

て確立される形式論理とが, 次のように関係づけられるであろう。 すなわち日常生活経験

のアナロジーは, 生活主体の対象に対する関係が慣習的な類比的統一体系にまで形成され

ているのを基礎として, その関係の予想 (パースペクティ ブ) の類同的展開のロゴス (類

推論理) として成立する。 それに対して, 古典的形式論理は, 主体を論証的認識者 (テオ

リアの理念) と して固定化するこ とで捨象されたために, それに対応して, 「関係の予想

(パースペクティ ブ) 」 が対象の側に還元されるこ とによって成立する。 その抽象的還元

は√対象を主体から独立した存在たら しめ, その客観化め極限においては, 相互に独立し

た存在たる 「実体」 にまで還元される。 対象を対象たらしめていた主客関係の慣習的な類

比的統一体系 (慣習的関係のアナロジー的ネッ ト ・ ワーク) もまた, 対象の側の存在論的

な類比的統一体系 (実体 ・属性の類種関係的ネッ ト ・ ワーク) へと転化され, それを根拠

とする推理の論証的展開のロゴスとして形式論理が成立するのだと言えよう。

この構造が, 形式論理の他の原理についても成立するかどうかを検討してみよう。 ここ

では矛盾律について検討する。

アナロジーを検討 した第一部において, アナロジーの言表形態と してのレ ト リ ッ クにお

いて, 「対義結合」が成立するこ との論理的原理を探究した。それによれば「意味成立のパー

もしそうであるとすれは√まさに一の含む種と同じだけ多くの種が存在に
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スペクティ ブ (主客関係の予想) における共通性 に こでは相補的一体性) が基礎にあれ

ばこそ, 対義結合が成立する」 のである。 対義結合とは, このパースペクティ ブにおける

慣習的な相補的一体性を媒介基礎とするこ とで, 「分け隔てられた正反対の意味を持つ二語

を, なおかつ強引に結びつけ, 第三の意味を醸し出している意味造形法」 である。 正反対

の意味の二語をたんに結合するだけでは矛盾になってしまうのだが, 意味の慣習的な相補

的二重構造に媒介されて, 「語義の逆転現象をひき起し, 逆説的意味造成が起る」 のであ

る。 すなわち, 対義結合といったアナロジーの論理が成立する基礎には, 生活慣習におけ

る相補一体的関係の系列が成立していなければならないというこ とである。 そして, この

相補一体的関係の系列が 「関係の類比的統一の体系」 の必須の部分を成すこ とは, 多言を

要しないであろう。

それでは, 形式論理における矛盾律を成立させる契機である 「矛盾」 はいかに。 この場

合, 矛盾律とは無矛盾律であり, 矛盾は真においては成立できないという こ となので, 問

題は形式論理における矛盾の不可能性というこ とであり, しかも論証論理の公理である以

上, 論点窃取の誤りをおかさずには論証できないめで, 矛盾を容認するこ とへの論駁によ

る間接証明 (一種の帰謬的論証) をおこなう しかないこ とは, すでに第3章で見たとおり

である。 こ こでは従って, た とえ誤謬であろ う とも, なぜ命題の矛盾構造なるものが成立

するのか, その根拠を問う こ とが問題なのである。 命題の矛盾構造とは, ア リス トテレス

の古典的規定によれば√「同じもの 〔同じ属性・述語〕 が同時に, そしてまた同じ事情のも

とで, 同じ もの 〔同じ基体 ・主語〕 に属し且つ属しないという こ と」 (26)である。

矛盾構造は, 「同時に, 同じ事情のもとで」しか成立しないものと規定されているのであ

るから, 「同じものが, 同じ ものに属し且つ属しない」 というのは矛盾ではな く 「対立」 一

般だという こ とになる。 そして, ア リス トテレスが 『形而上学』 すなわち存在論の哲学用

語辞典とされる第五巻の第十章で, 対立 (Tアンティ ケイメナ) と反対 (エナンティ ア) と

を取 り上げているのが注目されよう。 すなわち, ここではまず 「対立と言われるのは, 矛

盾する判断, 反対のもの, 相対関係にあるもの, 欠除と所有, 生成や消滅の始まりと終り

などである」(27)と例示したのち, 「およそ二つの属性で, この両属性を受容し う る同じ或る

もの 〔同一の基体〕 に同時には現在しえないような二つの属性は, それら自体においてか,

あるいはそれらおのおのの要素において, 対立していると言われる」 というように, 矛盾

の側から対立を説いている。

しかし, 特殊的限定 (同時 ・同事情) をうけてしか成立しない矛盾に対して, 対立の方

がより一般者であり, 対立の特殊態として 「矛盾対立」 と 「反対対立卦とが分類されるの

であるから, 上記の説明は認識の序列によるものであるが, 存在成立の序列によるものと

は言い難い。

反対 (エナンティ ア) については, 六つの場合を列記しているが, そのうち 「(三)同じ基

態の受け容れうるものどものうちで最も相異なるものどもであるか」(28), 「㈲およそそれら

(両者) の差別が, 極端に, あるいはその類においてあるいはその種において, 最も大で

あるものどもであるかの場合である」 という規定が注目される。 さ らに, よ り重視される

のは, 「同じ ものとか異なるものとか反対のものとかも, 一や存在の諸義に照応せざるをえ

ない, したがってこれらのものどもはそれぞれ存在の述語形態の異なるに応じて異なるは
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ずである」 (29)という指摘である。 すなわち, 反対 とは, 差異の極大なるものではあるが,

同じ基体もし くは類もし ぐは種に, 同時に受け容れう るもの, もし くは同じ存在の極端に

異なる述語形態という こ とになる。

反対と類比的に規定すれば, 矛盾とは 「同じ基体もし くは類もし くは種に」 同時に受け

容れられないもの, というこ とになろ う。 反対的対立は, 対立する両項が 「同じ基体もし

くは類もし くは種に」 肯定的に受け容れられる (帰属する) のに対して, 矛盾的対立は,

対立する両項が, 相互否定的な肯定と否定として (存在と非存在として) , 一方しか 「同じ

基体 もし く は類もし く は種に」 受け容れられない。 反対対立の場合は, 対立する両項とも

に積極的な対象的意味を持つのに対して, 矛盾対立の場合は, 対立する両項の否定側には

積極的な (実質的な) 対象的意味は成立しない。 このこ とは, 『命題論』 の第二章におい

て, 命題を構成する名辞のうち, 否定的名辞, たとえば 「非一人間」 というのは本来の名

称ではないと指摘しているのが参照されよう。 「むしろそれは 〈無規定の名称〉 であるとす

べきである」 (30)と。 しかし, 規定されない対象は本来の対象ではなく , 存在一般 (その中

には否定や欠如としての <無〉 も含まれる) に還元されよう。 ところで, われわれはこの

存在一般を形式論理の成立基礎としての 「存在の類比的体系」 において認定したのであっ

た。 すなわち, 対立項の一方が, 他方の否定と してのみ成立す る矛盾対立なるものは, ま

さにこの 「存在の類比的体系」 においてのみ成立する, 存在の類比的構造なのである。 矛

盾対立とは, いかなる存在項に対しても, 類比的には, それを否定する対立項を, 普遍的

に措定できる, という こ となのである。

したがって , 形式論理の公理としての 「矛盾律 (無矛盾原理) 」 は, 類比的体系において

のみ成立する矛盾対立を, 形式論理的な, すなわち存在の一義的規定による対象確定の観

点から 「同時に, 且つ同じ事情」 なる限定を与え, 対立をその限定内で極大化させるこ と

によって対立する両項の両立 (存立) を不可能ならしめ, 論理的否認を成立させる論拠な

のである。 そう した論理形式的限定が与えられなければ, 矛盾対立は「存在の類比的統一」

において構成されるのであるから, 命題を構成する名辞の 「同名異義」 が許容されてお り,

したがって両項が両立不可能になるとはかぎらないのである。

以上のように, 形式論理の公理としての同一律および矛盾律が, 「存在の類比的統一」の

仝体 (それは存在宇宙とも呼べよう) から, 「対象の論理形式的統一」 の世界を析出する論

理形式化の根本原理というこ とになろ う。 もっ とも, 存在の対象化は, すでに知覚的現象

の論理でもあるアナロジーにおいて始まっているが, アナロジーは 「主体の対象に対する

関係予想の類同性」 の論理であり, それによって成立している世界は 「関係の類比的統一」

の世界にすぎないし, その場合の対象化はアナロジーによるので, 多様な主体の多様な事

情によって, 対象は多義性をもち, その多義のうち慣習的共通性をもつ部分が, 類種関係

などによって秩序づけられ, 現象の世界が多様な主体の多様なパースペクティ ブの複合体

のよ うな在り方で成立しているのである。 この世界の言表形態がレ ト リッ クであり, この

レ ト リッ クにおける対象指示と, その指示に内包される, その対象への関係のパースペク

ティ ブ とによって, その対象の言表的意味づけがなされる。 その関係パースペ クティ ブの

多様性によって, 対象の多義性が成立すると同時に, 対象指示もまた類種関係や類同性に

よる流動性をともなう こ ととなる。 言表における対象の一義決定性は保障されず, ある程
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度の慣習的共通性が成立するにすぎない。 しかし, それでは厳密な対象指示とその意味を

意識した技術的な共同作業は困難を生ずる。 共同的な対象意識を構成するための言表は,

まず何よ りも一義決定性と, 言語的意識の展開 (思考など) における一禽陛およびその展

開における整合性とを保障する根本的形式を備えていなければならない。 その形式の根本

原理こそ, 公理としての同一律およひ矛盾律である。 これらの公理を守るこ とによって, /

「対象の論理形式的統一」 世界が成立するのである。 それは, 人間の生活における共同技

術的存在世界の中核を成すのである。 共同技術的言論は, 対象的要点においては実証を必

要とするが, その間の論議の大部分は論議自体の論証性にゆだねられる。 この論証性の論

理的機構が形式的妥当性であり, その判定規準になるのが, 形式論理の諸原理であり, 最

終審と して同一律や矛盾律の公理に依拠している。 したがって形式論理の基本性格は, 論

証性 (正当性) をもつ論議を構成する構成形式を与えるところにある。

日常的知覚経験の言表と認知の主たる論理がアナロジーであり, その言表的現象形態が

レ ト リ ッ クであるのに対して, 共同技術的経験における論議の主たる論理が形式論理であ

り, その言表的現象形態が論証である。 しかし, 論証がそれ自体と して論議から析出する

のは, 特殊化された論議である学術理論 ・裁判弁論 ・討論 (争論) ・審議調停などにおいて

である。 と りわけ, 学術理論における恒真命題と必然的推理の形式に依拠した正当性の保

証は, ア リス トテレスの古典論理学の中心におかれた論証 (アポディ クシス) の論理とし

ての演緯法である。 しかし, 多くの論議においては, 論証は論議の中に含み込まれており,

そう した論証的な論議の言論形態を, ここでは広義のアーギュメ ン ト (argument) と呼ん

でおきたい。 広義と称するのは, ここでは, 談論 (discourse) ・討議 (discussion) ・論争

(dispute) など, さ らには前記の論証の諸形態 (理論的論証 ・弁論 ・審議など) をも含め

た総合的名称として 「アーギュ メ ン ト」 を使用するからである。 第二部のテーマに 「アー

ギュ メ ン ト (論議) 」 を用いたのは, この意味においてである。 もちろん, 論議のすべてが

形式論理 とそれによる論証のみで出来ているなどと考えているわけではない。 論議の本質

的部分の性格がそうだと言うのであって, その点で修辞的言論のアナロジー的レ ト リック

とは質を異にするのである。

第 5章 論証術 と弁論術と弁証術

ところで, ア リス トテレスは学問 (哲学) の論証 (アポデ彩クシス= 演棒) と, 弁証術

(ディ アレクティ ケー) における問答法的論証と, 弁論術 (レ ト リケー) における説得推

理 (enthymema, 省略三段論法とも訳される) とを区別しているが, その点を検討してお

く必要があろ う。

ア リス トテレスは, 『 ト ピカ』 の第一巻第一章において, まず 「推論 とは, 或るこ とども

が定立される と, これら前提となったこ とども とは何か別のものが, これらの前提によっ

て必然的に結果する論議の方式のこ とである」 (31)と規定し, 次いで(イ)論証 と(口)弁証術的推

論とを次のように区別する。

(イ) 「推論が, 真実な最初のこ とどもから出発して行なわれるとき」

(口) 「通念から出発して推論する推論 (弁証)」 ご
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「真実な最初のこと ども」 とは 「他のものどもによってではな く , それ白身によって確

信を得るものども」, すなわち自体的に真なる前提のこ とである。 それに対して, 「通念」

とは, 「すべてのひとたちにようてか, あるいは大多数のひとたちによってか, あるいは知

者たち……1こよって 〔そうだと〕 思われているこ と」 にすぎないとされる。

㈲事実そ うでない 「見かけだけ」 の通念から, さ らには 「見かけだけ」 の推論がなされ

る 「争論的推論」 も区別される。

(二)また 「或る種の諸知識に特有な 〔しかし真実でない〕 前提から生じる誤謬推理」 も指

摘される。 それはア リス トテレスが 『脆弁論駁論』 でよ り詳細に論 じたものである。 そこ

では, 脆弁の生じる理由 ( トポス= 領域) の一つを言葉に見出している。 「最も普通である

一つの領域は, 用いられる名辞にのみ依拠して行なわれる議論という領域である。 という

のは, 推理問答に際して, 論ぜられる事物そのものを実際に問答に持ち込むこ とはできな

いので, 事物の代わりにしるし (象徴) として名辞を用い, そしてその結果, 結論におい

て名辞に生ずるこ とは当然, 事実自身にもまた生ずると考えるに至るからである」。 (32)

この検討に続いて, ア リス トテレスは, 言葉の象徴的記号院について, 重要な指摘を次

のようにしているが, それは引用して指摘するだけとしよう。 「しかしながら, 名辞と (そ

れによって指示される) 事物とにおいてでは, 事情は同じではない。 何故なら, 名辞の数

も, また定義 〔言葉による説明方式 ( = 指示的意味づけ) 〕 の数も限られているのに対し,

事物は数的に限りがないからである。 したがってその結果, 同じ定義や一つの名辞が, 多

くの事物を意味するこ とになるのは不可避である」。 すなわち, 重要な点とは, 言葉(名辞

や定義など) の象徴的記号性の論理構造が, アナロジー的統合を基礎としていると言うこ

とである。 (例えば, アナロジー的類種的関係による結合は, 類的統合によって種差的分析

が捨象され, 種は類に外延的に並置されるだけである)。 だが, この件は, 後の検討のため

に記憶するに止めよう。

なお 『脆弁論駁論』 では, 推理問答の形を持つ議論としての四つをあげ, 教示的 ・弁証

術的 ・吟味的 ・争論的議論に分類している。 そのうち, 教示的なそれが論証的推理 (アポ

ディ クシス) にあたり, あとの三つが弁証術 (ディ アクレクティ ヶ一卜にあたると訳者は

注記している(33)。後の三者の区別は丿弁証術的な議論とは, 一般に受け入れられている〔臆

説的 ・通説的 ・蓋然的〕 前提に基づいて, 与えられた主張 〔命題〕 とぽ矛盾する結論へと

〔反駁的に〕 推論を進めるものであり, 吟味的 〔検証的〕 な議論とは, 応答者が容認して

お り, また, 当の論題について知識を有していると自称する人ならば誰でもが知っていな

ければならないところの 〔通説的レ前提に基づいて推論を進めるものであり, 争論的な議

論とは, 一般に認められているように見えるが実際にはそうでない前提に基づいて, 推論

を進める, あるいは, ただ推論を進めるかのように見える議論」 (34)というこ とである。 推

論過程において, 反駁的と分析的と偽似的との区別があるが, 前提命題が 「臆説的 ・通説

的 ・蓋然的」 であるこ とにおいて共通してお り, 前提命題が寸真知的 ・ 自体的 ・必然的」

である論証 とその点で区分されている。

以上によって, 古典的論理学は, 推論的論議を, 前提命題を二種類 (虚偽命題を含める

と三種類) に分類し, 推論過程の論理形式 (推理) について吟味分析するこ とによって,

形式論理を確立 したこ とが知られる。
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ところで, 最後に 『弁論術 (レ ト リケー) 』 において取りあげられている説得推理 (エン

チュ メーマ) を検討しなければならない。 訳者は第一巻第一章の注記において, 弁証術と

弁論術との違いを次のようにまとめている。「弁証術は, ①理論的にも実際的にも, あらゆ

る種類の問題を扱う。 ②問答によって議論を進める。 ③議論は一般的 ・普遍的性格である。

これに対し弁論術は, ①理論的には問題 (領域) を選ばないが, 実際上は政治的領域がほ

とんどである。 ②連続的な語り方を用いる。 ③結論は一般原理とか普遍法則でな く, 個別

的ヶ- スについてなされる」。 (35)

両者には, このような概略の区別があっても, ア リス トテレスによれば, 「弁論術は, 弁

証術と品性に関する研究 (倫理学, 「それは政治学と呼ばれてしかるべきもの」) とから派

生するいわば分枝のようなもの」 (36)である。 弁論術は, 弁証術の推論と帰納とに類比的

に, 説得推論 (エンチュ メーマ) と例証とを方法とする。 例証は 「結論される命題に対し,

……音IS分の部分に対する, 似たものの似たものに対する関係にあるのである。 すなわち,

二つの命題が両方とも同一の類に属 してお り, だが一方が他方よ りもよ く知られている場

合に, その熟知されているものがも う一方の例証となるのである」。 (37)この説明によれば,

例証の方の論理はアナロジーだ と言わなければならない。 しかも例証は弁証術における帰

納と 「類比的に同じ」 (38)だ とされている。 それでは, 帰納 とアナロジー との関係いかにと

問わねばな らない。

『分析論前書』 には, 第二巻IIIの部に, 帰納法と例証法とが 「推論類似の方法」 として,

それぞれ第23章 と第24章に主題的に取 りあげられている。 そこでの帰納は, 推論形式に類

比的にまとめられ, 「一方の端項 〔小項〕 によって他方の端項 〔大項〕 を中項に 〔述語であ

ると〕 推論するこ と」 (39)とされている。 すなわち, すべての Cが A であり, すべてのC

が B であれば, 「そこでもし Cが B と転換されてかつ中項 B が 〔小項 Cの領域以上に〕

はみ・出さないならば」, 大項 A は B に 「必然のこ と として」 述語される, という こ とで

ある。 それは 「第一のかつ中項ぬきの前提 〔論証推論の大前提〕 を推論する」 のであるか

ら, 「〔論証〕 推論と 〔矛盾〕 対立している」。 ア リス トテレスは結論的に 「本来は, 中項に

よる推論が, いっそう先でありいっそ うよ く認識されうるが, われわれにとっては√帰納

法による推論が, いっそう明瞭である」 と指摘する。 しかし, この結論は, 論証推論優先

のア リス トテレスの偏見であって, 帰納法がなければ推論の大前提は, 知的直観かアプ リ

オリにしか与えられないこ とになるはずである。 他方, 帰納法の方は前記の 「もし」 条件

が成立しなければ必然的推論の形式は とれないのであるから, それは自明的に明瞭なわけ

ではな く, むしろ 「もし」 条件による蓋然的推論でしかなかろ う。 あえて言えば, 類推に

よって得た結論の一般化なのである。

第24章での例証法の検討によれば, 他の事例からの帰納法的結論を大前提と し, 当の事

例をそれに関連させるこ とによって, その事例の結論を得る方式である。「いわば, 部分か

ら部分への方式であって, 〔部分 と しての〕 両者 〔両者側〕 がと もにひとつの同一のこ とに

下属し, その一方が既知であるときの 〔推論風な論法の〕謂である」。 すなわち√帰納法と

の差異は, 帰納法の結論を, 新しい事例 (部分) に結びつけて, それを結論とするこ とや,

帰納法の 「もし」 条件のように 「すべての不可分なものども (全事例) から」 証明する (完

全枚挙) のではな く , 例証法では 「すべての 〔不可分な〕 ものども 〔すなわちあらゆる事
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例〕 から証明するのではない点である」。 これらの差異点から見て, 例証法は 「推論風な論

法」 に形式を整えられるとしても, 帰納法よりもいっそう類推論理的なものであるこ とが

了解されよう。

弁論術は, そう した性格の例証と 「ヱンチュメーマ (enthymema) 」 とから成る。 後者は

類比的に 「説得推論」 と訳され, 実質からは 「省略三段論法」 と訳されるように, 論証的

推論とは異なり, ①その扱う対象は 「ほとんどの場合他のようでもありうるもの」 (40)であ

り, ②それは, 説得推論のほとんどは 「部分的で特定された種類のトポズ (領域 ・論点)

から導き出されており」, トポスが異なれば, 異なった命題が導き出されるからであり, ③

説得推論の前提は, したがって 「<他で もありう るものに関して〉 ありそうなこ と」 や個別

的で 「反論可能な」徴証といった蓋然的なものであり, ④しかも説得推論の場合は, 「前提

のどれかが周知のこ とである場合には, それを挙げる必要はない」 ので, 説得推論の前提

は基本的推論の前提より数が少 くなる(その点で省略三段論法とも訳されるのである)。 し

かも, 弁論術によって働きかける目標や聴き手から言って, それは審議的なもの (勧奨か

制止) , 法廷的なもの (告訴か弁明) , 演説的なもの (称讃か非難) の三種類に分けられる

が, いずれにせよ説得推論の結論は個別的ヶ- スについてなされるのである。 と もか く ,

それは特殊的な前提から特殊的な結論を導出する過程となる点で, やはり類推論理的性格

が強いと言うべきであろう。

以上の検討で, 論証的推論が形式論理と して確立されるこ とによって, 本来は類推論理

的なものである帰納法や例証や説得推論が形式論理風に定式化されたと見るこ とができよ

う。 例証と説得推論とによって弁論術が構成されている点では, それが説得力を持つため

に推論風形式に整形されるとしても, 弁論術 (レ ト リケー) の論理的実質はアナロジーで

あり, その推論風形式は類似推論にすぎないのである。 こ う した実質と表現形式の乖離が,

レ ト リヶ一を表現形式だけの 「修辞術」 に陥いらせる一因となったのであろ う。

それでは, 推論と帰納法とより成るとされる弁証術 (ディ アレクティ ヶ- ) の論理的性

格はどうであろうか。 帰納法部分がアナロジー的性格をもつこ とは既に検討した通 りであ

るが, その推論は論証的演鐸とどういう関係にあるのだろうか。

論証の前提は自体的に真か必然的に真なる命題でなければならない。 弁証的推論は真ら

しい通念やそれに反する立論を, 矛盾対立命題 (問題の形態) として前提する。 『 トピカ』

第 1巻第n章において, ア リス トテレスは 「弁証術的な問題は, 選択と拒否に対して, あ

るいは真理と認識に対して寄与する考察の対象である」 (41)とする。 前提が問題の形態をと

る以上, その後の推論過程は問答法の形態をとる。 そこでの推論は, 論証のような証明的

肯定の連続的過程ではな く , 「命題を くつがえそう とする」否定による対立的断続的過程な

のである。 しかも, それぞれの命題が成立する トポス (領域 ・論点) での類似性にもとづ

く対応関係 (類比関係) を重要な手がかりとする (対応の有無による肯定と否定の選択的)

推論過程となる。 したがって, 極限的には肯定と否定の矛盾的対立の選択形態をとるが,

反対対立 ・相対関係的対立 ・欠除的対立などの諸対立もまた選択枠組と して採用される。

しかし, 排中律 (対立の中間者の不可能性) を成立させる矛盾的対立以外の対立は, 必然

的結論を導出できない。 その点でも, 必然的推論をモデル (理想型 ・恒真的推理) とする

論証 とは異なる。
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以上の検討から得られる弁証術の論理的性格は, 帰納法と問答的推論との組合せによる

アナロジーと論証との総合的な論議形態であって, 論証の極限性を超えうる現実的総合性

をもつものと考えられる。 論証は, その必然的な真なる前提の点でも, 恒真的モデルに妥

当するための公理である矛盾律とその成立条件である 「同時 ・同事情」 性の点で乱 同名

異義的類比や類似推論 (類推) といったアナロジーを排除する一義決定性としての同一律

の点でも, その結論の必然的普遍性にもかかわらず, 極限されていると言わなければなら

ない。 それに対して, 弁証術は, 論証の形式性をモデルとしながらも, 論証の前提のよう

な必然的恒真命題に限定されない広範な現実的総合的命題, しかも真偽を超える普遍性を

もつ矛盾的問題命題を前提 とするこ とが出来, さ らに必然的推論過程だけでな く , アナロ

ジー的多様性を導入し, 蓋然性をも許容し, 対立的問答法という総合性をもつ推論過程に

よって, 問題的前提命題を超える発展的結論すらも可能なのである。 しか七, 『 トピカ』に

おいて弁証術を取 り上げてあるア リス トテレスにとっては, 学問的論証に至る準備訓練と

して位置づけられているので, 論証風の形式化の枠組内へ整形しよう とするため, 弁証術

のもつ総合的創造性へは目が向けられていない。 ア リス トテレスの弁証術は, 形式論理の

枠組内に打し とどめられたダイアレクティ ッ クだと性格づけるこ とができよう。 そうだと

すれば, 形式論理の枠組を超えて, 総合的創造性を発揮できるダイアレクティ ッ ク とはど

うぃ う ものか。 われわれはそれを, 第三部において検討する予定である。 しかし, その前

に, われわれが今までア リス トテレスの古典論理学の形態で検討してきた形式論理を, 記

号的形式化を徹底させ, 数理的取り扱い (記号的命題計算) によって, いっそう普遍化さ

せた近代的論理学 (記号論理学または数理論理学などと称されるもの) において, 形式論

理の論理的性格を再検討してお く必要があるだろう。 ただし, 多様な展開をとげている近

代的論理学のうち, 主要なもの二 ・三について, 形式論理の性格づけという課題にしぼう

て検討すれば足りるであろ う。

まず第一に検討すべきは, 近代論理学を数理論理学と して確立したとされる 「プ リンキ

ピア ・マテマティ カ」 (第一巻1910) における B ・ ラッセルとホワイ トヘ ッ ドとの見解で

あろう。 その基礎論的な主張がまとめられている 「第一版への序論」 を中心に取りあげよ

う。 <

「まえがき」によると, 本書第一部の目的は, 要約すると①無定義な諸観念(原始概念) ・

証明されていない命題 (原始命題) を最小限に減すこ と, ②その諸記号 (symbols) によっ

て, 数学的命題の精確な表現を行なう表記法を確立するこ と, ③記号論理学および集合体

理論に生じている一群のパラ ドッ クスを解決するこ と, である。 ③について, 著者たちは

「以下で提示されるようなタイプ理論は, 単に矛盾の回避へと導 くのみならず, これらの

矛盾を生じ させたまさに当の誤謬について も, その所在の発見へ と導 く はずのものであ

る」 (42)と信念を記している。 この信念を達成するために, ラ ッセルらは, 記述的諸表現の

理論と, クラスおよび関係の理論について, 困難な方法 ・定義 ・表記法をとったと言う。

すなわち, 「厳密に適正な推論による証明を実現するこ とが目指されるすべての箇所におい

第 6章 近代論理学と形式論理の性格
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て, 〔日常言語の〕 語とは異なった記号体系 (symbolism) を使用した」 (43)というわけであ

る。 その理由を, かれらは五つ挙げているが, そのうち主要な 3点を要約しよう。

① 「本書で採用される諸概念は, 〔日常〕 言語のうちで考察される馴染み深い諸概念より

ももっ と抽象的なものである」。 (44)したがって 「いかなる 〔日常〕 語を用いよう ども, それ

らの語の通常の意味に対して不自然な制限を課すこ とが要求される……」。

② 「〔日常〕 言語の文法構造は, きわめて多様な用法に適合するものとなっている。 とこ

ろが, 本書で採用されるような演鐸的な推論の連なりのうちに登場する諸過程や諸概念は,

その数がご く限られている上に, 高度に抽象的ではあっても単純なものであり, このため

〔日常〕 言語の文法構造は, それらを表わしうるような一意的 (unique= 一義的) 単純性

には欠けているこ とになる。実際, 本著作の諸概念のまさに抽象的な単純毘のゆえに, 〔日

常〕 言語はその効力を失う こ とになる」 (45)のである。

③ 「考察しよう とする領野の抽象性があまりに高く, 採用されている概念間の真の関係

を想像力によって心に思い浮かべるこ とが容易でないような場合には↓記号体系の諸規則

を演緯過程に適合させるこ とによって, 直観の助けとするこ とができる。というのも, 種々

の記号連結が, それぞれ重要な概念連結を表わすものとして馴染みあるものとなっていき,

’゚゚ ¨ J゙o (46)

そして, 最後の⑤の(b)において, 著者たちは, 「に う した」 記号体系の助けによれば,

通常は数学的取り扱いに服するこ とがないと見なされるような思考の諸領野にまで演鐸的

推論を拡張するこ とができるのであり, この点を示すこ とが本著作の副次的な目的である」

と, 今 日のサイバネティ ッ クスやコンピューターの発展を予言する展望で, その 「まえが

き」 をむすんでいる。

そのあと, 序論は三章に分けられ「種々の概念と表記法についての予備的説明」 「論理的

タイプの理論」 「不完全記号」と展開されているが, その内容については必要に応じてふれ

るこ と とし, 当論文の主題である 「形式論理の性格いかに」 を, この数理論理学 (それは

記号論理学でもあるのだが) の古典において問題にしていこ う。

まず第一に, 著者たちは 「〔日常言語の〕 語 (および文法構造) とは異なった記号体系

(symbolism= systemofsymbols) を使用している」 と言う。 しかし, かれらの記号体系

に対応しているのは, 学術用語であって 日常言語ではない。 例えば, 日常言語の主要な言

表形態であるレ ト リ ッ クや, その基礎的論理である類推論理は, 学術用語による理論体系

においては論理方法としては認められない。 したがって, 「簡潔さ を実現するためには, 本

著作に現われる演鐸の諸過程や諸概念を表わすために特別に考察された記号体系を用いる

こ とが必要なのである」 と言っても, そういう記号体系を用いるこ とが出来るのは, 学術

用語という人工言語による概念とその演緯過程を主とする理論体系に対してなのである。

その証拠に, 本書の訳者は, その解説において, 前世紀以来の数学の一般的動向, と りわ

けカン トール的集合論などの成果によって 「統合化に向かっていた数学的データの提供を

受けるこ とは, 本書のような企てにとって必須だったのであり, またすでに, この統合化

の水準は十分と言えるだけのものに達していたのである」 (47)と指摘している。

すなわち, すでに十分な程度の統合段階に達していた, 形式論理的概念とその演緯体系

を, ペアノ らの準備した記号論理学の表記法を整備して用いるこ とで, いっそうの抽象的
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一般化を達成した, というこ となのである。 と りわけ, 記号論理学的表記法の記号体系を

採用した理由にあるとお り, その優位性は 「一意的単綺陛」 にあるのであり, さ らに演緯

過程における概念連結 (推論) を記号連結によって表記代行することによって, 概念的思

考よ り, よ り 「高位の諸連結」 を達成するこ とができ, 概念的思考によっては達成し難い

「抽象的な概念間のよ りいっそう複雑な関係を表わす」 (48)こ とができる と言う こ とであ

る。 これらの優位性は, これまで取り上げてきた形式論理の特性 (一義決定性と矛盾律に

よる必然的推理展開) を, 強化 ・拡張したもめと性格づけるこ とができよう。

ラ ッセルらによる記号的数理論理学の, 形式論理的優位性は, かれら自身がその主要な

貢献としている①クラス論, ②タイプ と階層体系の理論, ③還元公理などに見られよう。

ラッセルたちは, 今日の命題論理から出発する。 と りわけ 「命題の関数」, すなわち 「従

属的な諸命題をひとつに集めて単一の複合的命題をつ く り出す場合」, 四つの事例が重要だ

とする。 すなわち, 矛盾関数 (否定) , 選言関数 (論理和)√連言関数 (論理積) , 含意関数

であ り, それらは真理値の確定した定項であ り, 他の命題関数の定項は, これら四者から

段階的に形成されるとする。 すなわち, いっ さいの命題の相互関係は, これら四つの命題

言表関係から構成されるこ とになる。 そして, 構成される複合的命題の真理値は, それを

構成する従属的な諸命題の真理値によってのみ決定されるのであって, それら諸命題の内

容には無関係なのであるJ このように, 命題関数が 「真理関数」 として扱えるのは, 「数学

が関わりをもつものが, 常に内包 (intension) であるよりむしろ外延 (extension) である

ためにそうなるのである」 (49)と, かれらは明言する。 このこ とは 「クラスと関係の理論を

考察するに到ればいっそう明白となるであろう」 とも指摘している。 したがって, 命題を

命題関数と して, 記号的数理論理学的表記法を採用する場合には, 命題とその構成要素と

しての概念は, フレーゲの言う 「指示的意味 (Bedeutung) 」 において関係操作されるとし

ても, 「内包的意義 (Sinn) 」 は捨象されるというこ とになる。 すなわち, この論理学にお

いては, 命題および概念の同一性は, 内包的意義をも含む同音陛 (一義性) ではな く , 対

象指示の同一性へと単純化されるのである。 したがって, 対象指示の合 ・否と しての真 ・

偽である真理値のみで, 命題計算が可能となるのである。 しかし, 言表の対象との関係が,

指示内容を捨象した指示関係にのみ還元可能なのであろうか。 それが可能であったのは,

かれら自身も明言しているとおり, その言表 (表記) 対象が 「数学の特質に密接に関連し

たもの」 であったからではないか。 同様のこ とは, 例えば 「形式的同値」 を説明している

箇所でも見られる。 二つの命題関数が形式的に同値であるならば, それらは 「いかなる真

理関数においても, 各々を他方と交換するこ とができ」(50), 「同じ外延を持つ, つまり, 一

方を充足するいかなるX (命題) の値も他方を充足する」。 (命題関数を真にするような要

素命題の値は, 関数を 「充足する」 と言引 。 命題関数を含む命題 (関数の関数) の真理値

は, 含まれる命題関数の 「外延にのみ依存する」。 「いま述べられたこ とは, 数学が特に関

わる命題の関数がすべて真理関数であるという事実と, 数学が内包より外延に関わるとい

う事実との関連を説明するものである」o(51) ■ ■

さて, クラス論に進もう。 「クラス (class, 集合体と同じである) は, 命題関数を充足す

るすべての対象のこ とである。 ‥…・したがって, あらゆる命題関係は或るクラスを規定す

る」。すなわち, クラスとは外延の集合というわけである。 このようにして導入されたクラ
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スに関連して, 形式論理学のもつ二種類の困難のうちの一つが発生すると言う。 それは,

パラ ドッ クス問題と。言われるものである。 それに対して, ラッセルたちは, 次のような限

定で対抗しよう とする。 すなわち 「クラスはその規定関数の代入項として適切な対象には

なりえないというこ とである」。 (52) Γαをクラスとし, φ又 をその規定関数のひとつとす

る。 〔つまり, α= 2 (φZ) とする〕。 このとき, φαは単に偽であるというだけでは不十分

であり, 無意味でなければならない。 このようなわけで, 一見対象に見えるものを本質的

に異なったタイプめものに分類するこ とが必要に思われる。 この問題全体はタイプの理論

に基づいて第二章で議論され」 (53)る, と。

このタイプの理論を呼び出すための媒介項が, パラ ドッ クス批判の原理 と しての 「悪循

環原理」 である。丁不当な全体を排除するための原理は, 次のう よに述べられる。 <或る集

まりのすべて 〔の成員〕 を含むものは, 何であれ, その集ま りの一員であってはならな

い〉。 あるいは逆にく或る集まりが, 全体をもつ と仮定するとその全体によってしか定義で

きないような要素を含むこ とになって しまう場合, その集まりは全体をもたない〉」。 (54)

パラ ドッ クスを生む矛盾は, 関数のタイプの階層という隠れた多義性を無視するこ とに

よって生じている。 固体の関数のクラスなのか, それと も関数の関数のクラスなのか, な

ど。 このような 「タイプに関する多義性を隠しもった語」 と七て 「真, 偽レ関数, 属性,

クラス, 関係, 基数, 。順序数, 名前, 定義など」 が挙げられている。 それは, 語の意味を

対象指示性にのみ抽象するこ とから生じる隠れた多食1生なのである。 しかし, そう した夕

イプ上の多義性をもった語や記号を排除するわけにはいかない。なぜなら, 「こ う した語や

記号は数学や数理論理学が関わっているほとんどすべての概念を覆っている。 つまり, 体

系的な多義性は体系的な類比の結果なのである。 ……タイプ上の多義陛をもつ語や記号を

採用するこ とによって, 我々はひとつの推論の連鎖を無数の具なづた場合のどれにも適用

するこ とができる」(55)というわけなのである。 そして, その体系間の類比的関係は, 「存在

の類比的体系」 に基礎をもつ 「対象の類比的体系」 によるこ とは, もはや多言を要しまい。

以上によって, 少な く とも次のように言えるであろう。 記号的数理論理学は, 形式論理

から抽象された一体系であるが, その抽象によって隠された多義性によって, 他の体系(例

えば古典論理学など) への類比的汎化か可能になっているというこ とである。 記号的数理

論理学は, 人工的言語 (技巧的言語artificiallanguage) さらには記号を用いることによっ

て, それらの対象指示性のみの相互関係の形式と, 対象指示性そのものの対応性としての

真理値とを骨子とする, 抽象された形式論理の体系なのである。

古典形式論理学が, すでにア リス トテレス論理学について見たように, 名辞 (を基礎と

する) 論理学であり, 名辞の対象指示性とその外延のみでなく , 名辞の内包的意味とそれ

による類種関係が基本要件となって体系化されているのに対して, 記号的数理論理学が内

包的意味と類種関係 (その種差は内包的意味関係) とをできる限り捨象し, そのために隠

れたタイプの階層体系を類比的に超える汎通性をもつ命題論理学として出発する。 なぜな

ら, 内包的意味によって, 対象指示が規定される語句から, その内包的意味を捨象して記

号化 した場合, 命題形式をとるこ となしには, 対象指示が確定されないし, それなしには

真理値は成立しないからである。 ( したがって, 真理値は命題から成立するのであって, 名

辞 (項記号) 段階からは成立しない) 。 ところで, 数理化された命題論理学は, 命題関数の
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論理学であ り, 関数の汎通性のゆえに犯される隠れるタ イプの多義性を無視するこ とに

よって起る矛盾 (悪無限的パラ ドッ クス) を防止するためには, 「クラスについての命題

は, 常にそのクラスを定義する関数, つまりそのクラスの要素によって充足されるがそれ

以外の代入項によっては充足されない (真とはならない) 関数についての言明に還元しう

る」 (56)還元公理によって関数の適用が制限されなければならない。 それはまさに, 関数の

対象指示性のタイプ的一変陛 (関数の値は不特定ではあるが確定した意味をもつ) を保障

せんがためであろう。 ラ ッセルらの本にも, 第2章第4節にわざわざ 「なぜ関数は特定の

タイプの代入項を要求するか」 という問題を掲げて検討している。

「関数を代入項にとる種類の関数」 と 「関数とは異なる代入項をとる種類の関数」 とを

比較するこ とによって, 「関数は, 当の関数それ自身によって定義されたいかなるものを

も, 有意味な仕方でその代入項としてもつこ とはできない」 (57)という見解が支持されると

言う。 このようにタイプの異なる関数とは, まさに関数の対象指示性の相異なのである。

この場合の有意味性とは, 対象指示の成立のこ とであって, 内包的意味でないこ とは明ら

かであろう。「実際, 関数とは人間であったりなかったりするこ とのできるようなはっ きり

定った対象ではな く , 決定を予想する単なる不特定性であって, それが有意味な仕方で現

われるためにはしかるべき決定を受けねばならないのである。 だが明らかに, 単に命題中

の確定的な何ものかに代えて関数が代入されたというだけでは, そう したしかるべき決定

を当の関数が受け取っているこ とにはならない」 (58)という説明からも, それがうかがわれ

よう。

このよう に, 内包的意味を捨象する記号的数理論理学は, 古典論理学では内包的意味に

よって保障されている同一律を, 対象指示の形式的同一性として保障するために, 命題の

多様な形式に応じて, い くつかの同一性命題の形式に分析される。 ラッセルたちによれば

次のとおりであるが, 内包的同義性がないこ とに注意したい。 (卜は主張記号)。

卜. X = X (同一性の反射性を表現する) 。

卜 : X = Y . - . Y = X (同一性の対称性)

卜 : X = Y . Y = Z . ⊃ . X = Z (同一性の推移性)

反射的同一性は, 自同律として, 二つの形式で表現される

卜 : p . = . p . p

卜 : p . ゜ . p V p

それは何故か, と問い直すこ とができよう。 われわれは, すでに形式論理が, 日常経験

的言表論理からの二重の抽象によって成立しているこ とを見てきたのであるから, 形式論

理の礎石と しての自同律が, そう した日常経験に根ざしていると推定できよう。 日常経験

の基礎が知覚であり, 自同律 (よ り抽象的形式としては同一律) は言表における対象確定

(一義決定性) の根本原理だとすれば, 知覚とその言表との関連において自同律 (同一律)

の構造が検討されよう。 ところで, 日常経験の言表論理は, アナロジーをモデルとして検

出しなように 「対象に対する主体の関係の予想」 すなわち 「主体のパースペクティ ブ」 を

基本構造と していた。 それは知覚の場合も同様である。 したがって, 視覚によって対象を

確定する場合, 右眼視 (右眼で見た対象) と左眼視 (左目で見た対象) との何らかの同一

化 (類比的一致もし くは統一) が必要となる。 形式論理においては, 主体の側か捨象され,
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対象が抽象化されるのであり, さ らに記号的数理論理学では記号計算にまで形式化される

のだから, 視覚による対象 X の確定を記号化するとすれば, 次のようになるであろう 。

まず, 右眼視による対象 XR と左眼視による対象 XL がもし同一であるとすれば, 両

者とも記号としては, X と X である。 ①右眼視と左眼視が, 視覚調整によって一致する

とすれば, 対象 X三X . X (論理積) となろう。 ②右眼視と左眼視の合成によって, 総合

的 (立体的) 対象像が成立し, どちらの視覚像も対象像の一面として, 統一的 (個体的)

対象が確認される場合, 対象X三XVX (論理和) となろう。 ③以上のいずれによっても,

対象 X= XR= XL, すなわち X= X であ り, それは知覚の反射的調整機構によって成立

していることである。 ④その反射的調整は, 右眼視を規準におこなわれよう と, 左眼視に

よろう と, 同一対象の確認となるので XR= XL. 三.XL= XR である。 ⑤一眼ずつ対象を

視たと しても, 対象の同一性は変化しないとすれば, XR= X. X= XL : ⊃ : XR= XL と,

記号で表記されよう。

ラ ッセルたちの√今では古典的とされる記号的数理論理学における形式論理の性格につ

いての検討は, 非常に不十分ではあるが, このあた りで中止するこ とも許されよう。 かれ

らの 『プ リンキピア』 は三巻にわたる大著であるし, かれら自身の基礎的検討自体が, こ

の序論にまとめられているのだから。 それに, 本論文の予定枚数を大巾に超過したこ とが

決定的である。

近代論理学における形式論理の性格の検討は, このあと, 論理実証主義の代表的見解の

一つ と してカルナ ップを, その自己再検討の巨匠と してヴィ トゲンシュ タ イ ンを。 さ らに

論理主義の徹底から現象学を形成したフ ッサールの見解などを検討すべ く準備したが, 次

回へまわさ ざるをえな く なった。

また, 形式論理の近代論理学的発展形態と して, 命題論理から述語論理へ, さ らに関係

論理学, 様相論理学, 多価論理学などへの発展も検討する必要があるし, 今日の発達した

言語学や記号論, また認知心理学などにも関連事項があるし, シンタ ッ クス (統語論) ・セ

マンティ クス (意味論) ・プラグマティ クス (語用論) などとの交渉も必要であろう。

しかし, 何よりも必要なこ とは, 形式論理そのものの批判的検討であろう。 近代論理学

の分野では, 後期ヴィ トゲンシュ タ イ ンやオースチンらの日常言語学派と呼ばれる人びと

の批判的検討であろ う。 それは, 形式論理自体の立場からの自己超克の試みと言えよう。

他方, 形式論理の徹底を通じて, 批判的に弁証法論理への道を拓いた幾つかの業績もまた

重要である。 エレア学派とヘラクレイ トス との論理的関連, ソフィ ス トたちの相対主義的

形式論理とソ クラテスの問答法との対決, プ ラ トンやア リス トテレスにおける形式論理と

弁証法の未分化の問題, 中世の論理学的論争での形式論理と弁証法, ドイツ観念論におけ

る批判的形式主義から弁証法論理学への発展の問題など, それらは, 第三部に予定してい

る弁証法の根本性格の解明問題へと, 主題がおのずから移行転化する検討過程であろ う。

連続の不連続, 質的転化の結節点をどこに置 くか, どこまでを第二部の形式論理問題の後

半と し, どこから第三部の弁証法解明の部の導入部とするか。 それが, これからまず検討

しなければな らない問題である。
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第2章

( 1) 『ア リス トテレス全集』 第1巻 「カテゴリー論」 第1章 (和訳) 岩波書店

同名異義的 (ホモーニュモン) , 同名同義的 (シュ ノーニュモン) における同名について, 名称と訳

されているが, 名前, 名詞とも訳される「オノマ」のこ とであり, 第2章からは命題構造との関係で

名辞と訳しかえてお く。

( 2) 『ア リス トテレス全集』 第一巻 「命題論」 第4章

( 3) 同上第9章

( 4) 同上第 1章

( 5) 同上第 3章

( 6) 同上第 1章

( 7) 同上第6章

第3章

( 8) ア リス トテレス著 『形而上学』 (上) 出隆訳 p. 122 岩波文庫

( 9) 同上 p. 123

(10) 同上 p. 125 十

(11) 同上 p 131 ¥

(12) 同上 p. 132

(13) 同上 p. 136

(14) 同上 p. 135

(15) 同上 p. 131

(16) 同上 p. 137

(17) 同上 pp. 283-4

第4章

(18) 同上 pp. 176-7

(19) 同上 pp. 166-7 二

(20) 同上 p. 172

(21) 同上 pp. 349-350 ,。

(22) 同上 pp. 238-9

(23) 同上 p. 113

(24) 同上 pp. 114-5

(25) 『全集』 第一巻邦訳 p. 340

(26) 『形而上学』 邦訳 p. 122

(27) 同上 p. 26

(28) 同上 p. 179

(29) 同上 p. 179 ¥

(30) 『全集』 第一巻邦訳 p. 87

第5章

(31) 『全集』 第二巻邦訳 p. 3 し

(32) 同上 p. 368

(33) 同上 p. 474

(34) 同上 p. 370 い,・

(35) ア リス トテレス著 「弁論術」 戸塚七郎訳 pp. 405-6 岩波文庫

(36) 同上 p. 34

(37) 同上 p. 41

(注)
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(38) 同上 p. 35

(39) 『仝集丿第一巻邦訳p. 419

(40) 『弁論術』 邦訳 p. 37

(41) 「全集」 第二巻邦訳 p. 19

第6章

(42) ホワイ トヘッ ドと B ・ ラッセルの共著 『プ リンキピア ・マテマティ カ』 岡本賢吾他訳 p. 19 哲学書

房 し

(43) 同上 p. 20

(44) 同上 pp. 20-1

(45) 同上 p. 21

(46) 同上 p. 22

(47) 同上 p. 290

(48) 同上 p. 22

(49) 同上 p. 38

(50) 同上 p. 79

(51) 同上 p. 79

(52) 同上 p. 85

(53) 同上 p. 85

(54) 同上 pp. 130-1

(55) 同上 pp. 205-6

(56) 同上 pp. 201

(57) 同上 p. 157

(58) 同上 p. 158-9


