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知ること

１.１ 「人は知ることを好む」

人間とはまったく不可思議な生きものであ
る、
といえば皆がそう思うだろう。
不可思議、
不

およそ２千５百年ほど昔に中国、ギリシャ、

思議、という言葉は“理解できない”というこ

で人間、社会を概観して、一体我々は何をす

とだと“理解”しているからである。この言葉

る生きものか？という考えを纏めて書物にす

のルーツはインドの言葉サンスクリットの、

る、という試みがほぼ同時になされ始めた。

アチントヤ（acintya、英語のunthinkable）で、

孔子の言行録「論語」とアリストテレスの
けいじじょうがく

「形而上学」をそれらのシンボルと見て、内

これは仏教用語のひとつらしい。

容をサッと見ることから始めてみよう。

理解する、理解しない、ということは人間
の“考える”という機能の働きの結果を示して

論語の最初の文章は有名で「学びて時に之

いるのだから、一体なにが理解できて、理解

を習ふ、また説ばしからずや」とある。要す

できないことには何があるか？を考えて見る

るに、物事を学び知って、時に応じてこれを

と人間とは何かが少しは分かってくるかも知

振り返って味わう、それは何とスバラシイこ

れない。

とではないか！という感想である。

なら う

よろこ

人間は過去３千年くらいの間に、自分を取

論語の中心的思想は「自分がされたら嫌な

り巻く世界、
宇宙が何で、人間はその中で何を

ことを人にするな（己の欲せざる所を人に施

する生きものかを理解しようとして、宗教、

すなかれ）」だから、丁度この時代になって、

哲学、自然科学、を営々と築いてきている。

社会の規模や機能が発達して、自分だけのこ

その営みの一端を振り返って見る、という“ム

とに専念していても社会が動かないので、旨

ダ”な行動をして、目先の利害にかまけて“役

く社会を機能させるポイントとして、自分と

に立つこと”しか眼中にない当世の奔流に逆

他人との立場を逆転して、自分の行動が適切

らってみるのも、
アカデミア、すなわち知を尊

かどうかを判断する技術を孔子は一言で述べ

ぶ人の集まり、
に対しては意味があるだろう。

たのであろう。それにしても、いろんなこと
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を学び知らなければ、なにをするべきかさえ

は分かるとして、一体どこまで人は知ること

判断出来ないですよ。という説教が論語の冒

が出来るのだろうか？と我が身を振り返って

頭だと見れば良い。

みると、そこには色々問題アリ、らしいこと

アリストテレスの形而上学の出だしには

に気づく。

「人はみな、
生まれつき、知ることを欲する…」

昔から、物知り博士、という言葉は尊敬と
ヤ

ユ

とあり、それに続いて、フィロソフィー（哲

同時に少しばかり揶揄（からかい）的な色合

学）という言葉が「知識（ソフォス）を好む

いをふくんでいる。すこしばかりの知識は知

（フィロ）
」という意味であると説明されてい

識の内ではない、という気持ちを人々が心で

る。それにしても、形而上学という訳語が難

思っているためだと察せられる。しかし、少

解で、哲学者の専門用語的雰囲気があるので

しばかりの知識でなく、十分な知識とはどの

敬遠されるけれども、アリストテレスの本は

程度か？と考えると問題は急に深刻になる。
お転婆、という言葉は誰でも知っている。

いずれも大変平易で分かりやすい（訳本を読
む限りではなく英訳もギリシャ語の原典も難

お転婆という変わった言葉の元はオランダ

しいという気配は全く無い）。形而上とは要

語、otembaarだ。というのは、一つの知識

するに、水とか空気とか石など目で見る、触

であり知る人はグッと少ない。そのオランダ

れる、道具に使える、すなわち形のある“物”

語の意味は英語で言えば、untameable、手な

ではない、その上の、考えの中だけにある事

づけ難い、という意味だと知る人は更に少な

柄だと言えば、小学生に分かる概念である。
そもそもギリシャ語のメタ（上の）フィジッ
クス（物）が形而上学と訳されている理由は、
えききょう

中国の古典「易経（陰陽道すなわち八卦の原
典）
」の解説文として孔子が書いたとも言わ
る部分に「形而上とは道のこと、形而下とは
うつわ

器を指す」とあることによっている。道とは
ジャリ道、アスファルト道、という形而下の
道ではなく、人のあるべき道、などという場
合の抽象的な道であり、器は具体的に道を支
える生活必需品、などを指している、として、
この解説（繋辞上伝）が書かれたと想像する
と面白い。
オランダの諺（部分）：片手に火、片手に水桶
を持った女性。何を考えているのか分からない。
お転婆さん。人間の行動を象徴している？
ピーター・ブリューゲル（1559年画）

１.２ 「知ることの限界」
さて、知ることを人間が好み、欲する、の
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かろう。日本人がお転婆という言葉を使って

も変わりないが、その１個の前には何があっ

いるということをオランダ人の多くが知って

たのか、聖書では神様が原因であるとハッキ

いる。長崎出島でオランダの水夫が遊女とあ

リ示されている。つまり、科学が「お手上げ」

そび、彼女らに手玉にとられて思わず、オテ

の人間的知識の限界には「宗教」が顔を出さ

ンバー、と叫んだことが日本で広まった、と

ざるを得ないのである。

いう話を多くのオランダ人が信じている、と

ちなみに、アリストテレスは、原因の原因

いう更なる知識を持つ日本人は稀にちがいな

の原因…、を無限にたどり上る（遡上する）

い。お転婆という日本語が生まれる原因は

事態の起こることを避けるため、すべてのこ

もっと探れば、何故オランダと日本が昔から

とは目的を持って起こっている、という解釈

交易し続けられたか？というような限度のな

をしている。雨が降るのは穀物を実らせると

い（無限の）歴史の遡上が問題となり答えは

いう目的、穀物が実るのは人間を養うためと

不可能なのである。

いう目的、の事象なのである。そして、その

しゅ

き げん

ダーウィンの進化論「種の起源」の最後の

ような目的を設定して、ものごとを起動させ

文章には「生命は最初、たった１個のものに

ること、すなわち第一原因を発生する、第一

吹き込まれた…」と書かれている。人間の先

起動者（The prime mover）がいる（ある）

祖はお猿だ、といっても、お猿の先祖は、又

のだ、と形而上学に書いている。彼はこの第

その先祖は…と30億年ほど溯れば人間も他の

一起動者（不動の動者、Unmoved moverと

すべての生物は（動物も植物も）皆１個の同

も呼ばれる）を神とは定義しない。それはギ

じ生命にたどり着く。と、これを世界で最初

リシャ時代の自由な、人間と神との区別につ

に指摘したダーウィンはエライけれども、で

いて、おおらか、な時代の影響かも知れない。

は、
その前、
生命以前に生命はなかったの〜？

いずれにせよ、知ることの追求の果てには神

というような更なる原因については、お手上

的な概念の導入が不可欠となることは、良く

げである。

分かる。

種の起源の初版（1859年）に、ダーウィン
１.３ 「知識をすべて消し去って、すべてが


は、たった一個のものに生命が「吹き込まれ

分かる」

た」と書いているが、第２版以後には「創造
主によって吹き込まれた」と訂正している。

孔子やアリストテレスは真面目な人だった

キリスト教会からの迫害を恐れたらしいと解

ので、学問を尊び、人は知ることを好む、と

説される。しかし、キリスト教の聖書におけ

いう性質に従ってどんどん学習することを奨

る人間の始まりはアダム１人で、彼は神に

励している。それらに対して、反対の考え、

よって「土くれ」から創られ、イブはアダム

アンチテーゼ？を提唱したのが、老子である。

の肋骨から創られたことになっている。最初

この老子の中心思想は第48章にある短い文

は１個、という意味では、聖書もダーウィン

章に示される。それは「学を修めようとする
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者は日々知識を増す、道を求めるものは日々

人間の考えの及ばないことが身近にあること

知識を減らす。減らして、減らして、遂に何

を実感せざるを得なのである。

も減らすものが無くなった、その時、すべて

あじほんぶしょう

１.４ 「阿字本不生」

のことが成就するのだ。もし、まだ何かする

とがのお

みょうえ

徒然草第144段に、栂 尾の上人、明 恵が、

ことが残っているようでは、天下を取るには

河で馬の足を洗っている男が「あし、あし…」

不足である」というのである（意訳）。

と言っているのを聞いて「なんと貴い言葉を

老子の思想をアンチテーゼと書いたが、逆
から見れば目的地（道）に到るために必要な

口にされるお人だ…」と感動の涙を流した、

情報量をどんどん増せば進路選択の間違いの

という話がある。

確率をどんどん小さく（減らす）ことになる。

「あし＝あじ＝阿字」で示される、あ、の

結局、なにをもって知識とするか、また、何

字は、あいうえお…、の最初の字、英語のＡ

を目的とするか、の違いが孔子流と老子流の

にあたる文字。仏教発祥の地インドの言葉サ

違いとなる。と見ることもできるのである。

ンスクリット（梵語）でも、

（あ）
、は梵

語アルファベットの最初。

さらに、少し考えると道を求めて知識を“減

阿字が明恵上人を有りがたがらせた理由

らす”ためには減らすべき知識が必要なこと

）」が密教では「阿字本不生」

に気づく。その知識はやはり孔子流に日々勉

は、「阿字（

強して溜なければならないのである。沢山溜

というキーワードで真言（呪文、マントラ）

ればそれだけ“減らす”楽しみもありそうだと

の始まりの文字として尊ばれるからだった。

誰しもすぐにナットクである。スッテンテン

つまり、阿の字はアルファベットの最初の文

の貧乏が楽しいと思えるためには、一度大金

字であり、他の文字は皆、阿の字に続いて、

持ちになって贅沢しないとダメらしい。

生まれ出た、と解釈できるけれども、阿の字
には生まれ出る元がない。すなわち阿の字は、

孔子やアリストテレスが知識を増やす方向
に進んで無限遡上すなわち、無限という手の

生まれずして存在する、宇宙の始原、を表す

届かない極限の問題につき当たったのに対し

有り難いものなのである。

て、老子流は知識を減らす方向に進んだのだ

前節の最後に辿りついた、原因の原因、理

から、反対側の極限である零（道）につき当

由の理由、の最終到達点問題がここにシンボ

たるのは当然ということだろう。零は無限に

ライズされている。なんでも、何処からか生

較べて身近な気がするが、実はそれは人間に

まれ出た物であれば更なる追求が必要とな

とって無限と同じオソロシサを持つ極限なの

る。だから、何処から来たかという問の無限

である。仏教で言われる「空」と「無量」の

遡上の悩みを解消する方法はただ一つ、すべ

対比はこれに似ている。空と無量の間にある

ては阿の字に辿り着いて、この生まれずして

のが、耐え忍ぶ場所「娑婆：サハー、

ある（梵語で

しゃ ば

、

この世」
なのだろう。この娑婆に生きる限り、

：アヌットパーダ）阿

の字を拝んで、ケリをつけるしかない。この
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思想を表すのが「阿字本不生」である。
ところで、それでは中国語ではどうか？と
考えて見ると驚くなかれ、中国語にはアル
ファベットが無いのである。ギリシャ語は
24、英語は26、日本語は48文字、で全ての思
想を書き示す。中国語の漢字は古代の神人、
そうけつ

蒼頡が作ったと伝説でいわれるが、幾つある
のか正確には分からない。しかし原理的には
無限に漢字を作ることはできる。つまり無限
アルファベットの言葉が中国語なのである。
せん じ もん

実際には無限とは行かなくても、千字文と
いう全て異なる漢字で書かれた詩文は良く知

蒼頡（そうけつ）
：鳥の足跡をまねて文字を作っ
た四つ目の神人

られている。
梁の周興嗣が紀元500年頃に作っ
た「天地玄黄、宇宙洪荒、…」と始まるもの

らない共通性に感じ入る他ない。

が最も知られているが、アルファベットとし
て千字文をみれば、最初の「天」の字が始ま

密教はもちろん仏教の一翼を担う宗教であ

りである。周興嗣は皇帝から「全部違う千個

るから、考えの及ばない事柄、原因追及の無

の文字で詩を作れ」と命令されて、一晩で書

限遡上、の解決に宗教が顔をだす必然性の好

いて献上したが、黒髪がすっかり白髪になっ

例が「阿字本不生」思想だといえよう。ちな

ていた、という逸話がある。それにしても、

みに明恵上人は、鎌倉時代初期の人（1173

最初の文字を「天」に決めたのは憎い。天、

〜 1232）で、19才から亡くなる60才まで40

を最初に置けば、
それが「生まれずしてある」

年間にわたって見た夢を記録した「夢記」で

ことをわざわざ説明する必要がない。これを

も有名。夢は確かに、考えの及ばない人間の

意識していたのだろうか？

活動といえるから、阿字本不生、を本気で悩
んだ様子が推察される。

中国には一方では、易経、に書かれた八卦
もある。これは陰と陽の二つの記号（０と１

以前に尺八の「阿字観」という名曲を、名

と見れば良い）で宇宙の全てを書き表す言葉

人といわれる先生の演奏で聴かせてもらった

とみなせる。つまりコンピューターが使って

ことがある。素晴らしい演奏のあとで、曲名

いる、２進法、の原理である。そこで「生ま

の由来をたずねたら、なにもご存じなかった。

れずしてある」のは、陰でも陽でもなく、そ

その時は少々驚いたけれども、考えれば阿字

れらの合体した「太極」であるとされている。

本不生、とか屁理屈を知ってその理屈を表現

こう見てくると、考えの涯に、生まれずして

しようとして演奏せずに、なにも知らない、

ある存在に辿り着く人間の考えの、場所によ

無、の状態で曲そのものに深い音楽的価値を

たいきょく
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感じておられたに違いない。芸術とはそんな

存在がまだ別にあることになりオカシイこと

ものか？と今は感心している次第である。

になる（神、エホバ、というのは固有名詞で
はなくて、敬うべき対称を一般的に示す言葉

１.５ 「私は、私である」

だと解釈できる）。生まれずしてある神には

さて、この密教思想に似た聖書の言葉とし

名前がないから、私だ、私だ、という他ないの

て「私は私である」という一文が、ユダヤ教

である。この原理がこれらの聖典には、素晴

の聖典（Torah：トーラ）とキリスト教の旧

らし例題として示されている、と解釈できる。

約 聖 書 に あ る。 旧 約 聖 書 の 出 エ ジ プ ト 記

阿字本不生に更に近いキリスト教の教えに

さん み いったい

（Exodus 3.14）
、を見ると、エジプトに幽閉

「三位一体」がある。神（父）、キリスト、聖

されているイスラエルの民を説いて、乳と蜜

霊、の三つをキリスト教では敬うべき対称と

の流れる約束の地、へと導くことを神から言

するが、これらはどれも同じ神を表す、つま

い渡されたモーゼ（ヘブライ語で、モシェ、

り三位は一体なのだ。けれども、全く同じな

アラビア語でムーサ）は、分かったけれども、

ら三つを区別する必要がなくなる。そこで、

私にそれをお告げになる神様、あなたのお名

キリストは父から生じた、聖霊も父から生じ

前を聞かせて下さい。私は弁舌が生まれつき

て万人の心に宿っている。唯一、父、は何処

ヘタクソなので、イスラエルの民達がオマエ

からも生み出されず、生まれずしてある（ア

は誰からソレを命じられたのかと訊ねたとき

ヌットパーダ？）とされている。
まことに、考えの及ぶ範囲は数学の有限値

に、
あなたのお名前を告げる必要があります、
とせがんだ。その時の神様の答えが「私は私

に似て数えきれる世界であって、ことある毎

で あ る（I am that I am, ヘ ブ ラ イ 語 で、

に極限である零か無限に突き当たり、悩まな

、右から読んでイエヒ・ア

ければならいないように世の中（娑婆）は上

シェール・イエヒ）」だった。その後で、神

手くできていると感心せざるを得ない。

様は「お前たちのご先祖の神、エホバ、があ

２

なたに命令したのだ、と皆に言いなさい」と

判断すること

２.１ 「あれか、これか：Either Or」

言っている。

ある国の政府の責任者が、さる大国の大統

この言葉の意味はユダヤ教でもキリスト教
でも多くの研究があり、日本語訳も多様だが、

領との交渉事に臨んだ時に、大統領の提案を

最も単純に受けとれば、これは名前の代わり

受け入れるか否か「イエスかノーか（YES

に「私だ、私だ」と言っていて「名前」を告

OR NO）！」と明確な返答（判断）を迫られ、

げていないことは明白である。つまり、ここ

どうにも困り果てた末に「オ、オ、オ、…

まで調べてきたように、知識の無限の積み重

OR!!」と答えた、というジョークが一昔前に

ね、無限の減少、の果てにある、第一原因を

語られたことがある。
YES か NOかという単純な判断をせよ、と

司る存在には、名前があればその名を与える
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いうのは交渉でなくて命令であると見るのが

理事を長年務め、念力写真の大家だった、と

常識であろうから、かの国の大統領側がこの

知れば、何でも理屈で説明することに疑問を

会談では謝るべきだというのが“論理的”な結

感じる人には力づけになるかも知れない。

論である。限りなくYES に近いNOもあれば、

世の中はハッキリした「あれか、これか、

その逆のYESもあり、それらの中間の答えも

either or（デンマークの思想家キェルケゴー

あり得るだろうから、無限の可能性の中で２

ル（1813 〜 1855）の著書のタイトル）」では

個しかない選択肢（つまりイエスとノーの二

なく、時には、あれも、また時には、これも、

つ）のどちらにするか判断を迫ることは、答

で生きるのが良いのだろう。仏教でも、「絶

えの得られる可能性は２/∞ = ０と見るべき

対自力」と「絶対他力」は、信じるところに

であり、ORこそ最も論理的答えと言えるの

従って、それぞれが目指すことであって、実

である。

生活では、適当に自分に合わせて信者は生き

このジョークが誰からも“うける”のはそれ

ていくのが自然であろう。

が常識的なイエス・ノーの論理（二値論理）
２.２ 「判断の道具：言葉」

の欠点を衝いているからである。少し解析的
に見ようとすれば、1949年の電気学会雑誌69

判断とはものごとの真偽、善悪、美醜など

号に掲載されている電気回路理論への多値論

を判定することである。人間は一言も言わな

理 学 の 応 用 に 関 す る 後 藤 以 紀 氏（1905 〜

くても、あうん（阿吽）の呼吸で判断を示す

1992）の先駆的な論文が面白い。

ことが出来る。大昔、まだ言葉が発達してい

もち のり

並列回路においてスイッチ２個がそれぞ

ない時にでも、おそらく人間は頭の振り方だ

れ、オンかオフかを１と０で示して回路の特

けでイエス・ノーを示していたのだろう。し

性を記述する従来の二値論理回路以外に、こ

かし時代が進むにつれて、人間は言葉による

の論文ではそれぞれのスイッチがオンかオフ

理屈づけに賴るようになってきた。

か以外の可能性を示す１と０との中間の数値

聖書のヨハネ伝の冒頭に「始めに言葉が

１/ ２を考えると、回路の多様な特性が記述

あった、言葉は神であった」とある。この文

できる、という提案がなされている。昨今流

章は大変有名ながら、その解釈も様々のよう

行のファジイ論理（fuzzy logic）は、何ごと

である。言葉、と訳されるギリシャ語（新約

も厳密に、良い悪い、を規定しないやり方で

聖書はギリシャ語で書かれている）は、ロゴ

理屈（論理）を立てるやり方である。あそこ、

ス（logos,λόγος ）、でこれは、レゴー（話す）と

といわずに、あの辺、と言うとか、車のハン

いう言葉から来ている。ロゴスは言葉と訳さ

ドルの遊び、のような余裕設計のことだ、と

れるのが一般的であるが、理屈とか意味とか、

知れば実用上の有り難さ、それを始めに考え

広い内容を含むので難しい雰囲気もある。ア

た以紀先生の偉さがわかろう。この理屈（論

リストテレスもロゴスという単語を多用して

理学）の大家、後藤氏はなんと、心霊学会の

いるが、
先に触れた形而上学の岩波文庫版では

8

いでたかし

ロ

ゴ

ス

訳者、
出隆はこれを
「説明方式」と訳している。
アリストテレスはこのロゴスを使って、も
のごとの真偽を判断する形式的な手法を世界
で始めて開発した。それが三段論法（シロジ
ズム、syllogism）であり、彼の一群の論理
学の著書は「オルガノン（道具という意味）」
という名前で纏められている。
「すべての人間は知ることを欲する、花子
は人間である、花子は知ることを欲する」元
は花子でなくてソクラテスを入れて世に知ら
れる三段論法の例題である。この方式で何で
も理屈をつけて説明できる、とアリストテレ
ジュリアス・シーザー：「することが残ってい
るなら、何もしていないのと同じである」

スは見て、論理学を世界で最初に示したのは
オレだ、なんでも最初が肝心で、それが難し
いのであって、
最初の例さえ示せれば、その後

シーザーは軍人だったのだから、勝負は相

それを完成させて行くことは、誰でもできる

手の息の根をとめるまで気が許せない、とい

容易なことである。
と著作のあちこちに自慢し

う相撲取りが相手を土俵に押しつけるまで力

ている
（ニコマコス倫理学1098b：beginning

を抜かないのと同じ気持ちは理解できる。し

is thought to be more than half of the

かし、哲学者であり自然科学者でもあったア

whole：

リストテレスが“思いついたらそれで勝負ア
）
。

リ”と思っていたのも当然だと思える。

ちなみに、
ジュリアス・シーザーは「まだす

カントはシーザーの言葉を引用した理由を

ることが一寸でも残っているなら、何もして

「形而上学は完成したものであるべき」だか

いないのと同じだ
（nothing done while

らとしている。すこし、ひねくれた見方をす

a n y t h i n g r e m a i n e d t o d o：n i l a c t u m

れば、テニスの試合なら人間の決めたルール

credens, cum quid superesset agendum：ル

に従って勝ち負けが決まり試合は終了する。

カーヌスというローマ人の記録による）」と

しかし、哲学は“自然のルール”に従って思考

言ったらしい（１．３節の老子の言葉参照）。

を重ねるゲーム？であり、自然のルールとは

カント（1724 〜 1804）というドイツの“哲学

何か？上述したとおり知識の限界が決められ

者”はこれが好きだったらしく「純粋理性批

ないのと同様に、また、論理学に関して後述

判」というその世界では超有名な“哲学書”第

するとおり、明示不可能なのである。したがっ

二版の“まえがき”に、形而上学についてこの

て、ゲームに終わりのない、完成不可能な学

文章を参照している。

問こそが哲学でなければならない。
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そこで、カントがシーザーの言葉を気に

る）の真偽証明が可能になったと見られたの

入ったことを勝手に解釈するならば、完成で

である。これのインパクトは大きくて、人間

きない学問である哲学は常に「まだすること

の知恵の輝かしい成果として、この論理学（数

が残っている」から、それはいつも変わらず

学）を使えば何でも証明可能だと信じる人が

「何もしていないと同様」の状態にある学問

出始めた。「現代数学の父」と言われるダ

だ、ということになる。一生頑張って哲学の

フィット・ヒルベルト（1862 〜 1943）もそ

完成を夢見て大部の書物を残してもそれは

の一人で、近いうちに、数学の難問はすべて

「何もしていないのと同じ」なのだが、それ

証明できると断言した。彼のお墓には「われ

でも哲学をすることには大いに意味がある。

われは知るであろう、知らねばならない」と

となると、カントの説教も少しは分かる気が

刻まれている。この言葉は同じドイツの生理

する。また一方、最初に見つけたことを自慢

学者エミール・デュ・ボア・レーモン（1818

するアリストテレス流も、發明で特許をとる、

〜 1896）が19世紀末に唱えた「われわれは

という人間的な常識としては良いだろうが、

知らない、知ることはないであろう（ラテン

ものごとの（本当の？）最初の最初は、阿字

語 で、 イ グ ノ ラ ム ス・ イ グ ノ ラ ビ ム ス：

本不生、であることを思えば、これも問題ア

Ignoramus et ignorabimus）」という不可知

リと見なければならないのである。

論的思想に対抗して述べられたものだった。
数理論理学の成果に浮かれていたイギリス

２.３「分かっていることしか分からない」

の数学者バートランド・ラッセルとアルフ

アリストテレスの始めた三段論法はその

レッド・ノース・ホワイトヘッドとは、これ

後、論理学として広まったけれども、論理学

で人類は何ごとも論理的に証明できるんだ、

は結局分かっている事の説明にすぎない、と

と考えて、数学原理（プリンキピア・マテマ

いう見方が一般的になって、アタリマエの事

ティカ、Principia Mathematica）という大

に理屈をつけて言い直すもの、として研究が

著を纏めて論理的に数式を証明する手法の完

なされなくなった。しかし19世紀になって、

成を明示しようとしていた。

その理屈を一般の言語でなく、数理的記号で
２.４「不完全性定理」

書き表す新しい論理学が現れて様相が一変。
数理論理学と呼ばれる理屈の表示法が強力に

ところが、丁度20世紀の始まる頃に、ラッ

論理の記述を可能にするので、20世紀始めに

セルは突然、数理論理学を使っても証明不可

かけて急速に広まった。

能な、表現（命題）が身近にある事に気づい

端的にいえば、言葉（ロゴス）を数式で示

て驚いた。それはギリシャ時代から知られる

せば（コンピューターはすべての言語を、記

「私はウソをついています」という至極簡単

号０と１とで計算により示すのである）、数

な文の真偽が証明不可能である、という“ウ

学的な処理で、あらゆる表現（命題と呼ばれ

ソつきのパラドックス（矛盾）”に似たパラ
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ドックスであった。すなわち、自己言及（自

るダメ押しが、オーストリアから後にアメリ

分で自分のことを述べることは、何も述べて

カに渡ったクルト・ゲーデル（1906 〜 1978）

いないのと同じことだ、ということ：１．５

によって1931年に示されたのである。彼は、

節の神の言葉を参照）に類するもので、集合論

「ウソつきのパラドックス」の表現を数字（素

という数学の分野の基本に関するものだった。

数）に置きかえて計算するという方法で「不

「ラッセルのパラドックス」を簡単にいえ

完全性定理」と呼ばれる理論を証明した。

ば、世の中の物はなんでも、猫の集合、花の

それによると、前提とする条件（公理と呼

集合、石の集合、という風にグループ（集合）

ばれる）が矛盾のない正しいものあれば、そ

として示す事ができる。それで、そんな集合

の公理によって、正しいとも、正しくないと

をぜ〜んぶ集めたら「すべての集合の集合」

も、どちらも証明できてしまう数式（論理式）

ができる。しかし、そこで、出来上がった集

が必ず存在する、というのである。少しヤヤ

合は、果たして「すべての集合の集合」か？

コシイけれども、前提が正しければ、その前

という問である。

提では真偽の解決ができない問題が必ず現れ

つまり、出来上がった「すべての集合の集

る、もし真偽をすべて決定できた場合には、

合」には自分自身（これも集合）は含まれて

その前提そのものに誤りがある。ということ

いない。そこで頑張って自分自身をその集合

である。この理論の発見は、ヒルベルトなど

にネジ込んだら、新に出来た集合には、その

が信じた数学の完全性の考えをひっくり返し

新たな集合自身は含まれていない。となって

て、前述のレーモンの不可知論的な世の中に

結局、
“本当”の「すべての集合の集合」は「阿

われわれが住んでいるらしい、ということを

字本不生」と同じで無限の彼方にあって実現

示している。

は不可能なのである。

つまり「分かっていることしか、分からな

ラッセルのパラドックスは、それ以来、今

い」として退けられたアリストテレス流の三

日まで、ラッセル自身を含む論理学者の手を

段論法と数理論理学とは大して差がない、と

変え、品を変えた工夫にもかかわらず、依然

いうコッケイとも言える事態が生じてしまっ

として、論理学（ロジック）、すなわち理屈

たのである。

づけ、のノドに刺さったホネとなっているの

しかし、アリストテレスの形而上学を読め

である。自然科学はこの論理学・数学によっ

ば、くり返して、ものごとの判断の基準とな

て物事が正しい、正しくない、の判定をする

る「公理（矛盾は認めない、などと言う当然

学問なのだから、今、全面的に寄り掛かって

に見える前提）」が何故成り立つか、そこま

いる証明の道具（アリストテレスによればオ

で証明を求めることは“非常識”である、と書

ルガノン）の基礎が怪しい、となることは大

かれている。証明不可能な“常識”に依拠する

問題である。

「公理」を前提にして得られる推論は、便利

しかし「ラッセルのパラドックス」の更な

であってもすべてを証明することができない
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のは、実は当然だったのである。すなわち、

もっと尊ぶ習慣を取り戻すことが大切なので

現代に至って論理学の不完全性が数学的に証

あろう。

明されたのはスゴイけれども、それは、常識

ゲーデルの不完全性定理を引き継ぎ発展さ

として、誰にでも分かっていることだった、

せたと自認する、アルゼンチン生まれでアメ

とも言えるのである。

リカ在住の数学者グレゴリー・チャイティン

元になる前提、公理、は、
「生まれずして

（1947 〜） は「 数 学 の 限 界（The limits of

ある」という第一原因と同じように、目をつ

mathematics）」など多くの著書に、問題（命

ぶって受け入れるしかない。しかし、そのよ

題）の真偽（イエスかノーか）の判断問題（The

うな“受け入れ”は、すべての事柄の真偽を論

decision problem, Das Entscheidungsproblem

理的に、すなわち“理性”で説明することを、

文中に觸れたドイツの数学者ヒルベルトが取

潔く？ “あきらめる”ことなのである。

り上げた問題）について説明している。彼は
コンピューターのプログラムの長さ、を真偽

２.５「分別、無分別」

の分別法の詳しさであると見て、既知の知識

仏教では、
対象を分析的、論理的に調べて判

から、何か新しい知識を組み立てる（新知識

断理解する「分別智、ヴィカルパ、vikalpa,

のプログラムを従来のプログラムから作るこ

ふんべつ ち

）
」と対象を客観的に捉えずに、すっ

と）は不可能だ、としている。

かりそのまま心に入れて判断理解する「無分

すなわち何か新しい知識は、偶然に見つけ

別 智（ む ふ ん べ つ ち ）
、 ニ ル ヴ ィ カ ル パ、

る以外に方法はない、というのが結論である。

nirvikalpa,

」の方法が説かれる。

こ の 本 の 中 に「 実 験 数 学（experimental

ギリシャ語風に表現すれば、分別智は論理

mathematics）」という言葉があって驚いた

（logic、 ロ ゴ ス、 言 葉 ）、 無 分 別 智 は、 霊

が、新しい知見を得るには、夢のお告げか、

（psyche、サイキ、精神、心）だろう。そして、

実験で偶然みつけるか、しかない。分かって

無分別智（サイキ）
、は「根本智」とされて、

いることからは、すでに分かっていることし

分別智（ロゴス）より上に置かれる。

か導けない。というのが彼の主張であり、や

ここまで調べて来た、論理的にものごとを

らねばワカランという人には元気をくれる結

判定することの不可能性から見ると、結局、

論である。

科学的判断に頼りすぎることへの不安を、

おわりに

２千年も以前から人間は気づいていたのかも
知れない。想定外の事とはすなわち、分析的

いままで人々が考えて來たことの一端を振

検討（ロゴス）による判断を超える事象であ

り返って見ると、人類の現在の“繁栄”が、な

る。無分別智（サイキ）による分別、判断、

んとなく「砂上の楼閣」にすぎないらしい、

すなわち、科学的に調べて安全であるという

と実感させられる。諸行無常をテーマとする

判断以上に、ヤバそうだという人の直感を

「平家物語」の冒頭にある「心も言葉も及ば
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れね」の一文は、平清盛の行状について述べ

（神？）の無限の能力（ポテンシャル）から

られた感慨であるが、見方によっては偉人で

すれば、全くとるに足りない些細なことであ

あった清盛も、
やり過ぎの結果「サイキ（心）

る。目に余る行状に対して自然のしっぺ返し

もロゴス（言葉）も及ばない」状態に陥って、

（天罰？）が下るまえに、自分が如何に小さ

遂に滅びる運命になったのである。

なものか、認識し直さねばならない。

われわれ現代の人類も、後始末のあてが皆

とりとめなく書いた本稿だが「宗教、哲学、

無の景気活性化に狂奔して、環境破壊を含む

科学」を振り返って「考えの及ばないことは、

莫大な“負の遺産”を残し続けているのが現状

考えの及ばないことである」のか？と“考え

であり、後の世代の人から見れば“心も言葉

て”みて頂ければ幸いである。

も及ばない”行状を続けている。また一方で
は“論理的”には誰のものとも決定が全く不可
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現在、非常勤講師として、関西大学工学部大学院
で講義、「エネルギー環境論」を、京都大学工学部
で「物理工学英語」を担当している。
著 書
「幸福ということ」NHK出版（1998）。「黄金律と技
術の倫理」開発技術学会叢書（2001）。「倹約と幸福」
小学館新書（2010）。

引き起こしている。
人の幸せは “自然環境”の様子をクヨクヨ
と窺いながら“己の欲せざる所を人に施さな
い”ように、遠慮深く“生物として人間らしく
生きる”その生き方の中にあるはずである。
目先の景気や学問・技術の進歩、などは自然

夕日をも意のままに招き返そうとする音戸瀬
戸「平清盛日招像」
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