
はじめに

少し注意すると世の中は「謎」に満ちてい
る。解ける謎もあれば解けないのもあり大抵
は「その内に分かる」と思えるけれども、金

こん

輪
りん

際
ざい

解けそうにないものもある。
「樫

かし

の木が六本あるとして、五匹のお猿が
同時にこれに登れるか？」という問（ナゾナ
ゾ）は、子供をからかうジョークとして面白
い。平行線は交わるか？という問は200年ほ
ど昔なら、お猿のジョークと同等だと人は
思ったはずである。つまり、初めのナゾの答
えが「難かし御座る（六

むつ

樫
かし

五
ご

猿
さる

）」であるの
と同様に後のナゾもソレ無理や〜、という筈
だった。

今では、ギリシャ時代に考えられた平行線
が交わらないユークリッド幾何学の他に、
リーマン幾何学（非ユークリッド幾何学）と
いうのが考案されていて、こちらでは平行線
は交わることになっている。

リ ー マ ン と か 言 わ れ る と オ ラ 知 ら ん、
ショックは嫌、とだれもがそっぽを向くだろ
うが、一言でいうなら無限の遠方の１点から、
高さ10メートルの樫の木の根モトとテッペン

とに直線を引いたとしたら、木のまわりにい
る我々（おサル）には上の線と下の線とは、
間違いなく平行に見える。平行線は無限の彼
方では交わっているのである。お猿のジョー
クをリーマン流に考えると、樫の木が無限本
あって、お猿が無限匹マイナス一匹いた、と
したらお猿は全部の木に確実に同時に登れ
る、ということに数学的にはなっている。つ
まり∞と∞−１とは同じ数（∞）なのである。

この例は我々が、とんでもない、と考える
事柄も無限を手なずけると、案外なるほど、
と思える手近な答えが出ることを示してくれ
ている。いきなりジョークと幾何学とで失礼
したけれども、世に溢れる謎を見つめなおし
て、すべての謎は一つの根元から出てくるの
ではないか？謎の素顔を見よう、という妄想
を以下に述べさせて頂きたい。

１　謎の三つの顔：因果、矛盾、無限

いろいろな謎を枚挙して一々検討してもキ
リがないから、謎の発生する根元を上記の三
つに絞ってみると、なるほど世の中のナゾは、
どれもこれらの内の一つに関連している、と
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いう気になれる。そこで、先ずこれらについ
て順番に考えてみよう。

１. １　因果
ローマ貴族出身だったボエチウスは人間の

幸福について考えた「哲学の慰め（５世紀始
め）」という本で知られている。彼はこの本で、
人は自由意志をもてるか？という問題につい
て考えている。人は神様にお祈りをするけれ
ども、果たしてお祈りはホントに、効きめ、
があるか？と誰しも少しは思うだろう。つま
り、神様は明日なにが起こるか前もってご存
じのはずで、もしお祈りを聴いてそれが予定
と違っていたら、果たして予定変更をして下
さるか？ボエチウスは真剣に悩んだ（1）。

すべての事には原因があり、原因と結果は
厳密に結ばれているはずだから、世の中の出
来事は全部、それを決めた神の手中にあり変
更不可能であろう、だから、お祈りはすべて
無効だと見ることには一理ある。しかし、人
はいつもお祈りするし、自分も勿論そうして
きた。

彼は問題解決法として、人と神との判断は

同じレベルで論じてはいけない、お祈りは人
のリクツの上では（彼は数学者でもあった）
無効だけれども、神様のリクツでは有効だろ
う、と見ることにしている。原因の原因の原
因…という追求の根元は、お猿の数と同じく
無限の彼方では、どうでも良いことになるか
ら、お祈りは有効だと見たのである。
「シネ・クア・ノン（Sine qua non）」とい

うラテン語の法律用語がある。日本語でこれ
は「あれなれば、これなし」と訳されるが、
一瞥して意味の分かる名訳である（2）。サッ
カーの監督が「オマエがヘマせんかったら、
優勝できた〜（ヘマなければ、敗戦なし）」
とあなたを叱ったら、どうしますか？ヘマを
した理由はコレコレです、という言い訳は効
かない。つまり敗戦の原因・理由は無限にあ
るのに、あなたのヘマだけを取り上げて、ヘ
マなければ負けなしで世の中は過ぎていく。
法律上でも、原因には「主原因」というもの
があり、その責任者だけが咎められることに
なっている。

直近の事柄だけに責任を負わせるのは、本
来はオカシイのだが、これは、人間の感覚が
ホントの無限でなくて、適当な距離の原因追
及で、実際の無限と同じ意識を当事者に持た
せる事になるからである。人間の感覚がかな
り「いい加減」であるおかげで「主原因」と
いう良く考えると理屈にならない理屈が法律
として成りたつのである。

人間の感覚が「いい加減」でも、自然は厳
密である、という見方は昔から人々の信じて
きたことである。しかし、ギリシャの享楽主
義（エピキュリアン）を提唱したとされるエ

図１　六樫五猿
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ピクロス（3）は（彼は享楽的ではなかったと
いう説もある）、自然界の動きはすべて極微
細な素粒子みたいなものの動きで決まり、そ
の動きは厳密に自然のルールによっている
が、実はその厳密性の中にほんのわずかの「あ
そび（クリナメン）」があると見た。そして、
このいい加減さの積み重ねで、人が自由意志
をもつことが可能になり、人間が「考える」
ことに意味が生まれるのだ、と説いていたら
しい。つまり、人間の意識がいい加減である
のと同様に自然（神様？）も、ケタ違いに厳
密ではあっても結局「いい加減」なのだ。と
いうのがエピクロス流の考えかたであろう。

謎の素顔を見ようとして、ほんの少し因果
について考えただけでも面白い話が限りなく
出て来そうだが、無限に話を続けることはで
きないので、次に進もう。

１. ２　矛盾
論理学（理屈の付け方）の重要な公理とし

て「矛盾律」つまり理屈に矛盾があってはな
らない、があり、また「排中律」と呼ばれる
公理もある。何ごとも、ある、と同時に、な
い、ということはあり得ない。といわれたら、
そうですね、と納得するより仕方ない、これ
が矛盾律である。そして、何ごとも、ある、か、
ない、どちらかであり、宙ぶらりんの答えは
禁止する、というのが排中律である。

『昔、トルコの賢者ナスレディン・ホッジャ
さんが、土地爭いの裁判をした時、一方のＡ 
さんが先ずホッジャさんの家に来て自分の主
張を、すっかりぶちまけた。ホッジャさんは

全部を丁寧に聞いて「そうか、おまえさんの
主張は全く正しい」と言いました。それを聞
いて相手のＢさんが飛んで来て、自分の主張
をすっかりぶちまけました。ホッジャさんは
全部を丁寧に聞いて「そうか、おまえさんの
主張は全く正しい」と言いました。二人が帰っ
たあとで、それを隣の部屋で聞いていたホッ
ジャさんの奥さんが「ねえ、あなた、両方と
も正しいことは無いでしょう〜？」と言った
のですが、ホッジャさんは妻の言い分全部を
丁寧に聞いて「そうだ、オマエさんの言い分
は全く正しい」と言ったのでした。』

これは、皆が正しい、ということは、皆が
間違っている、と同じことである。という例
話として、パラドックス（矛盾）（4）を話題に
するテキストにいつも書かれているお話であ
る。Ａさんが正しければ、Bさんは正しくな
い、という矛盾律。そして、両方が正しいこ
とは無い、という排中律。どちらにも、反し
たストーリーであり、論理的にはオカシイけ
れども、誰しも昔からこの逸話をオモシロイ
と思ってきたのが人間感覚のスルドイところ
だろう。（「倹約と幸福」第26話、参照）。

論理学とは、ある主張の真偽（正しいか、
正しくないか）を判定する方法を示そうとす
る学問である。しかしながら、理屈をこねる
のは良いとしても、その前に、正しいとはな
にか？がきまらないと、真偽の結論は出ない、
というのがホッジャさんの逸話に人が面白さ
を感じる理由であろう。土地爭いの例が引か
れているのも分かりやすい。

北海道大学は札幌の真ん中の広大な土地を
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占めているが、その一角は私の土地でした。
と誰かが訴えたら、土地台帳とかを丁寧に調
べて決着がつけられるだろう。しかし、アイ
ヌ協会から、それより先にあそこはシクシャ
イン首長の別邸のあったところだ。と言われ
たらどうだろう？裁判所は、そんな古い話は
受付られマセン。と門前払いであろうが、い
つまで溯って土地の所有権を決めるべきか？
に決まった法則はありえない。

では、シクシャインのもの、すなわち北大
キャンパスは全部アイヌ協会のものである。
と結論しても、それでアイヌの前には熊の土
地だったのでは？といわれたらどうしようも
無い。熊に口が利けないのが人間にとって、
もっけの幸いなだけで、論理学的な答えは出
せていない。

結局どんどん辿れば、宇宙の出来た時まで
溯っても、土地の権利は決まらないはずであ
るが、そんな無限ではなくて、シクシャイン

（江戸時代初期）でさえ、昔のこと（無限の昔）
とする「いい加減」な条件を使った法律の下

で世の中は動いているのである。
先のホッジャさんの話がオモシロイと感じ

られるのは、北大の土地が国（日本国）のも
のか、シクシャインのものか、熊のものか…、
そんなこと決まってないのですョ、という広
い（無限？）目で見れば「真に正しい」結論
はない、という本質的な感覚を人間皆が持っ
ていながら、現実に合わせて土地の権利を
争っているのだというポイントを衝いている
ためなのである。

論理学ではなくて、倫理学、についても話
題を探して見よう。倫理学をカジろうとすれ
ば必ず参照されるテキストに、ヘンリー・シ
ジウィック著の「倫理学の方法（Henry 
Sidgwick：Method of Ethics （1874）」がある。
その冒頭に倫理学の定義として、それは「人
間の行動が正義に適っているか否かを論ずる
学問である」と記されている。そして、だか
ら倫理学は他のすべての学問の前に置かれる
べきものである、とされている。大変な自信
だけれども、アリストテレスが著書、形而上
学、の始めに「哲学は役に立つという意味で
は他の如何なる学問よりも後になるが、これ
より貴い学問はない」と書いているのに似て
いておもしろい。

しかし、例によってヒネクレタ見方をすれ
ば、シジウィックの倫理学の定義は何も言っ
ていないのに等しい。つまり「倫理学とは何
か？」という問を「正義とはなにか？」とい
う問に置きかえただけであることは明白だか
らである。自分の名前をモーゼから問われた
神様（エホバ）が、私は私である、とお答え
になったことが思い出される（出エジプト記

シクシャイン像
新ひだか町・真歌公園

図２
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３.14）。このように、ＡはＡである、という
発言は論理学では、トートロジー（tautology
自己撞着語法）と呼ばれている。

シジウィック自身も本のトートロジー性に
気づいていたらしい。彼はこの本の初版冒頭
を「倫理学とは…（Ethics is...）」と書き始め
て、本の最後の言葉を「（不可避的に失敗に
終わる）、...inevitable failure.」と書いていた
事に気づいた（5）。言いたかったことは、正義
の定義をハッキリしなければ倫理学の説明は
失敗するであろう、という意味だったけれど
も、本の最初が「倫理学」、で最後の言葉が「失
敗」では如何にもマズイ、と自分で述べたら
しい。

原本を調べると、確かに初版（1874）では、
その通りになっているが、続版ではそうなら
ないように書き変えてある。まことに正義を
矛盾なく論ずるのは難しいことが分かる。

シジウィックの結論は、利己、利他、とい
う相反する人の行動の中で動いていく世の中
だが、結局は「利己が利他であり、利他が利
己である」相反すること「矛盾」が実は広い
目（無限？）で見れば、どちらも結果として

人間の幸福につながるのだ。と信じることが
大事で、この信念（belief）がなければ、倫
理を求めても不可避的な失敗に終わる、とい
うことだったと解釈できる。謎の素顔探求を
矛盾まで進めても、そこにも無限が顔を出す
ことが分かってきたので、今度はその無限に
目を向けてみよう。

１. ３　無限
１. ３. １　無限の分類

アリストテレスは、自然学第３巻、第４章
に「自然の研究を事とする者のまさにすべき
仕事は、無限なるものについて、果たしてそ
れが存在するか否かを、また、もしそれが存
在するとすれば、そのなにであるかを研究す
ることである」と先ず述べて、丁寧に考察を
記している（6）。

いろいろ書かれているが「無限なものにつ
いての研究は、それの存在を肯定する人々に
も、それを否定する人々にも多くの不可能な
結論がでてくる」という文章はアリストテレ
スの悩みを端的に表していて、彼も我々一般
人と変わらぬ素朴な疑問を無限に対して感じ
ていたのだと納得できる。肯定しても否定し
てもどちらも説明不可能な結論に到る、とは
まさにここまでに述べた「因果」と「矛盾」
とが無限に付随していることを示している。
具体的には五つの無限の存在理由が挙げられ
ている。それらは、

１．時間について、
２．大きさのあるものの分割、
３．生成と消滅、
４．ものを限ることについて、

ヘンリー・シジウィック
（1838 〜 1900）

図３
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５．数が無限であると思われるように、考
えで汲み尽くせない事柄、

である。これらはなるほど、どれをとっても
無限であるといっても、ないといっても具合
が悪そうに思える。アリストテレスは結局、
無限は実在するものについてはあり得ないけ
れども、それを考えることはできると結論し
ている。この表現は微妙だが、彼は「俊足第
一のアキレスは亀に追いつけない」というゼ
ノンのパラドックスを知っていて著書に引用
しているのだから、無限の概念が現実問題に
顔をだすことは熟知していたのである。結局、
無限を恐れつつも逃げるワケにはいかないと
思っていたのであろう。

註：ゼノンのパラドックスは、亀が先に走っ
ていれば、あとから走るアキレスとの距離は
１/ ２，１/ ４，１/ ８…、というふうに縮まっ
ては行くけれども、無限に距離の半分が続く
から、無限をこえることができないアキレス
は亀に追いつけない、という説。

１. ３. ２　反対の一致
アリストテレスの時代以来、無限は恐れら

れ、避けられてきたが、そのパワーに気づい
てそこに神の摂理の偉大さを見た人達もい
る。「反対の一致（coincidentia opposito-
rum）」という言葉で知られるニコラス・ク
ザーヌス（1401 〜 1464）はその代表格の人
物といえるだろう（7）。彼はドイツのモーゼル
川の船主の息子からローマ法王に仕える枢機
卿になった人だった。無限大の円を考えれば
その円周の線は直線だから、その両端すなわ
ち、極小零と極大無限（反対のもの）が一致

すると述べた。これはリーマンの考えと全く
同じ発想だったわけである。

クザーヌスはまた「知ある無知（ドクタ・
イグノランティア）という著書でも有名であ
る。智慧の極限は無知である、と言いたかっ
たのだろうか、老子の、道を求める者は知識
を極限まで減らすのだ、という言葉や、お釈
迦様の弟子で愚鈍な「はんたか」が他の弟子
に先んじて悟りを開いた話と共通の発想が大
変興味深い。

１. ３. ３　無限を手玉にとる
クザーヌスの、反対の一致、を冒頭に触れた

平行線は交わるというリーマンの幾何学的な
見方から、簡明に理解することを試みよう（8）。
そうすれば、無限という極限が、アリストテ
レスの恐れていたような、無限の彼方にある
ものではなくて、手の上に乗せて眺めること
のできる事柄であり、そう考えれば身近と
思っている０と１とが、無限と対等のオソロ
シサを持つのだ、という現実に目を開かされ
ることになる。

クザーヌスの生誕地モーゼルワインの産地
ベルンカステルークースの風景

図４
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図５にその説明を書いたが、その一つの要
点は、０と無限、とは対等の極限であり、０
を我々が身近に実感しているのと同様に、無
限も実感できる極限であるということであ
る。さらに、１という数値はすべての有限値
の代表であって、それは１兆でも千兆でも１
と思えば１と置けるけれども、決して０を１
と置けないし、また無限も１と置くわけにい
かないのである。手玉の上にありながら、赤
道にある１と、南極の０あるいは北極の ∞、
とは別格のものだ。という、あたり前といえ
ばアタリマエだが、ふだん気づかないでいる
重要な概念がここにある。

因果、矛盾、無限という三つの謎の中で無
限の特殊性が分かってきたので、このような
三種の要点から成り立っている重要な概念を
他に探してみよう。

１．３．４　三位一体、陰と陽と太極
三
さんみいったい

位一体という言葉は政治家が異なる政策
の一貫性を表すつもりで使ったりするが、こ
れはキリスト教における、父なる神、神の子
イエス、諸

もろ

人
びと

に宿る聖霊、を指して使われる
言葉で、三つはいずれも神として一体である
とされる（9）。けれども、父なる神は生まれず
してある、という別格のものでイエスと聖霊
とは父なる神と等しいけれども、父なる神が
作ったものとされている。

無限と、因果、矛盾、との類似性を勝手に
考えるならば、無限が存在する結果として人
間社会での因果や矛盾が発生して人間の生活
を生活ならしめている、という見方ができる
と同様に、父なる神が作りたもうたイエスと

聖霊とは人間社会の現実への救いであった
り、喜びであったりして社会の存在に意味を
もたらす結果を生んでいる、とみられよう。

中国古典の易経（周易）（10）は森羅万象を陰
と陽との八個の組み合わせ（八卦）で表現し
尽くす方法の原典であるが、その原典の中国
語は古すぎて何を意味するのか、ナゾとされ
ている。そのようなナゾに満ちた易経である
が、後世の易経の解釈には原典にはない太極、
という陰と陽の合体した元の姿があるとされ
ている。これを三位一体にこじつければ、太
極は、父なる神や、数の無限と同じ極限であっ
て、太極が分かれて、陰陽が生まれてはじめ
て、我々有限の世界の事象、変化が生まれるの
だ、と見ることができよう。謎の素顔としての
無限の役割の大きさが分かってきたが、ここ
で、無限についての、更なる謎を覗いてみよう。

１．３．５　無限より大きい無限
リーマン球上への投影によって無限も手玉

にとれる。と喜んでもいられない事情がある。
無限にも格？があって上位の無限、さらに格
上の無限…という風に無限に大きい無限が続
いて存在（少なくとも考えることができる、
アリストテレスはやはり偉いかも？）という
発見が19世紀末になされている（11）。

カントールの集合論、として述べられたこ
の無限に大きい無限集合（集合のメンバーが
無限に存在する集合）の考え方は、低位の無
限集合に含まれる集合のメンバーの数と一対
一のペアで数えたら、上位の無限集合のメン
バーには対応しきれずに余る者がでてくる、
という我々一般人にも分かる方法（対角線法
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というキーで調べれば分かりやすく述べられ
ている）で説明できるので、一般書にも頻繁
に引用されている。

そして、こんなトンデモナイ発想をしたゲ
オルグ・カントール（Georg Cantor，1845
〜 1918）は当時のドイツの数学界を牛耳っ
ていた大御所クロネッカー教授のご機嫌をそ
こねてイジワルされ、ノイローゼになって死
んでしまった（アカデミック─ハラスメント、
アカハラ）、というストーリーはどこにも書
かれている。

それでは、この格上の無限とはどんな数か
を調べて見よう。マグニチュードがゼロの地
震は揺れるか？と学生に聞いたら皆が「揺れ

ません」と答える。しかしマグニチュードと
は何かと問えば気の利いた学生は「それは地
震の強さ（エネルギーの大きさ）を桁で示す
ものです」と正解する。では、桁を10進法で
数えるとして（地震のマグニチュードはそれ
が２増すと放出エネルギーが1000倍になる、
31.6進法、で定義されていて面倒なので）、
数10の桁を１、100の桁を２、1000の桁を３
とすると、１の桁はナンボか？と聞けば皆が

「それは０です」と又正解してくれる。
要するに、マグニチュード０の地震エネル

ギーは１になるのだから、１は前述の通り、
１億でも100兆でもその数を１と任意に決め
られることを思えば、揺れはゼロでは無い、

無限を手玉（リーマン球）にとる
　図の底辺に描かれた０を中心にして−∞ から+∞ に伸びる直線を、円（球の一部）上に投影す
れば、すべての数が円周上にまとまる。上図では０から+∞までの数（正の実数）の円上への投影
だけが描かれている。すべての複素数（実数を含む）は平面上に並べられるから、その平面を球上
に、上図の原理で投影すれば、すべての数が球（リーマン球）上に包み込まれる（すべての数を手
玉にとれる）。手玉の上の（南極、赤道、北極）に（０、±１、±∞）が乗っている。
０（南極）から手玉の上の点を、北極を通る直線上に投影すれば∞はそのままの位置にいて、１は
下の直線上の１と同じ長さだけ球から離れた場所になる。０は右側の無限の彼方にサヨナラするけ
れども、そこでは下の直線と１点で交わっているから、０と無限が一致している（クザーヌスの卓
見に感服できる）。
　この投影法では手玉の上のすべての点は有限の世界。但し北極点と南極点だけは極限で有限では
ない（神の世界？）

図５

51



揺れる、と見なければならないのである。
１，10，100，1000…と数える代わりに同

じ数を０，１，２，３…と数える方法が桁（マ
グニチュード）による数え方なのである。し
たがって、ふつうの数をマグニチュードで数
えると、数は圧縮されて大きな数が小さい数
で書き示される。

逆にふつうの数をさらに大きい数が圧縮さ
れた桁数であると見たときに、その大きな数
はどんな数かを無限について考えたのがカン
トールだった。普通の数（たとえば実数）の
中の無限に大きな数を桁とする数（無限桁の
数）は、元の無限より大きな無限ではないか？
ということである。

普通の大きな数たとえば六桁の数（1,000,000）
を桁とする百万桁の数（マグニチュード百万）
を想像すると、それは１に10を百万回掛け続
けた数になり、数字で書けば１の右側に０が
百万個続く数になる。この数は大きすぎて、
とてもこの紙面に書ききれない。

いわんや「マグニチュード無限」の数は、
無限枚の紙にも書ききれない膨大な数、つま
り元の無限よりケタ違いに大きな無限の数と
なる（逆に見れば、０より小さい０があるの
か、０にも格があるか？という謎も生まれる
が、教科書に書かれていない非常識なことは、
現代のクロネッカー教授にイジメられるの
で、当面考えないことにしよう）。

こんな無限についての考えの結果としてカ
ントールは、たとえば実数という我々が普通
に使う数を考えるとして、１cmの長さの線
の上にある実数点の数は１cm2の面積、１
cm3の体積中にある数の点数とも同じ無限で

あり、さらにその点の数は全宇宙空間の中の
点数とも同じ無限個であることを示した。

こんなムチャなことがあっても良いのか？
と彼は３年間考えて納得したれども「私は分
かったけれども、信じられない！：（Je le 
vois, mais je ne le crois pas）」とフランス語
で感慨を述べたと伝えられる。長さと面積、
体積、とは実際問題として違うが、それらが
数学的な数の密度としては同じ無限だという
のは確かに信じられない。

しかし「分かったけれども、信じられない」
とは、我々の感覚を超えた理屈が自然界にあ
る例として心にひびく話である。結局、「謎」
は我々がそれを勝手に包んだ先入観の厚化粧
を洗いおとせば、洗いおとすほど、妖しくも
美しい素顔を見せてくれるのである。

このようなオソロシイ無限であるが、どん
なに大きい格の無限に属する数も、ひとつの
格の中に限って見るならば、先述の投影法に
よってリーマン球の南極から北極までの円周
上に收まって、手玉にとれる。どんな無限も
リーマン球の上に描かれることは、０と無限
とが、どちらも近より難い極限であると同時
に身近な事柄でもあると理解できる。

１．３．６　�隻手音声、絶対無と絶対有、渾沌
氏は復活するか？

江戸時代中頃に沼津市原にある臨済宗松蔭
寺の僧侶だった白隠禅師は、若いときに禅に
懲り過ぎてノイローゼになったが（カントー
ルと違って）、京都北白川の山中に住む仙人？
白幽老人を訪ね「内観法」という療法を習っ
て全快できた（12）。そのいきさつが「夜

や

船
せん

閑
かん
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話
な

」という著書に記されている。
少し読んでみると内観法の一つ不眠治療の

妙法が書いてある。要するにネムレナイとき
には、眠ろうとせず、自分の息の数を数えな
さい、という一言である。ヒツジの数を数え
る方法は、数えることに集中するとかえって
眠れなくなったりする。ところが呼吸は、意
識（起きている）状態と無意識（寝ている）状
態、とのどちらにも属する身体の働きによっ
ているので、息を数えることは意識の境界を
さまようことになって、数え忘れたらその時
にはストンと眠っている、というワケである

（息を数える、数
す

息
そく

法
ほう

は「仏説安
あんぱんしゅいきょう

般守意経」
という短いお経に書かれている）。

さて、そんな白隠さん（1686 〜 1769）を
世界的に有名にしたのは70才過ぎて考案した
禅問答の公案（質問）で、それは「隻

せきしゅおんじょう

手音声
（ 片 手 で 拍 手 す る 音、The Sound of One 
Hand Clapping）」というものだった（13）。白
隠はこの公案を信徒達に話すと皆が、それは
何か〜？と大疑団（果てしないナゾ）を心に
抱くので、百の説法よりも信心のこころを広
める効果があったと書いている。そして、こ
んなに素晴らしい公案はメッタに出るもので
はない、これを考えた自分は五百年に一度し
か出ない名僧だ〜。と称していたそうである。

隻手音声については、そのタイトルの本ま
で出ている割には一体その意味はなにか、
ネットで坊さん達の解説をよんでもサッパリ
分からない。しかし、本稿でここまで考えて
きた謎の本質に照らして考えれば、答えは簡
明直裁である。

すなわち、無限、あるいはゼロ、はそれだ

けで存在することはなくて、必ず１で代表さ
れる有限を相手として存在することを本稿で
は調べてきた。つまり、ここまでに調べてき
たことは、相手とする有限が無かったら（対
を絶する事、すなわち絶対的）この世は成り
立たないという見方だった。隻手（片手）で
拍手しようとしても打ちつける相手がなけれ
ば、音はしない。白隠は、この無音の音を想
像してみなさい、アタリマエに思っているこ
の世の生活は、相手があってこその生活であ
ることが分かるでしょう。という説法をこの
公案一つで表現したに違いない。

われわれは日常気軽に、約束はゼッタイ守
ります、という。英語でも「Absolutely…（まっ
たく混じり気のないそれだけで存在するも
の）」ということはみなよく口にする。しかし、
本当のゼッタイは極めて深刻な意味を含んで
いるわけである。

哲学では、絶対無、絶対有、という言葉が
使われることがある。これらもその意味は、
対するものを絶した状態を想像してつくられ
た概念であろう。父なる神、陰陽道の太極、
などはものごとの始まる（対を生ずる）以前
の状態であるから、哲学も始原から説き起こ
す必然性があるのであろう（14）。

中国の伝説では、世の始めには、渾
こん

沌
とん

氏が
世界の中央に君臨していた（15）。この渾沌氏
は、のっぺら坊主で人が持つ七穴が無かった。
そこで、北極と南極に住む子分の帝王がサー
ビスのつもりで、渾沌氏に毎日一個ずつ、目
や鼻や口などの穴を開けてあげたら、七日目
に人並みになった渾沌氏は死んでしまった、
という寓話がある。
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いつか渾沌氏は元の姿で復活するだろうが
（神様だから復活は当たり前？）そのときは、
人間社会も謎をナゾとして尊ぶ謙虚な世界に
戻って、景気活性化に狂奔する世の中がオワ
リになるのかも知れない。渾沌氏の姿を想像
することは、隻手音声を聞こうとして、自分
を振り返るのと同じ効果がありそうである。

２　生命の起源と人工知能

謎の根元をここまで考えてきたけれども、
最後に、今我々がもっとも不思議な謎として
解明できていない事柄を具体的にあげて、謎
が解けそうかどうかを以上の考察に照らして
考えてみよう。となると、謎を代表する謎と
して「生命」を挙げることについて、誰も異
存ないであろう。

ダーウィンが「種の起源」の最後の文章に
書いている「生命はおそらく最初は一個のも
のに吹き込まれた」、つまり動物も植物も元
は同じ一個の生命から発展して生まれ出たも
のだ、という見方は、おそらく正しいであろ
う。その証拠として挙げられる事柄は、すべ
ての生命体は遺伝子としてAGCTという記号
で示される四種の有機分子からなるDNAと
呼ばれる、二重らせん構造の有機分子が帯状
につながった物体を基礎として発生すること
である。

生命とは何か？を考えた本を読むと、それ
は「オートポイエーシス（自己製作）」機能
をもつものであると書かれている（16）。つま
り自動的に自己の複製を生み出す機能をもつ
ものが生命も持つもの、生物、だということ
である。しかし、最初の一個が生まれる前に

は、生命は無かったはずだから、どういう因
果で無生物から生物が発生できたのか？これ
は大いなる謎である。

現存するどんな単純な生物も、何万個とい
う多数の分子単位をもつ遺伝子を介して再生
機能を持ち得ている。およそ30億年前に地上
に最初に現れた生命が如何に原始的なもので
あっても、一個や二個の分子ではオートポイ
エーシスの機能は持ち得ないであろうから、
原始生命体は一挙に偶然に発生したのではな
かろう。有機分子には何らかの自己組織化の
性質があるのかも知れない。いずれにせよ、
原子生命体の理論や実験は現在も、まるで
SFの世界に等しい渾沌状態が続いている様
子である。

生命の起源がこのような謎に包まれている
現在はある意味で楽しいが、たとえ原始生命
の発生機構が解明されたとしても、それはこ
こまで論じてきた因果、矛盾、無限、という
謎の根元が「解明」されたことにならないの
である。

先般ある新聞に、情報技術の進歩が現在の
ペースであと30年ほども続けば、飛躍的な発
展、が起こって、機械（コンピューター）が
人より優位になり、人類が霊長類として威
張って生きて居られなくなる。今でさえ、囲
碁、将棋、の勝負で人間は勝てなくなって来
ているではないか。という意見が載っていた。
コンピューターがオートポイエーシス能力を
持つようになって人類をしのぐ、という心配
だか期待だかが、されている様子であった。

人間でさえ新しい事を考え出すのは、知識
の積み重ねだけでは無理で、偶然か夢のお告
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げなしには「分かっていることしか分からな
い」という論理学の限界が証明されているが、
コンピューターも決まったルールの中でゲー
ムをプレーする装置にすぎないのである。囲
碁や将棋はゲームであり、人間の決めたルー
ル内の勝負だから、コンピューターが勝って
もすこしも驚くにあたらない。自動車が人よ
り速く走れるのと同じことである。

何も無いところから新しいものが発生する
のは、実に摩訶不思議な現象である。生命の
起源がまだ謎に包まれていることは、自然の
厳しくも美しい本性であって、人間の作る
ゲームは及びもつかない、おそろしくも有り
難いことだと理解できる。

おわりに

謎の素顔を眺めようと、無限を手玉にとる
ことまで考え、生命の不可思議にまで到達し
たが、やはり謎は「解明」すればするほど、
そして、素顔を眺めれば眺めるほど、美しく
妖しいものであり続ける。人が何故いるの
か？という謎の根本は幸いなことに永遠に、

永遠の謎、であり続けてくれるであろう。
謎とはアタリマエでないこと、だが、世界

はアタリマエでないもの、なのである。
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