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A

崎

隆

そのとおりだ︒かれはただ理解カのある者にだけわ

かるように︑わざと不明瞭に書いたとも伝えられる︒か

A

学者﹂とも称されている︒どうもイメージが暗いね︒

ど︑晦渋な文体で書く︒ヘラクレイトスはまた﹁泣く哲

いものはない︒かれは後世︑﹁闇のひと﹂と呼ぱれたほ

うなずける︒しかし︑かれの主張ほどひと筋縄でいかな

にエフェソスがある︒かれが自然哲学を中心とするのも

五六二年頃︶はミレトスの出身だが︑そのミレトスの北

の原理︵〜ミ心︶は水なりといったターレス︵前六四〇1

エフェソスはギリシァ哲学発生の地のひとつだ︒万物

だね︒

メニデス︵前五三九−四八○年頃︶とほぽ同時代の人間

かれはピタゴラスよりもあとのひとで︑エレア派のバル

ヘラクレイトスの︽リヴァー・パラドクス︾

Anギリシァ哲学研究者
Bu分析哲学者

Cu唯物弁証法研究者

1A氏の研究室にて
ヘラクレイトスという人物

やあ︑しぱらく︒こうして三人そろって会うなんて︑

こういった学会の と き ぐ ら い か ね ︒

久しぷりだね︒

B

C 実はいま︑弁証法的な立場から古代ギリシァからの

哲学史を考えているんだ︒そこでいろいろとお聞きした
いと思ってね︒エフェソス出身のヘラクレイトス︵前五
四四−四八八年頃︶の思想は︑やはりとても興味深い︒

嶋
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ましだといったそうだ︒それどころか︑エフニソスの人

政治に参加するよりも子供とカルタ遊びをしている方が

C ヘラクレイトスは当時の政治状況にいや気がさして︑

身だったことも関係するだろう︒

れは諺病的気質だったらしい︒それと︑かれが貴族の出

るが・これはマルクス主義的観点から書かれたもので︑・

は︑﹁初期唯物論の形成﹂という古在由重氏の論文があ

のなかにとりいれなかったものはないとか︑ここでわれ
＾ユ︶
われは弁証法の祖国をみいだすとかいっている︒日本で

し︑﹃哲学史﹄のなかでも︑かれの命題で自分の論理学

強調した︒一般にへーゲルはヘラクレイトスを高く評価

哲挙を扱っている︒いま読んでもすぐれたものだが︑こ

間なんて成人は皆︑首をくくり︑国家を未成年者の手に

B

のなかのヘヲクレイトスに関する叙述も力強さに満ちて

デモクリトス︵前四六〇−三七〇年頃︶までのギリシ．ア

︵まヒ暮曾〜︶だろう︒日本でいうと︑﹁砥園精舎の鐘の

いる︒最近では︑東独のヘルムート・ザイデルが﹃ター

渡すべきだなどと︑過激なことを述べたらしい︒

声︑諸行無常の響あり﹂で始まる﹃平家物語﹄や︑﹁ゆ

ヘラクレイトスで有名なのは﹁万物は流転する﹂

く河の流れは絶えずして︑しかも︑もとの水にあらず︒

レスからプラトンまで﹄という著作で︑ヘラクレイトス
＾3︶
を唯物弁証法の立場からわかり易く展開している︒いや︑

＾2︺

淀みに浮かぶうたかたは︑かつ消えかつ結ぴて︑久しく

それよりもまず︑レーニンによる︑ラヅサール﹃エフェ

ため﹂

とどまりたる例なしLという﹃方丈記﹄の世界かな︒

＾4︺

ソスの暗いひと・ヘラクレイトスの哲学﹄への批判的注

邊・

C ヘラクレイトスの生きた時代もペルシァとの戦争が

ヘラクレイトスの断片

ソ

釈が重要だろう︒

ニ

＾

うち統くし︑﹃方丈記﹄や﹃平家物語﹄も平安から鎌倉
へと戦乱の続く時代だったしね︒この点で︑激動の時代
の反映として共通点はある︒

水をさすようだけれど︑最近の研究では︑﹁万物は
イ

はされていない︒ディールス／ク一フンツ﹃ソクラテス以

レ

A

しかし︑ギリシァ哲学の生成流転の恩想と日本での

A

流転する﹂はヘラクレイトス自身が直接に述べた言葉と
あのへ−ゲルもヘラクレイトスの生成流転の思想を

仏教的無常観とを︑まったく同一視できるかどうか︒

C
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＾5︺

前の哲学者の断片集﹄でも︑チャールズ・力ーン﹃ヘラ

ヘラクレイトスはこの宇宙︵まqミり︶を支配している

のか︑それとも二冊以上の本が分散したのかについては

A 彼の断片集はもともと一冊の本がぱらぱらになった

れるのかね︒

ところで︑ヘラクレイトスの思想はどのようにまとめら

C なるほど︑ややこしい文献学的研究があるわけだな︒

は疑わしい︒

タ・コーレイすらもヘラクレイトス自身の言葉かどうか

なし﹂といわれたことがあげられる︒しかし︑このバン

て﹁万物は移ろい︵まミβ室烹〜︶︑かつとどまること

﹃クラチュロス﹄のなかで︑ヘラクレイトスの言葉とし

の著作ではじめて登場する︒ふつうプラトンの対話篇

クレイトスのバンタ・レイはシンプリキオス︵六世紀︶

クレイトスの芸術と恩想﹄でも採用されていない︒ヘラ

A

その宇宙には︑火の永遠の運動としての法則性が貫いて

︵自然︶の永遠性を主張する唯物論そのものだ︒そして︑

存在し続ける物質的世界のことではないか︒まさに物質

の﹁宇宙﹂とは神や人間がつくったものでなく︑永遠に

この箇所はレーニンが﹁弁証法的唯物論の諸原理の非
面︺
常にすぐれた叙述﹂と称賛しているところなんだ︒ここ

うであるし︑将来もそうであろう︒﹂︵き︶

消えながら︑永遠に生きている火であったし︑現在もそ

く︑それはきまっただけ︵哀︷ミ︶燃え︑きまった・だけ

のは︑神にせよひとにせよ︑だれがつくったものでもな

いる︒﹁宇宙︑つまりすべてのものからなるひとつのも

C

た︒

原理を﹁永遠に生きている火﹂︵許一︵§§ら︑︶と考え

アルケー

論争がある︒いずれにしても︑ジ目ン・バーネヅトはデ

る︒火のイメージはヘラクレイトスの生成流転の恩想に

＾6︶

ィールス／クランツが断片を系統的に配列しながったこ
︵9︺
とを批判し︑自分で配列を変えている︒そうはっきり断

合ったのだろう︒またかれは﹁万物は火の交換物であり︑

炎はたえず中味を変えながらも同一にとどまってい

いる・：・＝︒

ヨスモス

その断片はとても重要だね︒金体的にはこうなって

定できるわけではないが︑バーネヅトは人間論・感覚論

火は万物の交換物である⁝⁝﹂︵8︶ともいう︒かれは

9︺

←自然哲学←対立者の結合論←倫理学の順に配列してい

＾8︺

るよ う に 思 え る ︒
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この﹁火﹂の思想をさらに展開し︑火が圧縮され︑郊と
︑
なりさらに水となり︑そして水が凝固すると土となると
考えた︒これが﹁下り道﹂︵＄8良吋s︶といわれ︑その
逆のプロセスが﹁上り遣﹂︵麸易撃S︶だ︵き1皇OOq．
−×︵o︒︶・︵o︶︶︒世界はたえず上昇し下降する生成と流動

﹁火﹂とは現代的にいえぱ︑．エネルギーのことでは

のプロセスとみられ︑火はその象徴だろう︒
B

ないか︒エネルギーこそ万物の生成と変化の原動カとい
えるo

A なるほどね︒ところでヘラクレイトスのなかにある
弁証法というのは︑具体的にどのようなものかね︒

C そうだね︒かれのいくつかの断片を現代弁証法から
位置づけてみようか︒﹁冷いものが熱くなり︑熱いもの

が冷くなる︒湿ったものが乾き︑乾いたものが湿る﹂
︵−塞︶ーここには﹁対立物の相互転化﹂の弁証法があ
る︒﹁戦い︵ま言易︶は万物の父であり︑万物の王であ
る﹂︵3︶−これは︑﹁対立物の闘争﹂の重要性を語o

ているね︒戦乱の時代に生きたヘヲクレイトスの実感だ
ろう︒﹁円周の場合︑初めと終わりぽ共通である﹂︵−8︶

﹁胃﹄れ は ﹁ 対 立 物 の 合 致 ﹂ と い っ て よ い ︒ ﹁ 病 気 は 健

（85）ヘラクレイトスの《リヴァー・パラ1・クス》

療を︑飢餓は飽食を︑疲労は休息を快く︑よいものにす

る﹂︵−旨︶−﹁対立物の相関関係﹂がここに示されて

いる︒実際︑病気になってはじめて健康のありがたさが

こんな断片もあるね︒﹁それが食い違いながら︑自

わかるからね︒

A

分自身とどうして一致するのかをかれらは知らない︒そ

こには弓とリュラ琴のそれのように︑逆に向き合った調

和︵蔓ミミ︑§ε音︑§Sがある︒﹂︵呂︶この断片に

これは﹁対立物の調和﹂の弁証法を示していると思

はいくつかの解釈があるが︑どう考えたらよいのかな︒

C

りあって︑あの形を保っている︒そして矢を弓につがえ

う︒たとえぱ︑弓では︑弦と弓幹とは逆の方向にひっぱ

てひきしぼり︑放つ︒そこでは逆向きのふたつのカが協

力．調和して︑矢を飛ぱすエネルギーとなる︒弦が弱い

と弓幹のカに負けて切れてしまうし︑弓幹が弱付れば︑

矢は遠︒くへ飛ぱない︒リュラ琴はまあ︑ハープやギター

に似た楽器だが︑この場合も同様だろう︒リュラ琴がた

えなる晋色を奏でるのは︑弦の復原カと指のひっぱるカ

なるほどね︒思うに︑ヘヲクレイトスは変化や運︒動

とが協カ・調和しあうからだろう︒−

A

一橋論叢第99巻第4号（86）

のなかにある全榊をみよといいたかったのではないか︒

きみの弁証法的説明を聞いていてそう恩った︒上り遣が
なければ下り遣もないし︑熱さもなければ寒さもない︒
世界を金体的に支配しているのは﹁火﹂であ︒り︑ロゴス︑

つまり二定の法則性やメトロンー﹁尺度﹂︑﹁規則﹂︑

﹁比例﹂などの意味を舎むーをもつものなのだ︒だか
かれは﹁わたくしは自分自身を探究してきた﹂︵一旨︶

ら︑ヘラクレイトスは単なる相対主義者ではない︒

ともいう︒ヘラ︒クレイトスにとって︑宇宙のメカニズム

を探るこ止と人間およぴその倫理を自覚する一一ととは同

一だ一たら烏二既いて嘉解しない者は︑聾のよう
であるL︵案︶などのいくつかの断片は︑部分にこだわ
り全体を忘れたり︑また現象の奥にある本質︵ロゴス︶

を洞察しない人間の愚かさへの批判とみられる︒﹁自然
︵本性喜ミの︶は隠れることを好む﹂︵旨︶ものであつて︑

そう簡単にはつかめない︒

C きみがうまくまとめてくれたように︑ヘラクレイト

スはまさに弁証法の先駆者のわけだ︒もっともかれの弁
証法は︑大衆の立場に立った革命の弁証法というよりも︑
＾12︺
孤高で二︒ヒリステイツクな面があ㌧た止恩うけれど︒

B

分析哲学者のラツセルもヘラクレイ︒トスについて︑

＾13︶

﹁ひと好きのする人物﹂︵里昌ぎ巨①o壷︑曽︒芹︒︑︶にはみえ

ヘラクレイトスは宇宙︵コスモス︶の構造と人間

三 ヘラクレイトスは非論理か

ず︑民主的人間の正反対だと評価しているよ︒

A

︵ミクロ・コスモス︶のあり方を同一にみたようだが︑

その点︑へーゲルの﹁存在と思考の同一性﹂という主張

たしかにそのとおりだ︒へーゲルの基本主張は﹁存

と関係がありそうだが︑どうかな︒

C

在︵客観的実在︶と恩考︵精神︑観念︶は同一である﹂

にまとめられる︒わかり易くいうと︑外界の伯然存在も

つきつめていくと︑人間と同様に精神的なものにほかな

らないということだ︒たしかに︑自然はわれわれ人間が

ね︒へーゲルにとって大切なことは︑だから全存在が実

驚くほどの巧みなメカニズムと神秘性を隠しているから

は精神的なものであることの洞察だ︒へーゲルが観念論

をとった理由もここにある︒けれども︑ヘラクレイトス

そうはいえないだろうね︒そこには︑イ坊ニア自然

もへーゲルとまったく同様の観念論者なのだろうか︒

A
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との歴史的へだたりがある︒

哲掌の伝統をひいたギリシァ恩想と近代のドイツ観念論

かったことも包摂できるのではないか︒

成されてきている︒こうした立場こそが弁証法のいいた

話が少し脇道へそれたが︑たとえば︑ヘラクレイトス

ジ目ージ．ノヴァクというマルクス主義哲挙者もへ

C

の﹁われわれは同じ河にはいるとともにはいらない﹂な

．

ラクレイトスを唯物論着とみているしね︒いずれにして

どの断片はとくに陵昧だ︒このままでは︵無︶矛盾律に

＾μ︺

も︑かれの思想はへ1ーゲルが強調したように︑弁証法的

違反する︒矛盾偉は論理矛盾を犯してはいけない︑論理

きみはいま﹁弁証法的深み﹂といったが︑そこが問

B

ヘラクレイトスと矛盾律との関係だけれど︑実はす

．

それは数学的論理学によって︑つぎのように正確か

しまう︒

かつ属さない﹂といったら︑矛盾偉を犯すことになって

だから︑たとえぱ︑﹁黄色という属性がこのパラに属し

に属しかつ属さないということは不可能である︒

＾16︺

た同じ事情のもとで︑同じもの︹同じ基体・主語︺

同じもの︹同じ属性・述語︺が同時に︑そしてま

ている︒﹃形而上学﹄では矛盾律はこう定式化される︒

でにアリストテレスが矛盾律を定式化した箇所で一一冒及し

A

しいと思う︒

︵黒︷§ミ︶といい︑矛盾偉を擁護したのはまったく正

的首尾一貫性を守れというからね︒エレア派のパルメニ
＾∬︺
デスがヘラクレイトス派を批判して﹁両頭の怪物ども﹂

深みをもうている︒

B

題ではないのかな︒論理にはつねに正確さと明断さが必
要で︑ヘヲクレイトスはどうもそこをあいまいにして︑

何かわかったようでわからないことをいってひとをあり
がたがらせる︑いや煙にまく︒

分析哲学系統の哲学者力ール・ポヅパーが厳しく批判
したように︑弁証法はやや非論理的ではないか︒ヘヲク
レイトスは﹁闇のひと﹂といわれたが︑唆味模糊とした

論理は困るよ︒その点︑同じギリシァの哲学者でも︑デ
モクリトスと対照的だね︒かれは﹁笑う哲単者﹂といわ
アト︷ズム

れ︑事物の変化や運動を扱いながらも原子論を貫こうと
した︒現代でいえぱ︑事物の運動や自己組織化のメカニ

ズムは︑ノーパート・ウィーナーのサイバネティクスや
フォン．ベルタランフィのシステム論として科学的に形
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〜山︵s︶︵︑︵s︶＞〜︑︵8︶︶

っ簡潔に記号化できるよ︒
〜11d沖

剖ψ一萬H︷国茸−︑11俸滴一＞11＆︑O

︑一

は

山1−甫辞

これは﹁ がpであり︑かつ 法pでないような

存在しない﹂と読める︒アリストテレスは﹁AはBに属

と同一であり︑ここでは︑︵s︶と表現される︒︑︵臼︶と

する﹂という表現法をとったが︑これは﹁BはAである﹂

7ソチノ︷ー
れる現象こそ二律背反というも︑のだが︑このアンチノ︑︑︑

〜︑︵s︶というまったく背反しあう命題が同時に立てら

1を矛盾偉は禁止する︒アンチノミーや論理矛盾は論理
の破壊以外の何もの で も な い ！

A まあ︑そう興奮しないで︒さっきのアリストテレス

によれぱ︑矛盾律を定式化したあとで︑﹁同じものがあ
りかつあらぬ﹂と信ずることは現実には不可能だから︑

ヘラクレイトス本人すらも本気でそういったとは信じら

れない︑と述べている︒とにかく︑人閥は矛盾偉を犯し

だということがありうるかと間われれぱ︑ヘラクレイト

矛盾律をすべての恩考と学問の原理とするアリスト

スすらも﹁否﹂と答えざるをえないだろう︑と指摘す
る︒

B

テレスには大賛成だね︒どうもぼくは最近︑へーゲルや

マルクスのいう弁証法とは︑相手を心理的に−論理的

にでなくてね1説得するためのレトリツクの一種では

ないかと思っているくらいだ︒弁証法のいう﹁対立物の

統一﹂や﹁矛盾﹂というのは︑レトリツクでいうと﹁対

義縞合﹂や﹁逆説法﹂にあたるからね︒少し話がずれる

が︑﹁何．ことのおわしますかは知らねども﹂︵西行︶とい

ウーン︑手厳しいね︒ぽくも論理に正確さや明断さ

るんじゃないかね︒

うように︑日本人は一般に論理の明断さを嫌う傾向があ

C

は必要とは恩うけれど⁝⁝︒そうすると︑ヘラクレイト

スやへーゲルの主張は︑もうほとんど大言壮語︑こじつ

きの︽リヴァー・パラドクス︾にも深い意味があると恩

けとたぷらかしの固まりになるのかねえ︒だけど︑さっ

われるし︒

ては絶対に考えられないわけだね︒

実はほぽ同様のことが﹃形而上学﹄で︑もう一箇所述
︵〃︶

べられているんだ︒そこでアリストテレスは︑もし対立

するふたつの判断が同じ事物についてまったく等しく真
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A

四

︽リヴァー・パラドクス︾の内容

ヘラクレイトスの︽リヴァー・パラドクス︾といっ

ても︑どの命題をさすのかな︒ディールス／クランツに

よると︑三つの断片が関係する︒それをつぎにあげてみ
ようか︒

断片1211かれらは同じ河にはいり︑違った水が︑また

われわれは同じ河にはいりかつはいらない

違った水が流れてくる︒

断片49︑
し︑われわれは存在しかつ存在しない︒

断片9ユー1ヘラクレイトスによれぱ︑ひとは同じ河に二

度はいることはできない︒ひとは移り行く水を二度と安
定した形でつかめないし︑その変化の鋭さと遠さのため
︑

︑

に︑物は拡散していきまた再び結びつき︑そして砕㎝と
︑

かあとでというのでなく︑刷脚い集まりかつ分離する︒
︵傍点は筆者︶

力ーンの著作では︑なぜか断片49aは収録されていな
い︒また断片91は︑必ずしもヘラクレイトス自身のもの

ではなくて︑パラフレイズされている可能性がある︒
﹁同じ川に二度はいることはできない﹂という表現はあ

＾肇

まりにも有名で︑プラトン﹃クラチュロス﹄にも出てく

る︒バンタ・レイとともに︑この表現のオリジナリティ

それにしても︑やはり不明瞭だなあ︒矛盾律にこだ

は低いようだね︒

B

︑11甫疎θ寺薗

わるけれど︑矛盾偉は実はさっきよりも簡単に定式化で
きる︒

〜︵︑＞〜︑︶

これは﹁pかつpでない︑ということはない﹂と読める︒

これに従い︑断片49αを定式化しようか︒

われわれは同じ河にはいる1lP

われえは同じ河にはい差い←

われわれは存在するuρ

われわれは存在しない1ーイ
こうすると︑断片49aは
︵︑＞〜き﹀︵め＞〜①︶

と定式化され︑二度アンチノミーを重ねることによって

まあ︑その前にさっきの断片の説明をした方がいい

二度も矛盾偉を犯している︒これはまったくの論理の破
壊だ︒

A
ね︒
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ヘラクレイトスの《リプァー・パラドクス》
（89）

（90）
第4号
第99巻
橋論叢

まず断片12だけれど︑カーンは詳しい説明をつけてい

る︒実はここにある河︵暮暮息り︶はなぜか複数形だ︒

単数形じゃいけないのかな︒それはともかく︑全体の意
味は︑かれら︑つまり河で水浴をするひとぴとはひとつ
の同じ河にはいるわけだが︑流れてくる水はつぎからつ

ぎへと変わっていく︒だが︑それにもかかわらず︑いや

河の水がたえず流れるからこそ︑それはひとつの河なの
だろう︒流水がなけ九ば池か湖になってしまう︒断片12

はアンチノミー形式に必っていないが︑それでも一種の■

実はこの断片は別にも解釈できるんだ︒それは﹁同じ

バラドクスを舎んでいるね︒ ︑

ひとびとが河にはいり︑違った水が⁝⁝﹂というものだ︒

つまり︑﹁同じ﹂を﹁ひとびと﹂にかける︒カーンによ

ると︑ヘラクレイトスはこの断片で︑河のもつ同一性と
＾19︺

水浴するひとぴとの同一性をパラレルに考えているとい

C

断片49aも前の断片と関係が深い︒ひとつの河の内

実に弁証法的な深い発想だと思うけれどね︒

・つんだが⁝⁝︒

A

容︵水︶はたえず変化しているから︑﹁われわれは同じ
河にはいりかつはいらない﹂という表現が生ずる︒﹁わ

れわれは存在しかつ存在しないLについては︑さっきの

力ーンのいう河と人間とのパラレルの関係が生きる︒河

と同様に︑実はわれわれ人間の物質的構成だって変化し

ている︒一定期間たてぱ︑物質代謝のおかげで肉体的に

すっかり入れ変わる︒それでもわたくし一はわたくしだか

らね︒人間の自我の同一性のこうしたあり方を︑﹁われ

断片91について︒河の流れはたえず変化しているのだ

われは存在しかつ存在しない﹂といったのだろう︒

から︑厳密にいえぱ︑河は一瞬一瞬︑別ものになってい

る︒だとすれば︑同じ河に二度とはいれないことになる︒

あとの説明は省略するけれど︑たしかにここには万物流

ヵーンは断片12のすぐっぎに断片91をおいている︒な

転の思想が鮮かに語られている︒

ぜなら・ひとつの河にはいると︑たえず別の水が流れ寄

せてくるから︑いかかがズニ度と同じ河にはいれない︑

でも︑何か煙にまかれた感じもする︒とくにさっき

ウム︑うまい説明だね︒

と連続して読めるからだ︒

B

C

ハッハヅハツ︒それどころじゃないよ︒ヘラクレイ

の矛盾律との関係でね︒

A

幽

い﹂といったことを不十分として︑﹁ひとは一度も同じ

師ヘラクレイトスが﹁ひとは二度と同じ河にはいれな

トス派に属し︑プヲトンの師でもあったクラチュロスは︑

れぱ河ではなく︑ただ水だけあっても河とはいえない︒

る︒どちらも河にとり不可欠だろう︒水が流れていなけ

河の可変部分であり︑河岸などは河の不変部分とみなせ

流水の部分と固定した河岸︑河床などの都分だ︒流水は

＾20︺

河にはいれない﹂といったんだ︒

わけで︑ひとは一度も同じ河にはいれないんだ︒それに

れぱ︑河の同一性などはじめから存在しない︒そういう

は時々刻々と変化し︑たえず別ものとなっている︒とす

C ぽくに説明させてくれないか︒多分こうだろう︒河

いうやつだね︒一体どういう意味なんだ︒

だから︑ある意味で︑つまり固定した土手から河床へと

床を踏んでいるが︑体にさわる水はつねに変化している︒

しても︑もう同じ水には触れない︒足の墓は固定した河

はたえず流れているから︑つぎの瞬間にはいり直したと

いれる︒土手をおりて浅瀬から深みへとね︒しかし︑水

る︒一われわれは同一の地点から何度でも同じ河には

︽リヴァー・バラドクス︾を再定式化すると︑こうな

もし︑はいる側の人間の方も同一性がないとしたら︑ま

B えっこれはシ百ヅク︒まったく鬼面ひとをおどすと

して同じ河かどうかわ か り は し な い ︒

味でツ﹂−こういえぱ︑矛盾偉に違反しない︒︽リヴ

二度と同じ河にはいれない︒﹁ある意味でρ︑別の意

る︒けれども︑別の意味で︑つまり流水の面からすると︑

歩む限り︑われわれは二度でも三度でも同じ河にはいれ

五 ︽リヴァー・ パラドクス︾の再定式化

B ウーン︑どうも誼弁くさいなあ︒もう少し論理の明

A

A

たしかに明瞭だが︑ひとつ疑間がある︒では︑どう

なるほど︑クリァだ︒

瞭になる︒いかがかな︒

ァー・パラドクス︾はこう分析されてこそ︑論理的に明

B ﹁われわれは同じ河にはいりかつはいらない﹂とい

C

瞭さと分析のプロセスが必要だと恩うけれど︒

う︽リヴァー・バラドクス︾は︑矛盾律に背反しない形

してヘラクレイトスはアンチノミーとかパラドクスをわ

どうやるんだね︒

で再定式化できる︒まず河を二つの構成部分にわける︒
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ヘラクレイトスの《リウ．アー・パラドクス》
（91）

（92）
第4号
第99巻
一橋論叢

なるほどねえ︒アンチノミーないしパラドクスは恩

考を刺激し︑挑発するという認識論的役割をもっている

A

化してくれれぱよかったのに︒

わけか︒そうすると︑ヘラクレイトスは哲学史上の偉大

ざわざ使ったのかな︒はじめからきみのいうように定式

B きみのいいたいことは︑アンチノミ﹁的表現のもつ

やはり同じ古代ギリシァで︑エレァ派のゼノン︵前四

な知的挑発者ともいえるね︒

ら矛盾偉に即した表現をしないのかといえば︑それこそ

六〇年頃︶が唱えたいくつかのバヲドクスがあるね︒

認識論的機能は何かということだろうね︒なぜはじめか
レトリヅクの間題であり︑発話行為をするひととそれを

ることは︑実はそう簡単なものではない︒︑︑＞〜︑とい

とき︑そこから︑この意味でp︑あの意味で〃と分析す

な表現ができるかを考えさせる︒︑＞〜︑と表現された

を刺激し︑そこから︑どうしたら筋のとおった無矛盾的

挑発を行なうものだろう︒反矛盾偉的な表現をして恩考

は聴者／読者に対して︑さらに自分自身に対しても知的

と思う︒つまり︑アンチノミーやパラドキシカルな表現

キーという弁証法や論理学の研究者も︑ほぼ同様のこと

C

ましているんだからね︒

でいえぱ︑現にわれわれ三人が知的挑発にのって頭を悩

た︒そしてヘラクレイトスの︽リヴァー・バラドクス︾

絡んで︑多くの哲学者︑論理学者︑数学者を悩ませてき

まで︑空間︑時間︑無限︑連続と非連続などのテーマと

静止している﹂などの命題だ︒あれなども現代にいたる

﹁アキレスは亀を追いこせない﹂︑﹁飛ぷ矢は飛んでいず︑

う表現でとどめておくのは一種の知的怠慢であり︑分析

﹁費本は流通のなかで発生しえないのと同様に︑流通か

をいっている︒マルクス﹃資本論﹄にある有名な定式

うけとるひととのコミュニケーシ目ンの問題ではないか

の拒否に通ずるものだ︒そこからさらに論理的に精密化

なければならないと同時に︑流通において発生してはな

ら発生しえないのでもない︒それは流通において発生し

B君の主張は認めよう︒実はソ連の1・S・ナルス

し︵①−きo轟註︶︑分析をほどこして無矛盾的に確定され

た表現にいたることが必要ではないか︒ヘヲクレイトス

らない﹂−このアンチノミー的表現は︑サルスキーに

＾22︶

やへーゲルのように︑︑＞〜︑といって得意然としてい
︵21︺

るの で は 困 る ︒

546

よって︽アンチノ︑・︑−間題︾と呼ぱれる︒かれはこの︽ア

ンチノ︑︑︑1問題︾を︑解決されるべき問趨の有効な表現
＾23︶

形式とみなしている︒だから︑かれは︑＞〜︑という
アンチノ︑︑︑1的表現を弁証法的矛盾の十分な表現とはみ
ないんだ︒

B ﹃資本論﹄についてはあまり詳しくないので︑少し

さっきのアンチノ︑︑︑1的表現は﹁貨幣の資本への転

説明してくれないか︒
C

化﹂という章でみられる︒問題は商品が生産され流通し
ている社会で︑どのようにして資本家による価値増殖が︑
つまり利潤の増大が可能になるのかということなんだ︒

もし貨幣を介して商品の等価交換が行なわれるとしたら︑

いつまでたっても価値増殖はおこらない︒そこには

Q︑

合日富θ︸略譜

雫−Qーミ叫汁葎QーミーΩ ミ 爵討︑Q⁝漣講
という無数の系列があるだけだ︒でも︑資本が増大する
ということは
QI雫−Q︐

という価値増殖が生ずることを意味する︒

では︑前期質本主義のケースを考えよう︒明らかなよ
うに︑ここでも総量としての価値はふえない︒詐歎や相

手の無知︑無カにつけこんで一方が宮み︑他方が貧しく
なることはあウてもね︒

現在︑市民社会上の契約によって︑当然にも商品の等

価交換が原則とされており︑他方︑資本の増殖・蓄穣は

驚くほどのテンポで進んできた︒もちろん︑経済単的に

いえぱ︑すべては流通部面をとおしてはいりこんでくる

以外になく︑しかも流通では等価交換が原則となる︒マ

ルクスはここでさっきの︽アンチノミー問題︾を出し・

ミ

一24︶

有名な文句を吐く−﹁以上が問題の条件である︒ここ

そうか︑そうすると︑マルクスの︽アンチノミー問

カロードス島だ︒ここで跳べ︒﹂

A

題︾はB君のいう﹁知的刺激﹂に近いのか︒それで︑マ

ルクスの解決は︑労働力という特殊な商品を発見するこ

とにあるわけだね︒労働カの消費︵11労働︶は価値増殖

弁証法家のマルクスは意外にも分析を重んじたわけ

をするからね︒

B

で︑概念の神秘的な自己展開をいうへーゲルとは違うわ

けだな︒マルクスにとって︑矛盾律を守ることは多分・

不可欠で︑弁証法的矛盾も論理的矛盾とは別ものなんだ

ろう︒それなら文句はないんだが・・：−︒

54？

アー・パラドクスカ
ヘラクレイトスの《リウ
（93）

C

末 あらたなる展開へ

問題はかなり片づいたようだけど︑だが︑もうひと

つ気になることがある︒それはほかならぬ︽リヴァー．

きみが河を可変部分と不変部分に分析したね︒この区

パラドクス︾のことなんだが︒

分にはぽくも賛成したい︒それで間題というのは︑この
両部分はまったく別ものでないということなんだ︒河の

流水部分と河岸︑河床は相互に作用しあっており︑この
両者が合してはじめてひとつの河となる︒そうではない
か︒流水も河岸︑河床に制約されて一定の方向に流れる︒

ところが他方︑流水こそが長い間には河岸を削り︑土砂
を蓄積したりしてコースを少しずつ変えていく︒流水が
極端にふえたりすれば︑コースもダイナ︑・︑ツクに変化す

その場合︑河の両部分がひとつのシステムをなすと

システム

そういってもかまわない︒それがへーゲルやマルク

A そうだとすると︑︽リヴァー・パラドクス︾を﹁あ

スの弁証法的体系のことならね︒

C

いってもよいのかな︒

B

箏

第99巻 第4号（94）
一橋論叢

る意味でP︑別の意味で〃Lと再定式化するだけでは︑

それとぽくからも君に疑問がある︒きみの説明は鋭い

話は終わらないわけか︒多少やっかいになるね︒

と恩ったけれど︑ヘラクレイトス自身が河を両都分にわ

そういわれれば︑ヘラクレイトス自身に即して厳密

け︑そこに相互作用を考えていたかどうか︒

C

生産的誤解というやつかな︒疲れた︒少し一服しよ

に考えたわけではない︒

B

うよ︒タバコ吸ってもいいかね︒最近タバコをやらない

ひとがふえたんで︑喫煙者は肩身の狭い思いをしてます
よ︒

ヘラクレイトスだと︑流水はもちろん河岸だって少

1一時休憩l
A

しずつ変化しているとみるかもしれない︒つまり︑河の

すべての都分は程度の差はあれ︑たえず変化している︒

それでもそこにある河の同一性は変わらない︒たとえぱ︑

中国の黄河の場合だが︑この河はしぱしぱ氾濫をおこし︑

そのたびに大きく流域とコースを変えてきた︒あれほど

水路を北へ南へと変えた河も珍しい︒それでもやはり︑

その河は黄河といわれる︒つまり︑河のすべてが変化し

54ε

とすると︑河を可変部分と不変部分とにわけること

ても︑黄河の同一性は保たれる︒

C

いってみれば︑エコロジー的な意味で重要なんだろうね︒

化作用をしたり︑多くの生物の生息地になったり︑まあ︑

単なるドブ河は死んだ河だ︒河は生きている︒話が少し
脱線してしまった︒

自体に問魑があるのかな︒でも︑よく考えよう︒

なぜコースや流域が変化したかというと︑流水量が急
B

ヘラクレイトスには直観的に全体をみる能カはある

に増大し︑河岸をのりこえて氾濫し︑河床を削り︑土砂

が︑分析がないということか︒ぼくは︽リヴァー・バラ

ドクス︾を解決しようとして河を二つの構成部分にわけ

．を押し流し︑また新しくコースをつくったからだろう︒

そこで再ぴ流れは新しい河岸のなかに収まる︒いわぱ︑

たが︑このように分析したうえで両者の相互関係を探る

︑

それから︑アンチノミー的表現はやはりそのままでは

︑

流水という内容が河岸などの形式を産出しながらも︑逆

というのなら話はわかる︒分析から総合へという道すじ

の両者の弁証法的相互作用のなかで内容が主導的になる︒

不十分なわけだね︒この点ではぽくらは一致したと思う︒

︑

にその形式が内容を制約する︒流水を内容ととり・河岸︑

だね︒

だから︑内容と形式は対等ではない︒それと︑形式的側

アンチノ︑ミー的表現は論理矛盾の明確な形態だから︑ど

︑

河床を形式ととるのに異存はないだろうね︒そして︑こ

面である河岸なども単に相対的に不変ということで︑や

弁証法的認識といっても︑やはり最終的には矛盾律を回

っちみち明確にかつ具体的に再定式化される必要がある︒

河床︵形式︶とのダイナミックな相亙作用そのものが河

復するのだろうね︒アリストテレスもいったとおり︑ど

はり変化を免れない︒こうして︑流水︵内容︶と河岸︑

・という現象の全体というわけだ︒

うしてもひとは反矛盾律的には思考できないのだから︒

なるほど︒そうすると・逆にそこまで考えなかった

A

とは︑そのとおりだと思う︒ぼくたちのやってきた議論

弁証法も何らかの形で矛盾偉を守っているというこ．

︒ヘラクレイトスに不十分性があるというわけか︒そうい
えぱ︑かれは水量の増減が河を変化・発展させるなどと

も別に矛盾偉を犯してはいなかった︒

C

はとくにいっていない︒現代的観点からいうと︑河は浄
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やあ︑だいぷ時間がたってしまった︒ヘラクレイト

スについては本当に勉強になった︒助かったよ︒

C

理学では矛盾偉は︑同一偉︵A1IA︶や排中偉︵AはB

B

ただね︑ひとつだけいわせてもらうと︑伝統的形式論

であるかBでない︶と並んで自明の恩考の原理とされて

になったようだね︒分析の必要性と︑弁証法も矛盾律を

の恩考内容に食いこむものだ︒だから︑矛盾にぷつかっ

ぎず︑恩考の内容に関係しない︒ところが弁証法は現実

矛盾律は論理的首尾一貫性を守れという形式的規則にす

話したこともあったね︒当時は学生運動も活発だったし︒

ついて︑さらに人生の意味や恋愛などについて︑徹夜で

A

守ること︑．これが今日のぼくの成果だな︒

﹁三人よれぱ文殊の知恵﹂というが︑生産的な対話

いるけれど︑弁証法ではそれが中心テーマとならない︒

たら︑とにかく矛盾しないように再定式化すれぱオーケ

いまの学生がぼくたちの議論を聞いたらどう恩うかね︒

とがコミュニケーシ冒ンの中心なんだ︒本音を出して議

いらしい︒哲学の評判が悪くなるわけだ︒就職などの実

ぼくたちの学生時代のことは想像もつかないだろう

学生時代はこういった議論や︑政治︑社会の間題に

ーということではすまない︒ソ連の唯物弁証法家E・

B

︑

V・イリエンコフによると︑弁証法は矛盾を除去するた
︑

な︒いまの挙生はじっくり考えたり︑議論したりはしな

︑

めの方法という面と︑さらに︑対象をより深く認識する
︑

るだけでね︒かれらにとって︑情報交換や冗談をいうこ

際上の必要や趣味的生活のために要領よく考え︑判断す

︑

さいにその矛盾を具体的に解くという高次の役割をもっ
泰︺
ている︒たしかに︑形式論理にはこの後者の面が欠けて

︑

いる︒だから︑矛盾を除去するといっても︑形式論理と

論するのはダサィし︑実は傷つくのがこわい︒でも情報

弁証法とは雲泥の差がある︒

収集はすばやい︒憎報化社会のおとし子だし︑メディア

この種の議論はプラトンやアリストテレス︑いや︑

﹁ありはあり︑あらぬはあらぬ﹂といったバルメニデス

A

人間だからね︒

どない︒まあ︑重たい現実などみようとしないし︑白然

受験勉強で輸切りにされて画一化され︑本当の個性な

あたりにまで遡るね︒

七結語と余談
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と精神的視野傲窄に陥る︒軽薄短小の世代だからね︒

青年期の非行の底にあって︑若者の特徴であるものとし

教研集会に参加したことがある︒そこで発表した先生が

二つ目は文化的同調の強制だ︒この背後には大企業の文

﹁別に迷惑をかけていない﹂︑﹁関係ないだろう﹂とくる︒

的自己本位というものだ︒親や教師に注意されると︑

て四つほどあげていたのを記憶している︒ひとつは閉鎖

C だいぶ厳しいね︒でも︑社会学者やマスコミがおも
しろおかしく若者にレヅテルをはっている面があるので
はないか︒﹁モラトリァム人間﹂︑﹁カプセル人間﹂︑﹁や
エイ咀7ソ

けど︑ぼくが講義で学生にとったアンケートによると︑

化支配やマスコミの影響がある︒テレビの人気番組をみ

さしさの世代﹂︑﹁宇宙人﹂︑そして最後に﹁新人類﹂︒だ

自分を新人類と思っている学生は一割くらいしかいなか

者など︑平均的でない者への追害だ︒いわゆる﹁いじめ﹂

ていないと伸間はずれになる︒第三は個性的な人間や弱

だとみている︒

の現象だね︒帰国子女に対する﹁外国はがし﹂というス

った︒多くの学生が﹁新人類﹂をマスコミのでっちあげ

B だがね︑新人類はそもそも哲学や論理学の講義など

ていれぱ安全ということで︑主体性や問題意識など育ち

タイルのいじめもあるそうだ︒ま︑結局︑皆と同じにし

C

はしない︒第四は人類的なもの︑人間的なものへの破壊

とらない！

それこそいまの学生が自分たちの世代の特殊性を自覚し

的態度であり︑権カや暴カの肯定だ︒

アハハ︒もっともね︑そういう話を友人にしたら︑

ていない証拠だ︑かれらの歴史感覚の欠如こそが間題だ︑

小学校︑中学校︑高等学校と徹底して管理され無カ

化されてきた生徒が大学へくる︒大学レベルで何とかし

B

に考えようとしている学生もいないわけではない︒

ようと思っても︑もう遅いね︒

と主張され︑ナルホドと思ったけれどね︒でも︑まじめ

A あまりにも時代が忙がしくなりすぎたね︒情報に追

A

のではない︒若い頃にたえず議論をしてきた結果だろう

論は︑ただ哲学上の専門の知識があれぱできるというも

ヘラクレイトスをめぐってやってきたぼくたちの議

いまくられ︑ゆっくり考えている暇がない︒古代ギリシ
ァ哲学などやっている人間はもう﹁化石﹂か︒

C 実は︑大挙生ではないけれど︑以前に高校レベルの
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ね︒一種の訓練だね︒実際︑ぽくたちのうえの世代の研

ティケーは市民間の対話であり︑専門家内での講壇哲単

とは違う︒ソクラテスの﹁無知の知﹂にあるように︑対

ていくプロセスを重んずるから︑面倒臭くもある︒ひと

物だからね︒そして議論は結果よりもいろいろと展開し

反論されたりするのは不愉快なものだ︒人間は感情の動

そのなかで相手に異を唱えたり︑逆に相手からまともに

れる社会では︑だれでも波風たてすに生活したいと思う︒

B 挙生や若者だけではなく︑いまのように精神的に疲

いうと§膏ミ詩だが︑このことばのもとの意味は﹁智

を教えるひとびとだった︒﹁ソフィスト﹂︑ギリシァ語で

のポリス的民主社会のなかで若者に政治的教養や弁論術

ス︑ゴルギアス︑プロディコスらはもっと健金で︑当時

ているが︑古代ギリシァの前期ソフィストのプロタゴラ

いうと白を黒といいくるめる﹁読弁家﹂のことと思われ

頼関係も生ずることがある︒いまでこそ︑ソフィストと

話のなかで自分の独断や偏見があぱかれるし︑また︑信

の考えをいちいちまともに聞いていたら︑やってられな

者﹂︑﹁賢人﹂のことだった︒それが後期ソフィストにな

いと思う︒

究者で挙問的に議論する能カのあるひとはそれほどいな

い︒対話・議論することが必要だということは一般論と

り︑本当に﹁誼弁家﹂の意味になってしまった︒

対話とは単なる自己主張や意見の披涯でなく︑相手の

してわかるが︑お互いに好き勝手なことをいうものだか

主張と発想に耳を傾けることを含む︒頭を柔軟にしない

らとてもやり切れない︑とかね︒

そうでなくとも︑日本人は対決し議論を避けたがる︒

とやれない︒自分の主張をたえず相対化することも必要

だろう︒でも︑いうは易く︑行なうは難し︒

根回しと下相談が重要で︑﹁気配り﹂や﹁腹芸﹂的コ︑・︑

ユニ ケ ー シ 目 ン が 中 心 に な る ︒

そうだからこそ︑教育のなかで小さい頃から議論と

C

だからこそ︑対話能カの実践的形成ということが大

C

B

対話の訓練をすることが必要なんだ︒

ともと議論のための術だった︒論理的恩考は対話と説得

ぼくも賛成だね︒西洋人にとって︑形式論理学はも

切で︑．これこそ民主主義にとって必要な要素だと思う︒
チイ7レクテイケー

A そこで︑古代ギリシァの対話・問答法に帰れという
わけか︒たしかに︑ソクラテスやプラトンのディアレク

552

応する︒へーゲル﹃犬論理単﹄︵武市訳︶上巻の一︑岩波

書店︑一九六七年︑八O−八一頁を参照︒

のなかで鍛えられるし︑現実性をもつからね︒

三五六頁以下を参照︒

＜o司F︸9昌募ωo己具§ミ§s︑婁ミ︸ミミ§一嘗9N

古在由璽﹃著作築﹄第一巻︑動草薔房︑一九七三年︑

この拙稿は四︑五年前に論理学の議義で学生諸君と議論した
ときの産物といってよい︒当時わたくしはヘラクレイトスの
︵3︶

︵2︶

マンとセイアーズの論争を紹介しつつ︑講義を進めていった︒

︽リヴァー・パラドクス専をテーマにして︑それに関するノー

そしてセイアーズの解決法に疑問をもった学生−明確に問題

波書店︑＝三ハーニハO貢︒

レーニン﹃哲学ノート﹄︵松村一人訳︶第二分冊︑岩
︵5︶

︵4︶

＜−O司．dO﹃＝目−HOOOO−ω一㎞旧声

さい︑学生側から反論のレポートも出され︑学生相互も議論を

視したのは二名ほどだったと思うーと質疑応答をした︒その
しあった︒結局︑かなり討論したにもかかわらず︑学生諸君も

スの断片の番号はこの書によって本文中に記す︒訳につい

雪彗昌里昌皇o辺幸巴亭害内墨冨一b膏専祭§§さ軋ミ

納得せず︑わたくし自身もかれらの主張を明確に理解しえなか

§；O迂ミ‡き巾Pゴ峯O−O昌芭■♪岩ミ．以下︑ソクヲテ

哲学者断片集﹄岩波薔店︑一九七四年︑内旨自の英訳︵後

ては︑嘗o更内量冒の独訳︑山本光雄訳編﹃初期ギリシァ

った︒レポートをした学生も自分の主張を明瞭に理論化できず︑

もどかしげであった︒︽リヴァー・パヲドクス彰の問題はそれ

O芭昌σ﹃δo目ooけo．−−ooou．

眞方忠適﹁ヘラクレイトスー﹃パンタ・レイ﹄のコ

〜−黒opo§ミぎ3甲企0N＞−

︵10︶

ジ目ン・パーネソト﹃初期ギリシァ哲学﹄︵西川亮訳︶

レーニン︑前掲書︑一五一員︒

以文社︑一九八二年︑一九一員を参照︒

︵9︶

一九八二年を参照︒

ンテクストについて﹂︑﹃現代思想﹄三月臨時増刊︑青土社︑

︵8︶

︵7︶

良辻S夕O・﹂口■勺．

︵6︶O臣︑一窃声5貝§き§＆§曇一ミき§一

させて頂き︑和訳を試みた︒

出︶︑パーネツトの著作による翻訳︵後出︶などを参考に

以後わたくしの心のなかに残った︒そして当時の挙生諸君が何
をいいたかうたのかが︑あとになり段々とわかってきた︒わた
くし自身の解釈にも不十分な点があったのである︒

拙論で︽リヴァー・パラドクス彰が十分に解決できたかどう
か心もとないが︑もし拙論の展開に何らかの説得カがあるとす
れぱ︑それは当時の学生諸君との議論のおかげである︒講義に

参加し︑議論の輸に加わった当時の学生諸君にここで感謝←た
い︒

ぺーゲル﹃哲掌史﹄︵武市健人訳︶上巻︑岩波書店︑

一九七四年︑三六二員を参照︒なお︑へーゲル自身が強調

︵1︶

するように︑論理挙におけるヘラクレイトスの生成の恩想

植︑有無成の論理展開のなかの﹁︵生︶成﹂概念に対
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︵26︶ω霊一
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︵25︶

一九七三年︑二一〇頁以下を参照︒
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