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杉本英太「アリストテレス『形而上学』の無矛盾律論」

序論
アリストテレスは『形而上学』Γ巻において無矛盾律を主題的に扱っており，それを特
徴づけ擁護する様々な議論を行っている．それら個々の議論については，多くの解釈者が
哲学的関心を寄せ，内容を詳論してきた．それにも拘らず，それらの議論が有するねらい
と置かれている脈絡は，依然として明確な像を結んでいないように思われる．一つには無
矛盾律論内部の構成が，一つには無矛盾律論全体の『形而上学』Γ巻における位置づけが，
問題として残っている．特に後者の問題について Cassin (1989: 13) は，Γ巻の前半部を
重視する「形而上学者」と後半の諸論証の解釈に注力する「論理学者」が対蹠的な研究状
況を形作っていると指摘した．Γ巻を一個の統一的著作として読むべきであるとすれば，
これはスキャンダラスな事実だろう．そして，その後の研究の進展も，こうした Cassin

の診断を過去のものとしているとは言えない．
本稿では，Γ巻の前半と後半の接合部と呼ぶべき第 3章の議論の分析を通じて，無矛盾
律論のねらいの理解に対する寄与を図る．第 1節では，無矛盾律についての議論が導入さ
れる脈絡を確認し，同箇所と B巻のアポリアとの密接な関係を確認した上で，無矛盾律が
〈あるもの〉の類との関係で (その自体的属性として) 導入されていることを示す．第 2節
では，続く無矛盾律が「最も強固な」原理であることを示す議論 (本稿では「強固さの議
論」と呼ぶ) の論証構造と前後の文脈をもとに，「強固さ」が無矛盾律の疑いえなさを意味
するという支配的解釈を斥ける．第 3節では，以上の解釈と，Γ巻 5章における論敵の分
類をもとに，無矛盾律に関するさまざまな論争主体がなす構図を粗描し，無矛盾律論がな
ぜ哲学者の仕事となるのかについて一定の見通しを与える．

1 公理の認識者としての哲学者
『形而上学』Γ巻の冒頭三章は全体として或る新たな学知を構築する試みとして理解で
きる．冒頭でその学知は「〈ある〉限りの〈あるもの〉と，それに自体的に帰属するもの
どもとを考察する或る学知」(Γ1, 1003a21–22) と呼ばれる (本稿では「〈あるもの〉の学
知」と略称する)．続く 2章でそうした学知の構想が具体化され，さらに 3章ではこの学
知は「諸公理」の探究をも行うと論じられる．次節で論じるように，Γ巻において無矛盾
律が俎上に載るのは，まずはそうした諸公理のひとつとしてである．

T1 数学的諸学におけるいわゆる「諸公理」について〔の探究〕と実体について〔の
探究〕が一つの学知に属するのか，それとも異なる学知に属するのか，ということ
が語られなければならない．実際，これらについての探究が，一つの，そして哲学
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者の学知に属することは明らかである．というのも，〔公理は〕〈あるもの〉ども全
てに帰属するのであって，他の諸類から切り離された或る類に固有に帰属するので
はないから．そして全ての人々が〔諸公理を〕用いている一方 (なぜなら〈ある〉限
りの〈あるもの〉に属するのであり，各々の類は〈あるもの〉だから)，彼らにとっ
て十分である限りで用いているのである——すなわち，それについて彼らが諸々の
論証をもたらすところの類がおよぶ限りで，ということである．したがって，〈あ
るもの〉どもとしての全てのものどもに公理が属することは明らかなので (という
のも，公理はそれらに共通だから)，〈ある〉限りの〈あるもの〉について，またこ
れら諸公理について認識している人に，〔諸公理の〕考察が属するのである．まさ
にそれゆえに，部分的に考究している人々は誰も——幾何学者も算術家も——こ
れら諸公理について真であるか否かを何か言うことは試みないのである*1．(Γ3,

1005a19–31)

広く認められているように，冒頭の問いは，アポリア集である『形而上学』B巻で提示
された第二のアポリア (996b26–997a15) を暗に参照している．このアポリアでは，「実体
についての学知が諸公理を探究する」という主張に対する複数の反対論拠が挙げられてい
る．しかしこの主題上の対応関係にも拘らず，アリストテレスは T1で同アポリアに直接
的に応答していないというのが一般的な解釈である*2．特に関係が不明瞭とされるのは以
下の箇所である．

T2 同時にまた，いかなる仕方でそれら論証的諸原理についての学知はありうるの
だろうか．というのも，それらの各々が何であるのかは今でも私たちは認識してい
るからだ．少なくとも，その他の諸技術も，これらを認識されているものとして用
いている．これら諸公理について論証的学知があるなら，何らかの基礎に置かれる
類があり，それらの或るものどもは諸属性，或るものどもは諸公理である (τὰ μὲν

πάθη τὰ δ᾿ ἀξιώματ᾿ αὐτῶν) 必要があるだろう (全てについての論証は不可能だか
ら)．というのも，或ることどもから，何かをめぐる，或ることどもの論証がある
ことが必然的だから．したがって，示される全ての事柄に或る一つの類があること
が帰結する．というのも，全ての論証的諸学知は諸公理を用いるから．(Met. B2,

997a2–11)

*1拙訳．底本として，Γ巻に関しては Hecquet の校訂版 (Hecquet-Devienne & Stevens (2008)) を用い，
Β巻に関しては Ross (1924) を用いる．

*2この点を明言するものとして，Irwin (1988: 168); Crubellier (2008: 382). また Kirwan (1993: 86–7)
も以下の T2 で提起される論点を未解決とする．
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多くの解釈者によれば，T2 が示す学知の存立不可能性の問題は，この学知が『分析論
後書』の論証理論を超え出たものである必要性を示唆している．つまり，この問題は知識
論的構成のなかでは解決されず，むしろただ Γ巻 4章以降の論駁的論証などで解消され
るものと理解されている*3．
しかしつぶさに見れば，T1 は T2 への直接的応答を含んでいる．T2 の論点はつづめ
て言えば二つある．

(A) 公理の既知性 (997a2–5) 私たちは既に諸公理を認識して用いているのだから，さら
なる研究の余地はない．

(B) 類の区分の問題 (997a5–11) かりに学知が諸公理を考察対象とするなら，諸公理の一
部は或る類の諸属性となる．しかし諸公理は万物に妥当するため，それを用いる全
ての学知が単一の類に属してしまう．(補い: しかし，これは学科ごとに類が分かれ
るという知識論の根本的想定に反する．)

以上の要約が前提するテクストの読みについて一点注記すると，T2 の下線部で示した
指示詞 ‘αὐτῶν’ (997a7) は，前行の ‘αὐτῶν’ を承けて論証的原理 (公理) を指す部分属格
として理解すべきである*4．Madigan (1999: 43) はこれを諸公理ではなく基礎に置かれ
る類を指す所有の属格とみなすが，しかし第一に前後において類はつねに単数形で指示さ
れており (997a6, 8, 9-10)，第二に類そのものに諸公理が含まれるとは考えにくい．
さて，このように論点を把握するなら，T1 は T2 に対する以下のような応答として理
解できる．(A) たしかに数学者は諸公理を用いているが，「それらについて諸々の論証を
もたらすところの類がおよぶ限りで」，つまり数学的対象にスコープを制限して利用して
いるだけであり (cf. APo. I.10 76a37–40)，〈あるもの〉全体に妥当するものとして考察
できてはいない．(B) 他方で，諸学科がまさにそうしたスコープの制限のもとで用いてい
る限り，類の区分の問題は生じない．公理が〈あるもの〉全体に属する (あるいは B巻の
言い方では〈あるもの〉の属性である) としても，数学者が用いるのはその意味での公理
そのものではないからだ．
このように，B巻のアポリアへの応答を通じて，数学的諸学と〈あるもの〉の学知の区
別，および数学者と哲学者の区別がなされる．そのうえでアリストテレスは，公理の認識
に関して哲学者に特権的地位を与える．公理を数学的対象のみならず〈あるもの〉全体の
相関項として捉える哲学者のみが，公理を公理として扱いうるのである．

*3Ross (1924: 230); Reale (1980: 136); Irwin (1988), Chap.8–9; Madigan (1999: 43–44, 52).
*4Ross (1924: 230) や Crubellier (2009: 68–69) は同様の読みを示している．
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注目すべきは，この応答を通じて，類・自体的属性・公理からなる学知という『分析論
後書』の構成が保存されている点である．第一に，個別科学に関する知識論は無傷で残さ
れている．第二に，〈あるもの〉の学知が何らかの論証的学知となる可能性を妨げる事情
も，さしあたり解消されている．こうした意味において，『後書』の論証理論に対する破
壊的変更はここには見られない．

2 無矛盾律の強固さ
続く箇所でアリストテレスは，「万物の最も強固な諸原理」(Γ3, 1005b10–11) を述べう
るのが相応しいのは哲学者であると主張し，かつ無矛盾律がそうした原理であると主張す
る．この「強固」という形容は，無矛盾律の疑いえなさを示すものであると理解されてき
ている*5．だが，そうした理解は二重の誤解に基づいている．第一に，若干の解釈者が正
当に指摘するように*6，そうした解釈が根拠とする「虚偽に陥ることが不可能」というア
リストテレスの規定は，無矛盾律そのものの疑いえなさを意味しない．第二に，「強固」と
「虚偽に陥ることが不可能」は同義ではない．
第一の論点として，無矛盾律そのものが疑いえないという主張をアリストテレスに帰属
できるかは疑わしい．少なくとも Γ巻 5章には「矛盾対立言明すなわち反対の事柄が同
時に成り立つという考えが，同じものから反対のことが生じるのを見た人々に〔生じた〕」
(1009a23–25) と明言するくだりがあるからである．
そして強固さの議論もそのような主張を含んではいない．確かに無矛盾律は，強固
さの議論のなかで，「それをめぐって虚偽に陥ることが不可能な原理」(περὶ ἣν διαψευ-

σθῆναι ἀδύνατον, 1005b12) の実例として示され，実例であることが論証されている (Γ3,

1005b26–32)．だが，Barnes (1969) による論証構造の分析が示すように，この論証の結
論は個別の矛盾する事態を信じることができないということであって，無矛盾律そのもの
が疑いえないということではない．形式的に示すなら，人 x が命題 p を信じていること
を ‘Belxp’ とするとき，当該箇所の結論は ∀x∀p¬♢Belx(p∧¬p) であり，命題への量化が
信念の内部でなされる ∀x¬♢Belx(∃p(p ∧ ¬p)) ではない．このギャップは時おり指摘さ
れてきたが*7，行間を埋める試みとしては，管見の限り，「デカルト的根拠」なる観念をア
リストテレスの議論に (私の考えでは不当に) 輸入する Wedin (2000: 148–151) のアド

*5Lear (1980: 99); Code (1986); Irwin (1988: 187); Kirwan (1993: 89); Wedin (2000); Nussbaum
(2001: 252); Crubellier (2008); 藤田 (2010).

*6Whitaker (1996: 184–186); Lee (2005: 59).
*7Code (1986); Cohen (1986); Kirwan (1993: 89); Whitaker (1996: 185).

4/9



ホックな解釈しか存在しない．したがってむしろ，無矛盾律が「それをめぐって虚偽に陥
ることが不可能」であるとは，無矛盾律そのものに対する特定の思考の成否を述べるもの
ではなく，単に矛盾の諸実例を信じることができないこと，言い換えれば，思考一般が無
矛盾律に間接的に制約されていることを述べるものとして理解されるべきである．
第二の論点として，強固な原理が「虚偽に陥ることが不可能」な原理であるということ
は，両者が同義であることを意味しない．むしろ両者が同一であることは以下のように議
論によって示されている．

T3 (i) 全ての原理のうちで最も強固な原理とは，(ii) それをめぐって虚偽に陥るこ
とが不可能な原理である．というのも，そうした〔それをめぐって虚偽に陥ること
の不可能な〕原理が (iii) 最もよく認識され (というのも，全ての人々は認識してい
ないことどもをめぐって過つのだから) そして (iv) 非基礎措定的であることは必
然であるから (というのも，〈あるもの〉どものうち何であれ何かを理解している人
が把握することが必然的であるそうした原理は，基礎措定ではないから．何であれ
何かを認識する人にとって認識することが必然である事柄は，それを把握してきて
いることも必然である)．そして，全ての原理のうちそうした原理が最も強固であ
ることは，明らかである．(Γ3, 1005b11–18)

文字通りに読めば，(i) 強固さが (ii) 虚偽に陥ることの不可能性と同値であることが主
張されている．主張の根拠となるのは，後者から (iii) 最もよく認識されること，そして
(iv) 非基礎措定的であることが導かれることである．したがって実質的には (iii) および
(iv) が (i) を含意するという趣旨である．「強固さ」の意味を理解するうえで問題となる
のは，(iii) および (iv) の内実の不明確さである．
「非基礎措定的」(ἀνυπόθετος) という稀語は，近年 Cavini (2008) が説得力をもって
論じたように，『後書』I巻 2章 72a14–24 における「基礎措定」との対比から釈義し，結
局は「公理」と同じものを指すと考えるべきである．同箇所では「無中項の推論的原理」
(要するに論証の原理) は措定と公理に二分され，措定はさらに基礎措定と定義に二分さ
れる．そして，措定とは「何かを学ぼうとする人がそれを持つことは必然ではない原理」
であり，公理とは「何であれ何ごとかを学ぼうとする人が持つ必要がある原理」であると
される．問題の (iv) の補足部はこの公理規定と明確に並行的である．基礎措定は「措定」
すなわち固有原理の代表として言及されている．
これに対して「最もよく認識される」という規定は，ごく一般的であるためにかえって
正確な内容理解が難しい．周知の通りアリストテレスはこの概念の両義性を『後書』を含
む多くの論考において指摘している (APo. I.2, 71b33–72a5; Phys. I.1, 184a16–23; Met.
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Z3, 1029b3–12; EN I.4, 1095b2–8)．それは「本性上よく認識される」と「我々に対して
よく認識される」の両義性である．しかしここでの規定 (iii) は，どちらに同定しても問
題が残る．規定 (ii) から規定 (iv)–(i) を導く際の適切な中項たりえないからである．一
方で，無矛盾律は原理なのだから「本性上よく認識される」の意味だと考えるのは自然で
ある．しかし，「本性上よく認識される」事柄が典型的には探究の終点に位置するのに対
し，規定 (iii) は　・誰・に・と・っ・て・も　無矛盾律をめぐる錯誤がありえないという前提 (ii) から示
されている．他方で，「我々に対してよく認識される」の意味だとすれば，無矛盾律の「強
固さ」という結論と結びつかなくなる．
『後書』の原理論によれば，「本性上よく認識される」事柄は論証の前提に，「我々に対
してよく認識される」事柄は論証の結論に置かれる．したがって，いずれでもない仕方で
はたらく原理としては，推論に直接登場しないいわゆる「統制的」原理を想定する必要が
ある．無矛盾律が統制的な役割を果たす場面としては，議論の出発点となる前提命題の選
択が考えられる．問答法にせよ論証にせよ，あらゆる議論は矛盾対立言明の一方を選ぶこ
とから始めなければならない (APo. I.2, 72a8–11)．そして，そうした選択が認識上有意
味な実践として成り立つのは，矛盾する事柄を同時に信じることができないからに他なら
ない．そして，任意の学知・任意の推論においてこれが成り立つことは，無矛盾律の公理
的地位 (iv) の根拠となる．『後書』のうちに統制的原理という着想を読み取りうるか否か
に拘らず*8，ここでの「最もよく認識される」はそうした特異な認識論的地位を指すもの
と理解すべきだろう．
こうした仕方で，無矛盾律はあらゆる学知の基盤をなす．それは推論実践の原理であ
り，それゆえ同時に探究と論証の背景をなす認識的秩序を可能にする原理だからである．
そうした基礎的役割を担う限りで，無矛盾律は「最も強固な」原理なのである．

3 無矛盾律をめぐる対立の構図
以上より明らかなのは，アリストテレスの無矛盾律論を導くのが〈あるもの〉の学知の
構想であり，無矛盾律を〈あるもの〉の自体的属性として認識する点，および公理として
の役割の意義を把握する点に，アリストテレスは (例えば幾何学者や算術家に対する) 哲
学者の特権性を認めているということである．
この視点設定によって，Γ巻 4章以降の議論の構図についても若干の見通しが得られる
だろう．Γ巻におけるアリストテレスの無矛盾律論は，大きく分ければ，(1) 既に見た無

*8否定的見解として，McKirahan (1992: 74–75); Barnes (1993: 139).
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矛盾律の地位に関する議論 (Γ3)，(2) 無矛盾律の論駁的論証と無矛盾律の否定の諸帰結を
論じる議論 (Γ4)，(3) 人々が無矛盾律に反対してしまう動機を探りながら解消していく治
療的議論 (Γ5–6) の三層からなる (cf. Γ6, 1011b13–15)．Γ巻 5章の冒頭では，アリスト
テレスが論敵と見定める人々が二種類に分類される．

T4 他方で，全ての人々に対して，応対という同一のやり方があるわけではない．
というのも，或る人々には説得が必要であり，或る人々には強制が必要だから．と
いうのも，一方でアポリアに陥ったことからこのように想定した限りの人々の無知
は治療しやすいが (というのも，彼らへの応答は，言論に対してではなく，思考に
対するものだから)，他方で言論のために語る限りの人々の論駁は，音声における
言表，すなわち名辞における言表の治療だから．アポリアを経た人々には，感覚的
事物からこの考えが生じた．すなわち一方で，矛盾対立言明すなわち反対の事柄が
同時に属するという考えが，同じものから反対のことが生じるのを見た人々に生じ
たのだ．(Γ5, 1009a16–25)

ここでアリストテレスは論敵を説得を要する人々と強制を要する人々に二分している．
前者が以降の治療的議論の対象となるのに対して，後者の人々がどこで扱われているの
かは明示されていない．解釈者たちは，続く第 6 章*9や『ソフィスト的論駁』*10などを
参照する．しかし第一に挙げられるべきは，むしろ Γ 巻 4 章のいわゆる「論駁的論証」
(1006a28–1007a20) である．論駁的論証は任意の名辞による意味表示から出発して無矛
盾律を認めさせる議論であり，「名辞における言表の治療」と呼ばれるに相応しいからで
ある．自らの信念と無関係にためにする議論を行うこうした人々は，ソフィストと名指し
てよいだろう．
さて，〈あるもの〉の学知をなす哲学者は，両者のいずれに対しても何らかの対処を必
要とする．まず，説得を要する人々が無矛盾律を疑う理由の一つは，〈あるもの〉の全体
を感覚対象の全体と同一視していることである (Γ5, 1010a1–3)．これは 3章における以
下の特徴づけとも符合する．

T5 しかし自然学者のうち若干の人々は〔諸公理の真偽を述べることを試みてい
る〕——彼らがこれをなすのは尤もなのだが．というのも，自然学者たちだけが，
自然全体について，すなわち〈あるもの〉について考察していると考えていたのだ
から．しかしさらに，自然学者より上位にある人がいるのだから (というのも，自

*9Lee (2005: 60); Crubellier (2008: 399).
*10Kirwan (1993: 106).

7/9



然は〈あるもの〉の或る一つの類だから)，普遍的な事柄，すなわち第一の実体に関
する事柄を考察する者に，これらについての考察も属する．自然学も何らかの知恵
ではあるが，第一の知恵ではないから．(Γ3, 1005a31–1005b2)

したがって説得を要する人々は，ここで言われる一部の「自然学者」と，少なくとも重
なりを見せている．この人々と哲学者との無矛盾律に関する見解の相違は，〈あるもの〉
の本性に関する捉え方の相違に起因している．その限りでアポリアの解消は，〈あるもの〉
の学知の担い手であり，〈あるもの〉に属するものとして無矛盾律を把握している哲学者
に委ねられることになる．
他方で強制を要する人々，すなわちソフィストに関しても，やはり〈あるもの〉の学知
をなす哲学者がこれに対処する必要がある．通常，諸学科に共通する原理に違反するソ
フィスト的議論への対処は，まさにそれが共通原理への違反であり，個別諸学科の範疇を
越えているために，通常は知識を持つ人のなすべきことではなく，またできるとも限らな
い (SE 6, 168b6–10; 11, 171b34–172a9; Phys. I.2, 185a14–17; Met. E2, 1026b10–15)．
だが，哲学者が持つ〈あるもの〉の学知とは，まさにそうした共通原理の学知に他ならな
い．「ソフィスト的技術と問答法は哲学と同一の類を指向している」(Γ2, 1004b22–23)．
ゆえに，幾何学者などの専門家とは異なり，哲学者はソフィスト術への免疫を持つ必要が
ある．その限りで，矛盾を言い立てるソフィストを相手取った論駁的論証は，正しく哲学
者の仕事なのである．
以上はもちろん構図の最初の粗描にすぎない．だが，『形而上学』Γ巻の前半で提起さ
れている〈あるもの〉の学知という構想と，後半で展開される無矛盾律論との関係，言い
換えれば Γ巻の論述の統一性という問題については，以上の粗描がいくばくかの見通しを
示しているように思われる．

参考文献
Barnes, J. (1969) “The Law of Contradiction” Philosophical Quarterly 19, 302–309.

—— (1993) Aristotle Posterior Analytics, 2nd ed., Oxford University Press.

Cassin, B. (1989) “Parle, si tu es un homme” in Cassin, B. & Narcy, M. (1989) La

décision du sens, J. Vrin, 9–60.

Cavini, W. (2008) “Principia contradictionis. Sui principi aristotelici della contrad-

dizione (§4)” Antiquorum Philosophia 2, 159–187.

Code, A. (1986) “Aristotle’s Investigation of a Basic Logical Principle: Which Sci-

8/9



ence Investigates The Principle of Non-Contradiction?” Canadian Journal of

Philosophy 16(3), 341–358.

Cohen, S. M. (1986) “Aristotle on the Principle of Non-Contradiction” Canadian

Journal of Philosophy 16(3), 359-370.

Crubellier, M. (2008) “La tactique argumentative de Métaphysique Gamma 3–6” in

Hecquet-Devienne & Stevens (eds.) (2008), 379-402.

—— (2009) “Aporiai 1–2” in M. Crubellier and A. Laks (eds.) Aristotle’s Meta-

physics Beta: Symposium Aristotelicum, Oxford University Press.

藤田大雪 (2010)「『形而上学』Γ巻における矛盾律の疑いえなさについて」『古代哲学研
究室紀要 : HYPOTHESIS』15, 1–11.

Hecquet-Devienne, M. & Stevens, A. (eds.) (2008) Aristote Métaphysique Gamma,

Peeters.

Irwin, T. (1988) Aristotle’s First Principles, Oxford University Press.

Lee, M. (2005) Epistemology after Protagoras, Oxford University Press.

Madigan, A. (1999) Aristotle Metaphysics Books B and K1–2, Oxford University

Press.

McKirahan, Richard D. (1992) Principles and Proofs: Aristotle’s Theory of Demon-

strative Science, Princeton University Press.

Nussbaum, M. C. (2001) “Saving Aristotle’s Appearances” in The Fragility of Good-

ness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Updated Edition,

Cambridge University Press, 240–263.

Reale, G. (1980) The Concept of First Philosophy and the Unity of the Metaphysics

of Aristotle, J. R. Catan (ed., trans.), State University of New York Press.

Ross, W. D. (1924) Aristotle’s Metaphysics, 2 Vols, Oxford University Press.

Wedin, M. V. (2000) “Some Logical Problems in Metaphysics Gamma” Oxford Stud-

ies in Ancient Philosophy 19, 113–162.

Whitaker, C. W. A. (1996) Aristotle’s De Interpretatione: Contradiction and Di-

alectic, Oxford University Press.

9/9


