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2.3 ヘラクレイトスとパルメニデス；　万物は流転か？ 静止か？

2.3.1 ヘラクレイトス (BC.540 - BC.480)

ヘラクレイトスはイオニア地方のエフェソスで生まれた. ヘラクレイトスと言えば,

(A):ヘラクレイトス (BC.540 - BC.480)

万物の根源は, 火である.

そして,さらに,

万物は流転する.

「万物は流転する」とは, 「諸行無常」のようなものだし,鴨長明（1155年～1216年）の『方
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丈記』の「ゆく河の流れは絶えずして,しかももとの水にあらず」も同じようなものだろう. 「同

じ川には２度入れない」も洒落ているが, この種のことなら誰でも言えることかもしれない.

そこで,本書では「万物は流転する」の意味を

(B)「運動・変化」が科学を記述するキーワードである

と理解したい. これならば, 次のパルメニデスと関連付けることができる.

2.3.2 パルメニデス ( コペンハーゲン解釈の祖)

ヘラクレイトスと同時代に,パルメニデス (BC.515 - 不明)が南イタリアの都市エレアに登場

して, ヘラクレイトスと真逆な言い方をする. すなわち,

(C):パルメニデス;「コペンハーゲン解釈の祖」と思いたい

パルメニデス (BC.515 - 不明)の主張は, 以下の通り：

(C1) 万物は変化しない. 運動・変化は存在しない. あるものは永遠にあり,ないものは

永遠にない, というより, そもそも時間など存在しない. 「一」しかなくて,「多」

はない.

(C2) 要するに,

ヘラクレイトス「万物は流転する」の真逆

が正しい.

である. 1.1.2節の言語的コペンハーゲン解釈 (i.e.,

状態は変化しない, 測定は一回だけ, 時制は無い, etc.

)との類似性に注意せよ. また,

(C3) 世界を理解するのに感覚に頼るべきでなく, 理性によって論理的に考えるべきであ

る. 変化・運動しているように見えるとしても, それはそう見える感覚を人間が有

しているということだけであって,運動・変化の存在の保証にはならない.
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(注) たとえば,量子力学の場合, 対象が小さすぎて見えないのだから,感覚に頼ることなどで

きないわけで, 計算するしかない. パルメニデスの主張は量子力学を想定すれば, 完全に納得

できる. とは言え,「ソクラテス以前の哲学は断片しか残っていないしどうにでも解釈で

きるネタを拾いたい人には都合がいいんだろう」と言われてしまえば,そうかもしれない.

////

パルメニデスが「運動・変化は存在しない」などとわざわざ言ったとするならば,「運動・変

化」の重要さを十分認識していたわけで,パルメニデスの主張も,

(D)「運動・変化」が科学を記述するキーワードである

と思いたい.
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まぎらわしい話になってしまったので,ヘラクレイトスとパルメニデスの相違点を次のように著

者流に整理しておく.

(E1) ヘラクレイトスの場合は,「運動・変化」という言葉以前に, (「万物の根源は火である」の)

「火」という感覚で捉えることのできる実在的世界記述を前提にしている. たとえば,物理

学の運動を想定すればよい.

(E2) パルメニデスの場合は,「運動・変化」という言葉が先にあって,その言葉「運動・変化」に

対応するものを世界の中で見つけて議論せよという言語的世界記述を前提にしている. た

とえば,「運動・変化」と言っても, 植物の成長とか人口の増加とか経済成長とかを想定す

ればよい.

と思いたい. こういうフィクションの下に, 本書では話を進めるということで,本当のことは知ら

ない.

「実在的世界記述法 (実在論)　 vs. 言語的世界記述法 (観念論)」は,第 1講の表 1.1 でも示し

たように哲学・科学における最大の論争である. 量子言語はこの論争に終止符を打つべく提案さ

れた.

表 1.1 : 最大の哲学・科学論争 [実在的世界記述 vs. 言語的世界記述](主張 1.5)

論争 � [実] vs. [言] 実在的世界記述
(一元論・実在論)

言語的世界記述
(二元論・観念論)

a©: 運動 ヘラクレイトス パルメニデス

b©: 古代ギリシャ アリストテレス プラトン

c©: 普遍論争 唯名論 (オッカム) 実念論 (アンセルムス)

d©: 時空 ニュートン ライプニッツ

e©: 量子力学 アインシュタイン ボーア

a©は著者のフィクション, c©は論争というより混迷. d©はライプニッツ=クラークの往復

書簡 (cf. 9.4節), e©はボーア=アインシュタイン論争. 量子言語はボーア=アインシュタイン

論争を解決するために提唱された (cf.文献 [KOARA 2018; コペン]第四講)*2

♠サプリ 2.1. 「実在的世界記述法 (実在論)　 vs. 言語的世界記述法 (観念論)」において, 後者は

首尾一貫してピントがずれた意味不明なトンデモ理論を主張している. 「ヘラクレイトス　 vs.

パルメニデス」で不思議に思うことは, 哲学者の中でパルメニデスの評価が意外と高いことであ

る. パルメニデスはトンデモなことばかり言っていたのだから, 歴史の中でパルメニデスの名前

は忘れ去られていて当然のような気がする. 著者は, パルメニデスの精神とコペンハーゲン解釈

との類似性を強引に主張して, パルメニデスの名前を出したにすぎない. 著者の「コペンハーゲ

ン解釈」を知らない哲学者たちがパルメニデスを高く評価する理由がわからない. ソクラテスが
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パルメニデスを畏敬していたという話がどこかに書いてあったが, そうだとしたら, 単にソクラ

テスに「右ヘならえ！」をしているだけのことだろうか？やはり, アンチ実在的科学観というこ

とで, パルメニデスにシンパシーを感じているのだろうか？

2.3.3 「運動関数法」という科学的言語的世界記述法

前節のピタゴラスの「万物の根源は数である」で, 述べたように,

(F) [ピタゴラス主義] ; 世界を記述するのには, 数学は必須であるが,数学だけでは十分でなく

て, 数学と世界を繋げる言葉が必要である. すなわち,

世界記述 = 数学 + α

である. そして,

(G) その言葉 α の有力な候補として, 「運動」を考え付いたのが, ヘラクレイトスとパルメニ

デスである

と本書では考えたい.

さらに, 本書では, 次の運動関数法という科学的言語的世界記述法をパルメニデスの発見とい

うフィクションを想定して,話を進める.

(H): (科学的言語的)運動関数法 (パルメニデスの発見？)

T を時間軸, X を空間とする. 関数 f : T → X を運動関数と言う.

このとき,次の世界記述法を運動関数法と呼ぶ：

(H1)「運動」は運動関数 f : T → X で記述せよ

である.

♠ 注釈 2.5. (i); 量子言語から運動関数法を導出できる. これを示すのはかなり難しい (cf. 文

献 [KOARA 2018; コペン] 第 12 講). したがって, 運動関数法の背後には量子言語という

二元論的観念論が潜んでいる.

(ii); 上で注目すべきは,

(]1)「動いている気分」が消去されている

ことである. そうならば, パルメニデスの言う通りで,

(]2) 感覚に頼らずに, 数学とか論理に集中すると, 運動が見えなくなる

また, 運動関数法は, 実在的世界記述法でも言語的世界記述法でもあるが, 本書では主に科学

的言語的世界記述法として扱う.
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運動関数法とは,小学生の「旅人算」のことと思えばよい. これは,次の小学生の問題を見れば

明らかだろう.

問題 2.7. 1400mはなれた A, Bの 2地点から, A子さんは A 地点から分速 80mで, B男君は B

地点から分速 60mで同時に出発しました. 2人が出会うのは何分後ですか.

[解答] A子さんの運動関数 fA : R(時間軸)→ R(一次元実空間軸)は, fA(t) = 60t, B男君の運

動関数 fB : R→ Rは, fB(t) = 1400− 80t. よって, fA(t) = fB(t)を解いて,

60t = 1400− 80t　 よって, t = 10

よって, 10分後に二人は出会う.

////

♠ 注釈 2.6. fA と fB の二つの運動関数は, パルメニデスの「多はない. 一しかない (cf. 1.1.2 節の言

語的コペンハーゲン解釈)」に矛盾すると言うならば,

(]) (fA, fB) : R(実時間軸) → R2(二次元実空間軸)

とすればよい.

多数のものを, 他次元空間の一点で表すテクニックは解析力学の常套手段である.

♠ 注釈 2.7. (a): ここではパルメニデスを主人公として話を進めるが, 「運動関数法」という世界記述

法の発見者が誰かは, 著者は知らない. 関数概念などデカルトやライプニッツ以降かもしれないの

で, 厳密なことを言えば, 古代ギリシャの発見ではないだろう. しかし, 「運動関数法」の精神なら

ば, ピタゴラスやアリストテレスは理解していたと思う.

(b):もちろん, 科学的言語的世界記述法としては, 上述の運動関数法は不完全で, 暫定的なものであ

る. 「時間とは何か？」と「空間とは何か？」に答えてからでないと, 運動関数 f : T (時間) → X(

空間) は定めることができないからである. 「時空とは, 何か？」は, 有名なライプニッツ＝クラー

ク論争 (cf. 9.4 節) を思い出させるかもしれない. この問題に対する量子言語による解答は文献

[KOARA 2018; コペン]第八講を見よ.

(c): 上記のように様々な問題点はあるが, 本書では下記のように「世界記述」の第一歩がパルメニデ

スによって成されたとする (cf. 主張 1.4[哲学者の仕分け]).
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([1) : 実在的世界記述 (物理学)

アリストテレス, アルキメデス, ガリレオ,

ニュートン, アインシュタイン,・・・

([2) : 空想的言語的世界記述　 (西洋哲学の本流)

プラトン, スコラ哲学, デカルト, ロック,

ライプニッツ, バークリー, ヒューム, カント,

フッサール

([3) : 科学的言語的世界記述 (統計学・量子言語)

パルメニデス, ゼノン, ベルヌーイ,

統計学, 量子言語
本書では, 数学は世界記述法とはしないと決めたので, ピタゴラスは上で省いた.

♠注釈 2.8. ニュートン力学以前の世界記述法として, 科学として最大級なのは

「運動関数法」と「アルキメデスの『てこの原理』と『浮力』」

である. それでは,

• なぜ, 「運動関数法」は発見者が特定されないぐらいに有名でないのか？

は当然の疑問だろう. その理由としては,

• 実在的世界記述法 (=物理学)は一人の天才 (アルキメデス, ニュートン, アインシュタイン)に

よって作られる. しかし, 科学的言語的世界記述法 (観念論とも言う) は, 何となく多数の手に

よっていつの間にか形成されることが多いからである. 確率論とか統計学も厳密には発見者を

一人に絞ることはできない. 本書的には, 量子論も科学的言語的世界記述法と見なしたいわけ

であるが, 発見者 (ハイゼンベルグ, シュレーディンガー, ボルン)が複数いるということは一つ

の根拠になるかもしれない. 哲学では観念論という言葉が雑に使われるので, 「観念論の発見

者」を特定することは難しい (cf. 第 10講「カント; 観念論の発見」).

と考える.
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