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知識分析に現れる「奇妙な」論理と、その古典論理への還元 
‘Queer’Kinds of Logic Employed in Knowledge Analyses and Their Reductions to Classical Logic 

 
                                                                                      柳生 孝昭 
 
要約： 形成途上の知識は一般に、不完全で暫定的な、矛盾、多義性ないし反事実的措定を含む命題群として表さ 
れる。 そのような命題群を、単一の古典的形式理論の形に書くのは難しいので、知識分析はとかく、非古典的な 
論理に訴えがちとなる。 しかし如何なる論理であるかは領域と論者に依存し、推論はしばしば、奇妙で不自然な 
振舞いを示す。 しかも常に何らかの、論理を超える操作を必要とする。 本論は単一の形式理論ではなく、複数 
の理論あるいは model の集まりを考え、それらの間の推移として知識の形成過程を捉える。 その限りで論理を 
超えつつも、論理そのものは古典論理に留めるという方針に基いて、知識分析の様々な課題の、自然で直観的に 
も理解し易い解決を試みる。 題材は範例的な謎や難問の内から、幾つかのものを選んだ。 
 
Abstract： Generally knowledge being formed is represented as an incomplete and tentative set of proposi- 
tions which include contradictions, ambiguities and/or counter-factual theses. As it is difficult to formulate 
such a set as a single formal theory of classical logic, knowledge analyses tend to employ some kind of non- 
classical logic. But just what kind depends on domains and authors, and inferences therein often show queer 
and unnatural behaviors, and always involve operations which go beyond the level of very logic. This paper 
considers a set of multiple theories or models instead of a single theory, and conceives of knowledge forma- 
tion process as series of transitions from one theory or model to another. While meta-logical to that extent, it 
remains classical as to the logic itself and tries to solve various problems of knowledge analysis in a natural 
and intuitionally understandable way. Material has been taken from exemplary puzzles and conundrums. 

 

                                                        我々が関心を寄せるのは、「知っている」という言葉の為す 
                                                        働きであり ••• 我々の言葉の用法の探究は、それらが 
                                                        記述する事実の探究に等しいと見なされ得る。 
                                                                                  ─ A. J. Ayer [Ayer] 
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1. ペンギンの二律背反（非単調論理） 
周知の「全ての鳥は飛ぶ、ペンギンは鳥である、従ってペンギンも飛ぶ、だがペンギンは飛ばない」という逆理 
である。 この（疑似）知識は、一階述語論理の言葉で、次のように書かれる： 
 
P0    P1:  ∀x(¬b(x)∨f (x))    （∀x(b(x) → f (x)) 
      P2:  ∀x(¬p(x)∨b(x))    （∀x(p(x) → b(x)) 
      P3:  ∀x(¬p(x)∨¬f (x))   （∀x(p(x) → ¬f (x)) 
      P4:    p(a) 
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但し b(x) は「x は鳥である」、f (x) は「x は飛ぶ」、p(x) は「x はペンギンである」ことを表す。 課題は、知識 
のこの状態を、矛盾を含まない状態へと洗練する、一般的な手順を見出すことである。 その非単調論理による 
解決の一例として、[Mizu] の概略を紹介し、批判し、次いで古典論理による代替案を示す。 
 
1.2 代替案 
[0] 予備的分析 
一般に矛盾を含む所与の知識 P に修正を加える、またはその一部を取り出すことによって、無矛盾な知識を 
得るために、P の、推論に関して閉じた部分集合の圏を考える。 簡単の 
ために P は有限とし、その極大な無矛盾部分集合を P1 、••• Pn 、                   P 
また  P0＝∩Pi  とする。 P0 は P の全ての無矛盾集合とも両立 
する部分集合の和、従ってそのような部分集合の内で 大のもの            P1  •••••  Pi  •••  Pn   
である。 P の、Pi を真の部分集合として含む任意の（推論に 
関して閉じた）部分集合は、矛盾集合であり、P と一致する。                         P 
  図0に一般の場合、図1に「ペンギンの問題」（P0）の 
圏構造を示した。 但し後者は、基底論理式を全く含まない                           P0 
部分集合を、興味の無いものとして、除いてある。 
                                                                       図0. P の部分集合の圏 
[1] 極大無矛盾部分集合の、合理的な選出 
P の任意の部分集合 G について、G が無矛盾であれば、それを含む Pi が、一般に複数個存在する。 それらの内 
の何れを選ぶかは、論理的には何の理由も無く、全く恣意的である。 しかしそれでは、問題の本来の意味を汲み 
損なっている、と感じられるかも知れない。 例えば図 1 の P03（ペンギンは鳥ではないが飛ぶ）は、古典論理 
の過剰な推論機能が産んだ鬼子であろう。 そこで次のような核信念 Z0 を考え、それを含む Pi 0 を選ぶ： 
  Z0＝{所与の基底 literal から発し、1.0 [2] に従って、矛盾が生じる直前までの層に含まれる基底 literal} 
P0 の場合は 
  Z00＝{p(a), ¬f (a), b(a)}    P0i 0＝P01＝{p(a), ¬f (a), b(a), ¬p∨¬f , ¬p∨b } 
 
[2] 補命題の修正による極大部分集合の拡大 
あるいは P の可能性を尽くしていない憾みも残る。 そこで Pi 0 を次のような手順で拡大する。 
[2.0] 補命題 N 0 の選定 
Pi 0 を順次縮小して行き、 初の合流点（図1の {p(a), ¬f (a), ¬p∨¬f } 及び {p(a), b(a), ¬p∨b }）に達した所で 
遡行し、それを含む他の極大無矛盾集合 Pi k と、∩Pi k に含まれる Pi 0 の も一般的な補命題 N 0（図1の P02 、 
P04 と ¬b∨f ）を選ぶ。 この操作は、Pi 0 に も近い無矛盾集合から、Pi 0 に含まれていない も多くの情報を、 
も根本的な形で取り出すためである。 

[2.1]  N 0 の精密化と Pi 0 の拡大 
Pi 0 とN 0 の矛盾は、一般に次の形を取るであろう：  
 
  L(a) を Pi 0∩Pi k に含まれる基底 literal の論理積、M j(x) を literal の論理積として 
  Pi 0 に於いて真なる命題  L(a)∧∀x(¬L(x)∨M(x)) 、M(x)＝∨M j(x) 、M j 0(a) 
  N 0＝∀x(¬M j 0(x))＝∀x(¬P(x)∨Q(x)) （従って Pi 0 に於いては  P(a)∧¬Q(a)） 
 

そこでN 0 を適切な述語 r（ P0 の場合には、例えば fe）によって精密化し、Pi 0 を Pi 0  ́に拡大する： 
  N 0´＝∀x(¬(P(x)∧r(x) )∨Q(x))   N 0  ̋＝∀x(¬(P(x)∧¬r(x) )∨¬Q(x))   Pi 0´＝Pi 0∪{N 0´}   
（ P0 の場合には、例えば  N 00´＝∀x(¬(b(x)∧fe(x))∨f (x))   N 00  ̋＝∀x(¬(b(x)∧¬fe(x))∨¬f (x)） 
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                                 P0＝{p(a), ¬p∨¬f , ¬p∨b , ¬b∨f , 
                                           ¬p∨f , ¬p∨¬b , ¬p , ••• } 
 
 
    P01＝{p(a), ¬p∨¬f ,    P02＝{p(a), ¬p∨¬f ,    P03＝{p(a), ¬p∨f ,    P04＝{p(a), ¬p∨f ,    P05＝{¬p , 
          ¬f (a), ¬p∨b ,         ¬f (a), ¬b∨f ,          f (a), ¬p∨¬b ,        f (a), ¬p∨b ,         ¬b∨f } 
          b(a)}                 ¬b(a), ¬p∨¬b }        ¬b(a), ¬b∨f }         b(a), ¬b∨f  } 
 
 
{p(a), ¬p∨¬f ,       {p(a), ¬p∨¬f ,         {p(a), ¬p∨f ,        {p(a), ¬p∨¬b ,       {p(a), ¬p∨f ,      {¬p }  
 ¬f (a) ,              ¬f (a), ¬p∨¬b ,        f (a), ¬p∨¬b ,       f (a), ¬b∨f ,          f (a), ¬b∨f , 
 b(a)}               ¬b(a)}                ¬b(a)}              ¬b(a)}               b(a) 
 
         {p(a), ¬p∨b ,         {p(a), ¬b∨f ,          {p(a), ¬p∨f ,        {p(a), ¬p∨f ,          {¬b∨f } 
          ¬f (a),                ¬f (a), ¬p∨¬b ,        f (a), ¬b∨f ,         f (a), ¬p∨b , 
          b(a)}                 ¬b(a)}                 ¬b(a)}              b(a)} 
 
 
              {p(a), ¬p∨¬f ,                     {p(a), ¬p∨f ,               {p(a), ¬p∨f , 
               ¬f (a), ¬b(a)}                      f (a), ¬b(a)}                  f (a), b(a)} 
 
{p(a), ¬p∨¬f ,                 {p(a), ¬b∨f ,            {p(a), ¬b∨f ,                 {p(a), ¬b∨f , 
 ¬f (a)}                        ¬f (a), ¬b(a)}            f (a), ¬b(a)}                 f (a), b(a)} 
 
 
                    {p(a), ¬p∨¬b ,         {p(a), ¬p∨¬b ,                {p(a), ¬p∨b ,        {p(a), ¬b∨f , 
                    ¬f (a), ¬b(a)}           f (a), ¬b(a)}                   f (a), b(a)}           b(a)} 
 
 
         {p(a), ¬p∨b ,      {p(a), ¬p∨¬b ,      {p(a), ¬b∨f ,      {p(a), ¬p∨f ,      {p(a), ¬b∨f , 
          b(a)}              ¬b(a)}              ¬b(a)}            f (a)}             f (a)} 
 
 
                {p(a), ¬f (a)}      {p(a), b(a)}      {p(a), ¬b(a)}      {p(a), f (a)} 
 
 
                                         P00＝{p(a)} 
 
                                 図1. P0 の無矛盾部分集合の圏 
 
 


