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 本稿では、ゼノンの運動否定論および多の否定論から三種のパラドクスを選び、それら

を順に取りあげるが、その最終目的は、時間(χρόμος)と今(μῦμ)との関係を検討することに

ある。無限分割の観点から見た場合、それらのパラドクスは相互に内的な関連性を有して

いること、そしてそのような問題連関の頂点に、「飛ぶ矢」のパラドクスにおける時間と

今の問題が位置することを、以下の議論によって示せるように思う。 

 

Ｉ．「二分割」および「アキレウス」の疑似アルゴリズムと終わりのない無限の完了(1) 

 

 運動否定の第一・第二議論に関するアリストテレスの報告は、以下のようなものである。 

 

第一の議論は、移動するものは目標地点へ達するよりも前にその半分の地点に達しな

ければならないから運動しない、というものであるが、これについては以前の論述

(233a21-31)の中で検討した。第二の議論は、いわゆる｢アキレウス｣であって、次のよ

うな内容である。最も遅い走者は、最も速い走者によっても決して追いつかれること

がないだろう。なぜなら、追う者は、追いつく前に、逃げる者が出発した地点へ必ず

行かねばならず、したがって必然的に、より遅い走者は［より速い走者に］常にいく

らか先行していなければならないからである。（Phys.Ζ9. 239b11-18） 

 

 第一パラドクスに関して、無限前進型と無限後退型という二つの解釈があることは良く

知られている。無限前進型解釈は、「半分の地点(τὸ ἥμισυ)」という語句を「残った距離

の中間地点」として理解し、運動するものは順に次の
．．

「半分の地点」に達することで、限

りなく目標地点に近づいて行くと解釈する。一方、無限後退型解釈は、「半分の地点」を

「初めの半分の距離における中間地点」と理解し、運動するものはそのつど手前の中間地

点にあらかじめ達していることが求められる結果、出発地点から動き出すことができなく

なる。 

 この問題に関しては、無限前進型解釈が正しいと思われる。というのは、四つの運動否

定パラドクスの（唯一の）報告者であるアリストテレスが「二分割」を無限前進型の議論

                                                         
(1)

 この第Ｉ節は、「アルゴリズムの問題としてのゼノンのパラドクス－運動否定第一・第二議
論の構造と解決－」、『富山大学人文学部紀要』第 46 号（2007 年 2 月）pp.1-36（以下「前稿」
と略記）の要約

．．
である。したがって、この節を正確に

．．．
理解するためには、前稿を通読して頂く

必要がある。この節に関係する文献については前稿の註を参照。前稿の PDF ファイルは次の
URL からダウンロードできる。http://www.hmt.u-toyama.ac.jp/kenkyu/kiyo46/nagai46.pdf 
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として理解していたことは、「アキレウス」に関する次の論述から明らかだからである。 

 

これも二分割と同じ議論なのであるが、(a)追加されて行く大きさを二等分には分割し

ない点で異なっている。確かに、この議論からは、［二分割の場合とは違って］より

遅い者は［より速い者によって］追いつかれないことが帰結するが、その結論は二分

割と同一の論法に基づいて生ずるのである。（というのは、どちらの議論においても、

大きさが何らかの仕方で分割されることによって、(b)最終地点には到達しないことが

帰結するからである。但し、この議論には、詩に歌われた、追うことにおいて最も速

い者［アキレウス］でさえ、最も遅い者に追いつけない、ということが付け加わって

はいるが。）したがって、必然的に、(c)その解決法も同一である。（239b18-26） 

 

これらのことばから、「アキレウス」と「二分割」はどちらも、(a)次々と距離が「追加さ

れて行く(προσλαμβαμόμεμομ,b19-20)」ことによって、(b)最終地点には到達しないことが帰

結する、という形式を持っていたこと、(c)従って、それらの解決法も同一である、とアリ

ストテレスが考えていたことが解る。さらに注目すべきは、アリストテレスが『自然学』

Θ 巻第８章で報告する「二分割」からの派生型パラドクスが、「二分割」の無限前進型解

釈を前提としていることである。 

 

そして、ゼノンの議論を質問する者たちに対しても同じ仕方で対処すべきである。彼

らは、［或る距離を通過するには］常にその半分を通過しなければならないが、それ

ら半分は無限にあり、無限のものどもを通過することは不可能であるかどうかを問う

のである。あるいは、或る人々は、この同じ議論を違った仕方で質問する。［すべて

の距離を通過するに］先立って、半分運動すると同時に、生じて来る半分の地点を一

つずつ数えて行くとするなら、その結果、全体の距離を通過した時には無限の数を既

に数えてしまったことになるが、それが不可能であることは合意されている、と彼ら

は考えるのである。（263a4-11） 

 

この派生型パラドクスでは、運動体が全体の距離を通過した時に
．．．．．．．．．．．．

、無限の数を数え終えて

いることが矛盾だとされる。しかし、無限後退型解釈に従うなら、無限の数を数え終わる

のは運動体がスタート地点に居る時でなければならないはずであり、上の報告は無限後退

型解釈とは矛盾するのである。 

 ところで、上の派生型パラドクス
．．．．．．．．

は、「二分割」や「アキレウス」と同じ原理に基づい
．．．．．．．．

ている
．．．

。だから「二分割」と「アキレウス」の真の
．．

解決法は、同時にこの派生型パラドク
．．．．．．．．．．．．

スをも解決できるものでなければならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。だが、このパラドクスの解決法はこれまで明

確な形では示されたことがない
．．

。逆に、もしこの派生型パラドクスが他の二つと同じ方法
．．．．

で
．
解決できるなら、そのことは「二分割」と「アキレウス」がその方法によって真の意味

．．．．
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で
．
解決されたことを示す根拠となるであろう。 

 次に、第一・第二パラドクスにおける問題の核心を明らかにするために、［a］アリスト

テレスの第一の解決法（Phys.Ζ.2 における解決法）と［b］無限等比級数による解決法（多

くの数学者と一部の哲学者が支持する解決法）について検討する。最もよく知られたこれ

ら二つの解決法は、実は共通した欠陥を抱えており、その点を認識することが、二つのパ

ラドクスの本質理解へと導くからである。 

 ［a］アリストテレスの第一の解決法はおよそ次のようなものである(Phys.Ζ2.233a21-31)。

「二分割」は、有限な時間によって無限な距離を通過できないという前提に基づい

ている。しかし、有限な時間もまた分割においては無限なのだから、その場合、無

限分割可能な時間によって無限分割可能な距離を移動することになり、そこには何

のも矛盾も生じない。 

 ［b］近代数学の観点から見た場合、二つのパラドクスにおいて走者が移動する距離や

それにかかる時間は、無限等比級数の和として計算可能である。例えば、二分割の

場合に各段階での移動距離（または時間）は、初項 1/2 公比 1/2 の無限等比数列を

形成し、それらの項を無限に加えていった距離（または時間）は、無限等比級数の

和の公式により、或る有限の値
．．．．

1 に収束
．．．

する。したがって、そのような走りによっ

て目標地点に到達したり、亀に追いついたりすることに何の支障もない。 

 しかし、これらの反論がゼノンの議論に対して無効であることは、次の点から明らかで

ある。［a］の解決法において、もし仮に無限の過程が許容されるとするなら
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、距離だけで

なく時間も無限分割されることを通じて、走者は目標地点に達することができ、アキレウ

スは亀に追いつけるのでなければならない。また［b］の解決法では、数列の各項の加算結

果は、スタート地点から目標地点までの距離（または時間）と完全に一致
．．．．．

しなければなら

ない。ところが、ゼノンが提示する手順に従った場合
．．．．．．．．．．．．．．．．

、そのどちらも成り立たないはずで

ある。 

 まず［a］についてであるが、仮に、二分割においてスタート地点から目標地点までの距

離を 1 で表し、それぞれの中間地点への到達回数を n で表すなら、各中間地点から目標地

点までの距離は(1/2)
n で表され、無限の過程を通じて運動体が占めることのできるあらゆる

．．．．

中間地点での
．．．．．．

残存距離は(1/2)
nの値から成る無限集合を形成する。そして、もしそのような

無限の過程によって運動体が目標地点に到達できるなら、この無限集合にはその要素とし

て 0 が含まれていなければならない。しかし、(1/2)
nの値は決して 0 と一致しない。確かに

「n→∞のとき、(1/2)
n
→0」とは言えるにしても、(1/2)

nが極限値としての 0 に収束するとい

うことは、それが「限りなく 0 に近づく」ということであり、(1/2)
nの或る値が 0 と完全に

一致することを意味しないのである。だから、ゼノンの論法に従う限り、仮に無限の過程

が実現したとしても、運動体は目標地点に到達できない（全く同様のことが、アキレウス

と亀の相対的距離についても言える）。第一・第二パラドクスにおける無限分割は、分割
．．

地点の無限集合の中に目標地点が決して現れない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ような分割なのであり、したがって［a］
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の解決法に基づいて時間を無限分割し、その最後の時刻点を目標地点に対応させようとし

ても、目標地点の方は分割地点の集合に含まれていないから、両者を対応させることはで

きないのである。 

また［b］の解決法においても同様に、加算される距離や時間が或る値 1 に「収束する」

ということは、それらの合計が 1 に「限りなく近づく
．．．

」ことを意味するのであり、それら

が 1 と「完全に一致する」ことを意味しないのである。ただ、次のようには言える。無限

等比級数の作業によって得られる値は、それが収束する極限値と実質的には区別できない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。

なぜなら、無限等比級数の作業によって究極的に得られる値を数直線の線分の長さによっ

て示すとするなら、それは半開区間［ 0, 1 ）の長さ、つまり点
．
１を含まない

．．．．．
長さ１にな

るはずだからである。その区間の最後の点が欠けているとしても、点には大きさが無いか

ら、［ 0, 1 ）の長さは［ 0, 1 ］の長さと実質的には同じであり、両方の長さを区別でき

ない。しかし、両者は集合論的には全く異なっているのであり、この集合論的差異は二つ
．．．．．．．．．．．

のパラドクスにとって決定的なのだ
．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

 以上の考察が示唆するのは、次のことであろう。第一・第二パラドクスにおいて、運動

体が目標地点に到達できず、アキレウスが亀に追いつけない理由は、運動が無限の部分か

ら成ること自体に起因するのではなく、むしろそれらの中から目標となる最後の一点を消
．．．．．．．

し去る作業手順
．．．．．．．

に起因する、ということである。そのような手続きに従う結果、走者は、

いわばゴール地点の無いレースを走るよう強いられるのである。 

 さてここで、第一・第二議論が運動を記述する際に、運動するものが従っていると見な

される過程（手続き）を、コンピュータのアルゴリズム(2)を模して、以下のように定式化

してみたい。（ここでは仮に、第一議論における目標地点までの距離、および第二議論に

おけるスタート時点でのアキレウスから亀までの距離を、いずれも１としておく。） 

  第一議論（アルゴリズム-Z1） 

    Step1 目標地点までの距離(ｘ)を１とせよ。 

    Step2 ｘの中間地点まで進め。 

    Step3 ｘ＝0 なら停止し、ｘ＞0 なら Step2 に戻れ。 

  第二議論（アルゴリズム-Z2） 

    Step1 亀との距離(ｘ)を１とせよ。 

    Step2 直前の Step におけるｘの値だけ進め。 

    Step3 ｘ＝0 なら停止し、ｘ＞0 なら Step2 に戻れ。 

どちらの手続きの Step3 においても、決してｘ＝0 とはならないから、このアルゴリズム

は無限ループを形成し、それらを実行する作業は Step2 と Step3 との間を循環し続ける。

                                                         
(2)

 アルゴリズムは通常、「有効な
．．．

手続き」を意味するので、手続きの記述
．．

もそれを実行する際
のステップ

．．．．
も共に有限でなければならない。しかし、本稿では、（物理的条件を度外視し手続

きの論理的性格だけに注目するために）記述は有限だがそれを実行する際のステップは無限に
なるような手続きも、準アルゴリズム(quasi-algorithm)として扱う。これにより、無限に関わる
ゼノンのパラドクスを純粋に論理的な「手続き」の観点から吟味することが可能になる。 
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運動体が目標地点に到達できないのも、アキレウスが亀に追いつけないのも、ゼノンの論

法が我々の思考を無限ループへと導くからである。走者はこの無限ループから決して抜け

出すことができない。目標地点へ到達する可能性は、この手続に従う限り
．．．．．．．．．

原理的に封じら

れている。それぞれのパラドクスにおいて運動するものが目標地点に到達できないのは、

それらが誤ったアルゴリズムを採用したから
．．．．．．．．．．．．．．．．

なのである。 

 しかし、今述べた内容は最終的解決には程遠いものである。第一に、上の議論は、ゼノ

ンが「もし運動が存在するなら、そのような手順によって目標に到達できなければならな

い」と考えたことを前提にしている。その場合、彼はその作業手順を当の課題を達成する

ための必要十分条件と見なしていたことになるだろう。しかし、アリストテレスの報告
．．

に

は、それが必要十分条件と見なされていたことを明示するようなことばは無く、それらの

アルゴリズムはむしろ目標地点に達するための必要条件のみを満たすような作業手順とし
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

て挙げられた
．．．．．．

可能性がある。 

 しかも、そのような地点へ達することが目標地点に到達するための必要条件
．．．．

だというこ

と自体は真であり、現実の走者もまた
．．．．．．．．

何らかの仕方でこの必要条件を
．．．．．．．

満たさなければなら
．．．．．．．．．

ない
．．

。つまり、彼もそのような無限ループが生み出す無限の点と同じものに達することな

しには目標地点に到達できない。とすれば、現実の走者は目標地点に到達するまでに何ら

かの仕方で無限ループから脱出できているのでなければならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。しかし、無限ループか

ら脱出することは原理的に不可能である
．．．．．．．．．．

。 

 第二に、問題の無限ループには終わりがなく、またそれが生み出す無限の通過点にも終

わりがない。しかし、走者が目標地点に達したということは、終わりのない
．．．．．．

無限の過程が

終わった
．．．．

こと、即ち、終わりのない
．．．．．．

無限の地点への到達が終
．
わった
．．．

ことを含意しているは

ずである。しかし、「終わりのないものが終わる」とは一体何を意味しているのか。それ

自体が矛盾ではないか。 

 まず、第一の疑問において述べられた、現実の走者が「無限ループから脱出する」とい

う表現は正確ではない。彼はそのようなアルゴリズムに従っているわけではない
．．．．．．．．．．．

のだから、

「無限ループから」脱出するのではなくて、「無限ループによって記述される領域から
．．．．．．．．．

」

脱出するのである。問題のアルゴリズムがごく限られた領域しか扱えないことに注意しよ

う。数直線において出発地点を s、目標地点を g、運動体の位置を m とすると、アルゴリ

ズム-Z が扱えるのは s≦m＜g の範囲（以後、［ s, g ）と表記）であり、点 g およびその

先の領域は扱うことができない。このため、我々の思考の中の、アルゴリズム-Z に従って

いる走者は、確かに当のアルゴリズムが提示する無限ループとその支配領域である［ s, g ）

を脱出することができない。しかし、現実の走者は、アルゴリズム-Z の観点から記述され
．．．．

る
．
ことは可能であるにせよ、アルゴリズム-Z に従っているわけではない

．．．．．．．．．．．
のだから、その支

配領域である［ s, g ）を抜け出てしまう。但し、この走者も［ s, g ）の領域に居る間は、

付帯的には
．．．．．

アルゴリズム-Z によって記述され得る。だが、そのことは、無限ループの領域

の外（点 g およびその先の領域）へ移動することを何ら妨げない。現実の走者が無限ルー
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プを脱出するように見えるのは、実は、彼がアルゴリズム-Z に基づく無限ループによって
．．．．．．．．．

記述可能な領域から
．．．．．．．．．

、それによっては記述不可能な領域へと移動した
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という事態に他なら

ないのである。 

 第二の疑問に答えることはより困難であるが、まず次の二つの点を指摘しておきたい。 

（Ａ）「無限」には、自然数のような「終わりの無い無限」と、数直線上の 0 から 1 まで

の無限個の実数のような「終わり（最後の項）のある無限」がある（この場合 1 ま

たは 0が最後の項となっている）。アルゴリズム-Zの有効領域である半開区間［ s, g ）

には点 g が欠けているため、それは、終わりのある通常の走路とは異なり、「終わ

りのない無限」を形成している。 

（Ｂ）「終わりのない無限が終わる」という表現が矛盾と見なされる理由の一つは、「終

わる」という動詞と「終わり」という名詞の間に語義的な派生関係があるため、「終

わる」という表現を用いた場合、「終わり（最後の項）」が存在することを含意し

てしまうからである。だから、「終わる」の代わりに、（「終わり」が存在するこ

とを含意しない）「完了する」という動詞を用いればこの矛盾の一部は
．．．

解消できる。 

 以上の二点を踏まえて、「アルゴリズム-Z に従わない通常の運動において
．．．．．．．．．

、本来の走路

から目標地点 g を取り除いたアルゴリズム-Z の有効領域［ s, g ）［終わりの無い無限］

の走りを完了するのは何時
い つ

か」、という問いに答えることができる。走者が［ s, g ）とい

う「終わりの無い無限」の走りを完了するのは、走者がこの半開区間［ s, g ）の外部の点
．．．．

g に達した時である。なぜなら、その区間には最後の点が存在しないため、走者が当の半
．．．．．．

開区間内に居る限り
．．．．．．．．．

、彼が居る地点と点 g との間に必ず微小な間隔が残されることになっ

て、その結果、彼は走りを未だ完了していない
．．．．．．．

ことになるからである。したがって、走者

がこの半開区間の走りを完了するのは、彼がこの区間の外に出た時、即ち、区間外の最初

の点である g に到達した時なのである。 

 このことを集合論的に表現すると次のようになる（ここでは［ s, g ）の区間に含まれる

点の集合を、集合Ｐとする）。走者は、アルゴリズム
．．．．．．

-Z
．
に従っていない場合には
．．．．．．．．．．．

、集合Ｐ

の上界(3)［より限定して言えば、最小上界としての点 g］に達することによってアルゴリ

ズム-Z の有効領域である半開区間［ s, g ）の走りを完了する。 

 これに対し、走者がアルゴリズム-Z に従っている場合にはその制約により
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、半開区間［ s, 

g ）の外部に出ることはできず、決して点 g（最小上界）に達することはない。このため、

走者はアルゴリズム-Z の有効領域である［ s, g ）においてさえその走りを完了すること

ができないのである。 

 派生型パラドクスでも、無限数を数える作業が実行される領域はこの半開区間［ s, g ）

であり、その「完了」の可否は上で述べた事実と密接に関係する。或る作業・演算（operation）

                                                         
(3)

 集合論における「上界」の定義は次のようなものである。M を順序集合 A の空でない部分集
合とすると、b が A の一つの元で、M のすべての元 x に対して x≦b が成り立つとき、b を M の
A における上界(upper bound)という。 
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を行う場合、個々の演算には自然数が一対一に対応することになるが、それらの演算の集

合［自然数の集合］には上界が存在しない。だから、その演算の実行者は演算の集合の上

界に達することができず、その結果、当の作業・演算を完了することは不可能となる（こ

の場合、作業
．．

「完了
．．

」の定義自体が存在せず
．．．．．．．．．．

、そのため「終わりの無い無限の作業」の「完
．

了
．
」を定義できない

．．．．．．．
のである）。したがって、派生型パラドクスにおいて、走者が目標地

点に到達した時に「無限の数を数え終える」という矛盾は生じない。 

 ところでアリストテレスは、派生型パラドクスについて言及したすぐ後の箇所で、走者

が走っていない状態で一定の時間の半分が経過するごとに一つずつ数を数える場合も、派

生型パラドクスと同じ矛盾に陥る（その一定時間が経過した時には無限の数を数え終わっ

てしまう）ことを示唆している(Phys.Θ8.263a11-22)。この新たなパラドクスは、時間と数

える作業だけから成り立っており、空間的移動は一切問題にならない。このことは、「二

分割」「アキレウス」「派生型」の核心を成す問題は、本来、運動そのものに固有の問題

ではなく
．．

、むしろ空間・時間・運動といった連続体一般
．．．．．

を扱うための或る種の再帰的な作

業規則を背景として成立する問題であることを暗示している(4)。 

 

 

II．「多の否定」における無限分割 

 

 無限分割を用いたゼノンのパラドクスの第二のグループは、いわゆる「多の否定」に含

まれる諸議論であって、それらの議論全体は次のような二種類のアンチノミーから構成さ

れている。第一のアンチノミーは、（1-a）「もし多が存在するなら、それらはいかなる大き

さも持たないほどに小さい［DK.B2］」、（1-b）「もし多が存在するなら、それらは大きさ

において無限である［DK.B1］」、というものであり、また第二のアンチノミー［DK.B3］

は、（2-a）「もし多が存在するなら、それらは（数において）有限である」、（2-b）「もし

多が存在するなら、それらは（数において）無限である」、というものである。 

 これらのゼノン自身の議論の中には（運動の第一・第二パラドクスの場合と同様）「無

限分割」という語句は現れていないが、それらがいずれも実質的に無限分割に基づく議論

                                                         
(4)

 以上取りあげた四つのパラドクス（「二分割」「アキレウス」「派生型」「第二の派生型」）
の共通の特質は、各パラドクスが指定する作業を通じて無限に存在する自然数の一つ一つが

．．．．．．．．．
連

続体（空間・時間）の有限領域へマッピングされることである。そして、自然数には終わりが
無いのだから、その中へとマッピングされる連続体の有限領域にも終わり

．．．
はあり得ず、これこ

そ当の有限領域が、最後の点の存在しない半開区間
．．．．．．．．．．．．．．

になってしまうことの理由なのである。し
たがって、これらのパラドクスが提示する作業

．．
(operation)に終わりがあり得ないことは、自然数

．．．

を数える再帰的作業一般
．．．．．．．．．．．

に終わりがあり得ないことと等価である。それらがパラドクスの様相
を呈するのは、或る有限領域において運動や時間が完了するという事態

．．．．．．．．．．．．．．．
が、同じ領域における

それら作業の完了不可能性
．．．．．．．．．．．．

と矛盾するように見えるからである。しかし、＜作業＞と＜運動＞
は本来、根本的に異なった事象である（たとえ、当の作業が何らかの運動を伴うものであるに
しても）。＜作業＞は本来、人間による＜行為＞の一種であり、そして、仮に或る作業を機械
が代行するとしても、その作業規則

．．．．
（アルゴリズムやプログラム）には紛れもない人間の＜行

為＞の刻印がきざみ込まれているのである。 



8 永井 龍男 

 

であることは、古代註釈家たちの時代から認められてきた(5)。 

 （1-a）の内容を部分的に伝えている断片 B2 の中には無限分割の過程を示すことばは無

いが、そこで問題にされる大きさを持たない単位が、無限分割の結果として生じる
．．．．．．．．．．．．．

、無数

の点のようなものであることは、シンプリキオス等の報告から明らかであるように思われ

る（cf. Simplicius 140.1-4）。おそらく、第二のアンチノミーにおける（2-b）と同様の論法

がここでも前提にされていたのであろう。（（2-b）は、任意の二つのもの［点］の間には

常にそれらとは別のもの［点］が存在するという議論であるが、それは任意の二つの点の

間の空間を限りなく分割して行く議論と同等である。）そして、大きさを全く持たない点

が付け加わっても取り去られても、元の大きさには何の違いも生じないので、それらが無

限に集まったものも、全体としていかなる大きさも持たないことになる。 

 また、（1-b）においては、前もって大きさを持たないものは存在することができないこ

とを示した上で、存在するものの諸部分は或る大きさと厚みを持ち
．．．．．．．．．．．

、その各部分が他の部

分から分離していなければならないとされる。そしてこれと同じ議論がその先の部分につ

いても成り立つので、同様のことが限りなく繰り返される。その結果、当の事物の全体は

無限の大きさを持つことが帰結する。 

 Owen 等が指摘しているように、この第一のアンチノミーでは、無限分割が完了
．．．．．．．

するこ
．．．

と
．
が議論の（暗黙の）前提となっている(6)。というのは、もしも、無限分割というものを、

完了がありえない、限りなく続く終わりの無い系列と見なすなら、（1-b）の結論は導けな

いからである。（1-b）の議論では、具体的にどのように分割するかによって分析の仕方も

異なってくるが、ここでは多なるものの各部分がそれぞれの中間点において二分割され、

各回の分割によって諸部分の数がその都度二倍になる場合を想定してみよう。もし n 回の

分割が行われたとすると、当の事物は 2
n個の部分へと分割されることになる。その際、各

部分の大きさは 1/2
nになるので、全体の大きさは 1/2

n
×2

n＝1 であり、分割以前と全く変わ

りはない。そして自然数 n を限りなく大きくして行くとしても（n→∞）、それに応じて諸

部分の大きさは限りなく縮小して 0 に近づいて行くので（1/2
n
→0）、この無限の過程を限

．

りなく続く
．．．．．

終わりのない
．．．．．．

系列
．．

と見なす限り、全体の大きさは全く変動せず有限の値に留ま
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

って
．．

、ここからはいかなる矛盾も生じない
．．．．．．．．．．．．．．．．

。この場合、無限の系列における各部分は、い

ずれの段階においても或る有限な大きさを有するが、しかしその大きさは
．．．．

固定されたもの
．．．．．．．

ではなく
．．．．

、系列の中で常に変動し
．．．．．．．．．．

、分割の別々の段階において必ず異なった値を持つ。こ

れに対し、無限分割が
．．．．．

完了した
．．．．

と見なされる場合、固定された無限個の単位に一律に固定

した一定の大きさが割り当てられるために、全体の大きさは無限大であることが帰結する。

また、（1-a）についても、各分割点に大きさの無い点を割り当てるなら、任意の点と点の

                                                         
(5)

 ἄπειρομ τομὴμ（Simplicius 139.18; 139, 22, cf. Themistius, 12.3-4），ἐκ τῆς ἐπ̓ ἄπειρομ τῶμ 
συμεχῶμ διχοτομίας（Philoponus 80.24-25），ἐπ̓ ἄπειρομ ἄμ εἴη διαιρετόμ（Philoponus 80.27）
等の語句を参照。 
(6)

 G.E.L. Owen,“Zeno and the Mathematicians”，Proceedings of Aristotelian Society, 1957-58, 

pp.199-222. 
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間には必ず或る空間的距離が存在することになるので、事物全体の大きさは、大きさ 0 の

点の無限個の合計（0）とそれらの間の空間的距離の合計との和になる。そして点と点の間

の空間的距離と全体の大きさとの関係は、上の（1-b）における物体の諸部分とその全体と

の関係と全く同じであり、全体の大きさは常に特定の値１に留まる。ところが、もしもそ

れらの分割が完了した状態を想定するなら
．．．．．．．．．．．．．

、当の空間は大きさ 0 の点によって埋め尽くさ

れ、点と点の間には一切の隙間が存在しないことになるので、全体の大きさは単純に 0 の

無限倍（＝0）となる。 

 したがって、多の否定における第一のアンチノミーにとって、「果たして無限分割は完
．

了するのか否か
．．．．．．．

」という問題が決定的重要性を持つことが解る。この問いに対しては、本

稿のＩで行った議論を通じて答えることができる。自然数の系列は、或る種の再帰的操作

を通じて生み出される。そのような操作・作業（operation）の集合［＝自然数の無限集合］

には上界が存在しない
．．．．．．．．

ため、それらの作業を
．．．．．．．

「完了する
．．．．

」という事態はあり得ない
．．．．．．．．．．．

ことは

既に示した。そしていま問題にしている無限分割は、一定の規則に従って各段階で 2
n個へ

の分割を行う作業であるが、それらの集合も自然数の無限集合に対応する。だからそのよ
．．．

うな無限分割の作業が完了すること
．．．．．．．．．．．．．．．．

はあり得ない
．．．．．．

のである。 

 

 

III．「飛ぶ矢」のパラドクスにおける＜今＞の問題 

 

 だがこれでゼノンによる無限分割の問題がすべて片づいたわけではない。というのは、

運動否定論における第三パラドクス（飛ぶ矢のパラドクス）は、アリストテレス的解釈を
．．．．．．．．．．．

前提にするなら
．．．．．．．

、或る意味で、時間の無限分割が完了した状況をめぐるパラドクス
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と見な

すこともできるからである(7)。 

 アリストテレスは、このパラドクスを、時間が瞬間としての＜今(μῦμ)＞から合成される

という誤りに基づいた議論と見なした。そしてアリストテレスにとって、＜今＞とは時間

の部分ではなく(Phys.218a6)、過去と未来の限界（πέρας）ないし境界（ὅρος）なのであっ

                                                         
(7)

 「飛ぶ矢」を無限分割の観点から問題にすることについては奇異の念を懐かれるかもしれな
い。というのは、第三・第四パラドクスはどちらも、空間と時間が分割不可能な原子的単位か
ら成るという前提に基づく議論であり、それらは、空間と時間の無限分割に基づく第一・第二
パラドクスに対比される、とする説が一般的に広まっているからである。この学説は 19 世紀
の末に、Noel、Brochard、Évellin、Tannery その他のフランスの数学者・哲学者グループによっ
て提唱され、20 世紀前半に一般に受け入れられたもののようであるが（cf. W.D.Ross, pp.83-84）、
しかし現代の研究者の多くはそのような見解は根拠のないものだと考えている（cf. Barnes, 

Schofield）。実際、Owen［前掲論文］、 Vlastos、 Lear 等はいずれも「飛ぶ矢」を、空間と
時間が共に無限分割可能であることを前提にした議論と見なしている。 

    J. Barnes, The Presocratic Philosophers, revised ed. (London, 1982), p.285. 

    Kirk, Raven & Schofield, The Presocratic Philosophers, 2nd ed. (Cambridge, 1983), p.265［内山
勝利 他 訳『ソクラテス以前の哲学者たち』（京都大学学術出版会, 2006）, p.334］. 

    G. Vlastos, “A Note on Zeno's Arrow”，Phronesis 11(1966), pp.3-18. 

    J. Lear, “A Note on Zeno's Arrow”，Phronesis 26(1981), pp.91-104. 
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て、それは線を分割する際に生じる、二つの線の限界としての点
．
に対応するものであった

(222a14-20)。したがって、時間は無限個の＜今＞から合成されるか否かという問題は、線

は無限個の分割点から合成されるのか否かという問題に対応する問題なのであり、この意

味で「時間は過去と未来を分割する
．．．．

無限個の＜今＞から合成されるのか否か」という問題

として捉えることが可能である(cf. 222a14, 218a8)。 

 これらの問題について考えるためにも、アリストテレスが具体的にゼノンの第三パラド

クスにどのように対処したかを見ておく必要がある。アリストテレスは、運動否定の四つ

のパラドクスについて報告した『自然学』Ζ.9 において、二度に亘って、「飛ぶ矢」に言

及している。彼はまず、第９章冒頭で次のように述べる。 

 

ゼノンは誤った議論を行っている。というのは、彼は、もしもあらゆるものはそれと

等しいもの［場所］に対応している（κατὰ τὸ ἴσομ）ときには常に静止しており、そ

して移動しているものは常に＜今＞のうちにあるなら、移動する矢は運動していない、

と主張するからである。だがこれは虚偽である。なぜなら、他の大きさが決して［不

可分割的な点から合成されて］いないのと同様に、時間は不可分割的な＜今＞から合

成されているわけではないからである。（239b5-9） 

 

さらにアリストテレスは、第一・第二パラドクスについて論及した後で、こう続けている。 

 

……他方、第三の議論は今ほど述べられたもので、移動する矢は静止しているという

ものである。このことは、時間が＜今＞から合成されると仮定することから帰結する

のであり、この仮定が与えられない場合には、当の推論は成り立たないのである。

(239b30-33) 

 

 ここで、「飛ぶ矢」についてのアリストテレスの論述をめぐる、次の二つの問題につい

て考えたい。 

（１）アリストテレスはなぜ第三パラドクスを二つの箇所で取りあげたのだろうか。 

（２）上記二箇所の論述では、パラドクスの結論が異なっており、前者の結論は「飛

ぶ矢は運動していない」であるが、後者では「飛ぶ矢は静止している」である。

本来のゼノンの議論の結論はどちらだったのだろうか。 

 まず（１）に関して言えば、二番目の箇所は四つのパラドクスの順序に従った論述であ

りそこに置かれて当然なので、問題は、なぜ第三パラドクスが第９章の冒頭で言及される

必要があったのか、という点にしぼられる。これに対する単純で正当な答は「アリストテ

レスが、第三パラドクスの問題は第８章での議論と深く関わっていると考えていたから」

というものであろう。実際、第８章の最後の一節では、時間において運動している物体は
．．．．．．．．．．．．．．．

［同一の状態にあるような］何かに対応する
．．．．．．．

(κατά τι)のは不可能
．．．．．

であること、また或る物
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体が一つの＜今(瞬間)＞において何かに対応する場合、それは運動も静止もしていないこ

と、が明確に述べられているのである(239a23-b3)。Vlastos や Owen など、近年の欧米の研

究者は、アリストテレスが第８章で示した論点を重視し、この方向性（運動と静止の言語

表現上の問題）から第三パラドクスを解決しようとする傾向が強い(8)。しかし、第９章で

のアリストテレス自身による第三パラドクスの解決は、（Ａ）時間が＜今＞から合成され

ることの否定に基づいているのであり、第８章での議論から予想される（Ｂ）「＜今＞にお

いては運動も静止もあり得ないのだから、＜今＞において飛ぶ矢は静止しているというゼ

ノンの表現法は不適切だ」という主張によっているのではない。この問題は、上の（２）

の問題と関わり合う。もし仮に、ゼノンの本来の主張が、「飛ぶ矢は静止している」では

なく「飛ぶ矢は運動していない
．．．．．．．

」であったとするなら、（Ｂ）の反論は無効である。なぜ

なら、アリストテレス自身が、＜今＞においては静止があり得ないだけではなく、運動も

またあり得ないことを認めているからである(239b1-2)。そして、運動の否定という、四つ

のパラドクス全体の目的からすれば、第三パラドクスの本来の結論は「飛ぶ矢は運動して

いない」の方であった可能性が高いように思われる。このことには傍証がある。ディオゲ

ネス・ラエルティオスが伝えるゼノンのパラドクスでは、「運動しているものは、それが

その中に存在する場所においても運動しない
．．．．．

し、それがその中に存在しない場所において

も運動しない
．．．．．

」（DK.B4）と述べられているのだ。 

 ゼノンの立場からすれば、それぞれの＜今＞において「運動していないこと」が認めら

れることこそが重要なのであり、その場合、(α)飛ぶ矢はあらゆる
．．．．

＜今
．
＞において

．．．．
運動して

いないことから、(β)飛ぶ矢はあらゆる時間において
．．．．．．．．．．

運動していないこと、が帰結する。「時

間は不可分割的な＜今＞から合成されているわけではない」という、第９章でのアリスト

テレスの反論の主眼は、上の(α)から(β)への推論を否定することにある。では、アリストテ

レスは、時間は不可分割的な＜今＞から合成されない、という主張のための、どのような

論拠を持っていたのだろうか。「他の大きさが決して［不可分割的な点から合成されて］

いないのと同様に(239b9)」という一句からも分かるように、アリストテレスは、時間と＜

今＞との関係を、幾何学における線と点との関係と類比的に理解していた。彼は、無限個

の点から線が合成されないこと（そして時間や運動をも含む連続体一般が、＜今＞や点か

ら合成されないこと）を、Ζ 巻第１章においてかなり詳しく論じている。そこでの諸議論

のうち、最も重要なのは、点と点は接触できないという指摘だと思われる。あらゆる点は

すべて離散的であり、或る点と別の点がもし接触したとすれば、点には大きさが無いのだ

から、それら二つの点は全く同じ位置を占めていることになり、それらは全く同一の点で
．．．．．．．

あることになる
．．．．．．．

（これと同様の議論は任意の二つの数についても、任意の二つの＜今＞に

ついても成り立つ）。したがって、もし二つの点あるいは二つの＜今＞が、それぞれ異なっ

                                                         
(8)

 Owen、Vlastos、Barnes の前掲文献を参照。（Owen は第 9 章での議論にも言及しているが、
議論の重点は第 8 章の側に置いている。）これに対し Lear は、「飛ぶ矢」は「現在」としての
＜今＞の意味に基づく議論だとして批判する。 



12 永井 龍男 

 

た点であり、異なった＜今＞であるとするなら、それらの間には必ず何らかの空間的距離

あるいは時間的間隔が存在することになる。つまり、いかなる点と点との間にも、いかな

る＜今＞と＜今＞との間にも、必ず隙間が存在しなければないのである。この意味におい

て、無限個の点から連続体としての線を合成することは不可能である。しかし、このこと

は「線は点の集合である」という現代数学の一般的理解に矛盾するように見える。ここで

この問題に首を突っ込むことは差し控えるが、「線は点の集合である」という表現は維持

しながら、その意味に関して一般に理解されているものとは異なった解釈を行うことが可

能かもしれない。 

 しかし、仮に点と線との関係について「線は点から合成できない」という主張を認めた

としても、時間と＜今＞との関係は、さらに大きな困難を抱えている。それは、時間に関

しては次のような主張が成り立つように思えるからである。過去や未来は、それらがかつ

て＜今(現在)＞であったか、またはいつか＜今(現在)＞に成ることによってのみ、時間の部

分であり得るのだから、連続的な
．．．．

時間の全体
．．

はそれぞれいずれかの時点において＜今(現

在)＞であるはずである。したがって連続的
．．．

時間における無限個の＜今(瞬間)＞の間に隙間

はあり得ず、それらすべての＜今(瞬間)＞は連続しながら時間を構成するのでなければな

らない。私見では、この困難は「現在」としての＜今＞と「瞬間」としての＜今＞との亀

裂に由来するものである。この亀裂を埋めるには、我々が時間を認識する際に、運動の瞬

間的局面を限定して数えていく場面に立ち返って、「瞬間」としての＜今＞の概念がいか

なる仕方で生み出され、どのように用いられているかを考察する必要がある。 

 哲学的議論においては、「今」という語はしばしば名詞として用いられるが、「今(now)」

の日常的用法はむしろ副詞的なものである。「今、行くところです」「たった今、着きま

した」といった文において、「今」という語は目前の世界に生じている運動・変化の局面

を漠然と
．．．

指示する機能を果たしている。それは「ここ(here)」という語が果たしている機能

と良く似ている。誰かが「ここ
．．

へ来てください」と言う場合、「ここ」はその文の発話者

に近い空間を漠然と
．．．

示す。その範囲が明確に指定されていないなら、我々は「ここ」がど

の範囲を指すのかをより正確に
．．．．．

示すよう発話者に対して要求することができる。尋ねられ

た発話者が、「『ここ』とは、私が立っている辺りの地面のことだ」と答えたとする。そ

れでも我々は、さらに正確な位置を尋ねることができ、このようにして、原理的には「こ

こ」が示す範囲を限りなく
．．．．

縮減させて行くことが可能である。厳密な作図を行おうとする

場合には、縮減操作の極限として、大きさ 0 にまで縮減された点を思考する
．．．．

ことさえある。

我々が目前の世界の運動
．．．．．．．．

・変化を限定するために
．．．．．．．．．．

「今」という語を発語する状況も、これ

と非常に良く似ている。我々は「今」という語が示す運動・変化の局面を限りなく縮減さ

せて行き、最終的は思考において
．．．．．．

「全く持続を欠いた運動・変化の断面」という極限概念

に到る。我々は、実際には、「運動・変化の断面」としての＜今＞を、持続的運動・変化

から分離して独立に知覚できるわけではない
．．

。だが、そのような＜今＞の概念は時間を認

識する際に極めて重要な役割を果たす。我々は運動をその極限的断面（今）によって区切
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っていくことで、前の＜今＞と後の＜今＞との違いを識別し、両者の間に存在した運動の

＜持続＞を間接的に
．．．．

認識するからである(Phys.219a22-30)。一方で、この「運動・変化の断

面」としての＜今＞は、時間が認識された後には
．．．．．．．．．．．

、運動ではなく時間の中に
．．．．．

位置づけられ、

「瞬間」としての＜今＞と見なされるようになる。他方、「現在
．．

」としての
．．．．

＜今
．
＞は、我々

が直面する世界における
．．．．．．

運動
．．

・変化の局面を漠然と指示する
．．．．．．．．．．．．．

「今
．
」の原初的用法に対応す

．．．．．．．．．．

る
．
ものであり、時間の連続性

．．．．．．
はこのような＜今＞の在り方に基づいているのである。他方、

「瞬間」としての＜今＞は、「現在」としての＜今＞に対して縮減操作を加えることを通

じ、思考上の極限として成立するものである。だから我々は、無限個の切断面から物体を

合成できず、点から線を合成できないように、「瞬間」としての＜今＞から時間を合成す

ることはできない。しかしこのことは、時間の連続性が＜今＞を通じて実現されること矛

盾しないのである(cf.Phys.220a5)。 

 

 

後 記 

 

 本稿は、2007 年 9 月 8 日に東京大学駒場キャンパスで開催された「第 11 回ギリシャ哲

学セミナー」での発表原稿を一部修正したものである。発表後の討論において、大変多く

の方々から有益な御質問を頂いた。残念ながら紙幅の関係でそれらすべてを取り上げるこ

とはできないが、いくつかの主要な質疑について記しておきたい。なお、［ ］の中の文

は現時点における
．．．．．．．

回答の補足である。 

 

荻原（東北大）：「瞬間としての＜今＞」は思考における「縮減操作」によって生じると

述べていたが、日常的な「今」の用法においても抽象的な縮減操
．．．．．．．

作なしに
．．．．

瞬間的＜今

＞について語ることがあるのではないか。そして、そのような瞬間は或る種のリアリ

ティーを持っているのではないか。 

永井：確かに日常において縮減操作なしに瞬間としての＜今＞について語ることはある。

例えば、仮にこの腕時計をそちらへ投げた場合、「腕時計が荻原さんの机の上に落ち

た瞬間」という記述に基づいて
．．．．．．．

当の＜瞬間＞について語ることができる。この場合、

縮減操作の結果として
．．．．．．．．．．

＜瞬間＞を語っているわけではない
．．

。では、我々はそのような

瞬間を、本当に瞬間として知覚できているのか
．．．．．．．．．．．．．．

というと、そうではないと思う。知覚

が成立するためには一定の時間の幅が必要であり、我々は時間の流れの中で出来事を

知覚しているはずだ。だから、上の例における＜瞬間＞も抽象化を免れているわけで

はなく、縮減操作とは別種の抽象化［瞬間に関する記述による
．．．．．

抽象化］の結果なので

はないか。一方、瞬間としての＜今＞が或る種のリアリティーを含んでいるという点

に関してはそうだと思う。 

吉田夏彦：論旨にはだいたいは賛成だが、ゼノンはそのようなことを解っていながらわざ
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と皆をごまかしたのか、それとも彼は問題を数学的にうまく捉えることができず誤り

を犯したということなのか。また、前稿も含め、数学者によるゼノンのパラドクスの

扱いにかなり批判的だが、数学者の中には一般的な解決法に納得しない人も尐なから

ず居る。 

永井：尐なくともゼノンは（皆を欺こうとしたわけではなく）本気だったと思う。彼はパ

ルメニデスの主張の正しさを示そうとして本気で議論を行ったのだろう。［一般的な

解決法に納得しない数学者が居ることは私も承知しているが、論文の構成上、専ら従

来の解決法に対する批判の中で数学者に言及することになってしまった。］ 

浅野（豊田工大）：後半での「瞬間としての＜今＞」と「現在としての＜今＞」を区別す

る議論と、前半での第一・第二パラドクス解決の鍵となった「無限の作業の完了可能

性」の議論とは、どのように繋がっているのか。 

永井：単に或る作業規則を提示するだけではパラドクスにはならず、それが連続体の問題

と関連しているからこそゼノンの議論はパラドクスとなっている。今回の発表では三

種類のパラドクスを扱ったがそれらはすべて連続体に関わっている。第 II 節の「多の

否定」の考察を簡単に済ますことができたのは、ゼノンが分割という operation を通

じて議論を進めたからだ。だが、おそらくゼノンがそのような議論を行った背景には、

連続体の中にはあらかじめ
．．．．．

（分割以前に
．．．．．

）無限個の点が存在するはずだ、という発想

があったのではないか。例えば、「この線分の中に存在するすべの点」といった記述

を用いれば、operation を行うことなしに連続体の中にあらかじめ
．．．．．

存在するすべての点

に言及することができる。もし無限個の点がこのような仕方で提示されるなら、

operation を問題にできなくなるため、パラドクスの解決は非常に困難になる。そして

この発想は、operation を行わなくても時間の中には無限個の＜今(瞬間)＞が存在する

という、「飛ぶ矢」のパラドクスの前提と共通であり、その意味で「飛ぶ矢」は最も

困難なパラドクスとなっている。二つの問題は、そのような仕方で結びついていると

思う。 

岩田靖夫：発表の趣旨について質問する。アリストテレスは、無限は現実には存在せず、

それは operation（操作）としてしか存在しないと考えたが、そのような無限の理解を

時間の問題に適用するなら、時間はもともと分割できない流れであるにもかかわらず

それを人間が行う抽象的操作によって説明しようとするためにパラドクスが生じた

と解釈できる、という趣旨か。 

永井：確かにアリストテレスは、無限を単に可能的ものとして捉え、いわば「さらなる操

作可能性」として理解した。そして無限に対するこのような見方は、19 世紀後半に至

るまで、数学者も共有していたように見える。しかし、19 世紀末のカントールの集合

論によって数学者の考え方は根本的に変わった。それによれば、無限は現実的な対象

（実無限）として実在するのであり、operation に対応する無限（可算的無限）よりも

濃度が大きい無限（連続体における無限）もまた存在すると考えられるようになった。
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私としては、基本的にはアリストテレス的な「さらなる操作可能性」としての無限理

解に賛成するが、それだけで連続体としての時間の問題を十分に扱うことができるか

どうかは今のところ全く解らない。 

加藤信朗：初期ギリシャ哲学に関して、「初めの哲学」という捉え方と「哲学の初め」と

いう捉え方の両方があるように思うが、そのどちらとして理解しているのか。また、

哲学と科学を区別していないのか。 

永井：御質問の中の「初めの哲学」と「哲学の初め」ということばで何が意味されたのか

を十分理解できたわけではないが、自分としては、初期ギリシャ哲学は「哲学の初め」

だと思っている。私がそう言うのは、プラトンやアリストテレスが取り組み、現代の

哲学者も取り組んでいるまさにその問題が生まれたのが、初期ギリシャ哲学において

であって、ゼノンやアリストテレスが提起した問題について考えることは、現代の哲

学的問題を考えることとほとんどイコールである、という意味だ。なお、私は哲学と

科学をほとんど区別していない。 

神崎（専修大）：発表の中で用いたアルゴリズムや集合論などの概念は、ゼノンの時代に

は使えなかったものだ。現在の我々が新しい道具立てでゼノンの議論を再構成するこ

とは、ゼノンが本来問題にしたことに直面することに繋がるのか。全く違った問題場

面で違った問題として論じているのではないか。 

永井：私としてはそのようにしているつもりは全くない。例えば、「アルゴリズム」に関

して言えば、確かにこのことばが生まれ使用されるようになったのは中世以降である

が、これはさまざまな作業や計算を行う際の手続き・手順を指すことばであり、その

ような手続きや作業手順それ自体は人類が誕生して以来、あらゆる作業をする際に常

に用いてきたものだ。ゼノンが提示した作業手順自体が問題なのだから、それを指す

のに「アルゴリズム」ということばを使うかどうかということは、本質的な事柄では

ないと思う。 

荻野（上智大）：ゼノンはアリストテレスによって「ディアレクティケーの創始者」と呼

ばれた。そのこととパラドクスとの関係をどのように考えているか。また、注(4)にお

いて＜行為＞の一種としての＜作業＞と＜運動＞とを対比させているが、ゼノンに

は、速度の異なった二つの運動体をアキレウスと亀に置き換えることでそれらの＜運

動＞を＜作業＞になぞらえ、それによって＜運動＞をアルゴリズムの形式に乗せて行

くという戦略があったのか。 

永井：「ディアレクティケー」は『トビカ』で見られるような競技的討論の技術をも意味

していた。「ディアレクティケーの創始者」ということばは、ゼノンが彼のパラドク

スおいて帰謬法
．．．

を多用し、論駁の技術を高めたことを指しているのではないか。また、

ゼノンが運動体を二人の走者として提示したことの意味については、その通りだと思

う。例えば、運動体を人間ではなしに、宇宙空間を移動する速度の異なった二つの物

体として提示した場合、同様の議論をすることは可能だろうが、これではパラドクス
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としての力は著しく弱まってしまう。というのは、ただの物体がアルゴリズムに従っ

た＜作業＞を行うわけではないので、そのような分割作業を行っているのは我々の側

の思考の働きであることが明白になってしまうからだ。 

 


