
 

第 1章 

 記号論理学の体系 
 

数学者とは，発明家であって発見者ではない。 

(ヴィトゲンシュタイン) 

 

 本章では，以下の点を把握してほしい。 

 

(1) 記号論理学の基礎領域は，以下の 5 つの領域から構成される。 

  ① 命題論理(複合命題は要素命題から構成される点に着目して論理関係を扱う) 

  ② 述語論理(「述語」(性質)に着目して「量化」を使って論理関係を扱う) 

  ③ 集合論(―素朴な意味では―「基数」と「序数」を使って論理関係を扱う) 

  ④ 関係の論理(―数学的には―「順序対(序数)」の論理関係を扱う) 

  ⑤ クラス論理(「内包」および「外延」の論理関係―「周延」―を扱う) 

(2) 「論理的な正しさ」とは，推論の正しさ(トートロジーの追究)のことをいい，「数

学的な正しさ」とは，全ての真なる命題式(トートロジー)が，その体系内で証明で

きること(数学の形式的体系が完全性を保全していること)をいう。 

(3) カントールは「集合論」を導入して「無限」を扱ったが，集合論には逆理が内在

していた。カントールの集合論を現在では「素朴集合論」という。 

(4) 素朴集合論のパラドックスを回避するために，以下の 3 つの流れが起こった。 

  ① 論理主義(ラッセルは「タイプ理論」を導入した) 

  ② 形式主義(ヒルベルトは論理の公理化を図った) 

  ③ 直観主義(ブラウワーは―無限の中で―排中律を使用することを拒否した) 

(5) ツェルメロとフレンケルが集合論の公理系を構築した。 
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1. 記号論理学の体系 

 

1.1 判断と命題(judgement and proposition) 

 

1.1.1 判断(judgement) 

 判断とは，真(true)あるいは偽(fault)である性質を持つ言語的形象のことである。 

 叙述文の形式を使って表現されている判断のことを命題という。 

 (以下，「true」および「fault」を省略して，それぞれ，「T」および「F」と記述

する。) 

 

1.1.2 命題(proposition) 

 1 つの命題(判断の叙述文)は，以下のように構成される。 

 

 (1) 主語(subject)   (2) 接辞(copula)   (3) 述語(predicate) 

 

 接辞とは，主語と述語を「......である(is)」という語で結ぶ機能である。 

 (以下，「主語－接辞－述語」の構成を省略して，「S-P」と記述する。) 

 

1.1.3 名辞(term) 

 主語および述語を使って記述されているモノ(事物および事象)を総称して，「名辞」

(term)あるいは概念(concept)という。 

 

1.1.4 仮説と判断(あるいは，仮説演繹法 hypothetico-deductive method) 

 「仮説－検証」のモデルは，［モノ(現実)と接触する］最初の段階および最後の段

階では蓋然的推論が働き，その中間の段階では演繹的推論が働く。 

 

1.1.5 複合命題(あるいは，論理的原子論 logical atomism) 

 複数の命題が文結合子(sentential connective)を使って結び付いて 1 つの判断を形

成している文のことを「複合命題」といい，そのときの構成要素なった命題を「要素

命題」(elementary proposition)という。複合命題は要素命題に解体できる。 

 26



1.1 判断と命題(judgement and proposition) 

【図表 1.1 対象と言語】 

 (1) 論理学は思考の成立を扱わない。 
  論理学は思考の過程を扱う。 
 (2) 思考の過程は言語を使って表現される。 
 (3) 論理学は言語の分析を扱う。 
 

対象 記号(対象言語) 意味論 統語論 

 
「鳥」 モノ(事物) 語(name) 

 「鳥が飛ぶ」 モノ(事象) 文(命題) 

 
［注意：「絵」は，事実を記述するシンボル(像-言語)であるが，ここに描かれている「絵」

は実際の「鳥」である，と思っていただきたい。］ 
 (4) 「統語論」は，記号の間に成立する関係を扱い，対象言語の構造を研究する。 
 (5) 「意味論」は，記号と対象の両方を扱い，命題の真理値に関する言明を研究する。 
 
【図表 1.2 命題】 

 ［命題とは叙述文の形で表現されている判断のことをいう。］ 
 
 事実 言明  

命題である (1) 晴れた空に鳥が飛ぶ 
(2) 外で雨が降っている 

(1)「鳥が飛んでいる」 
(2)「外は晴れている」 

真の命題 
偽の命題 

 
 
文 命題ではない (1) 本を読んでいる 

(2) 絵を観ている 
(3) 鳥を観ている 
(4) 煙草を吸っている 

(1)「本を読むな」 
(2)「綺麗だなあ」 
(3)「鳥になりたい」 
(4)「禁煙するぞ」 

命令 
感嘆 
願望 
意志 

 

【図表 1.3 蓋然的推論と演繹的推論(仮説演繹法と論理的原子論)：意味論と統語論】 

事実

写像理論

概念

真理値表(T  F)

蓋然的推論(意味論)

 

複合命題は
要素命題に
解体できる

推論

判断

論理的原子論

演繹的推論(統語論)

 27



1. 記号論理学の体系 

 

1.2 複合判断(複合命題)と論理定項 

 

1.2.1 記号論理学(logic) 

 論理学は，概念，判断および推論を形成する諸規則を探求する学問である。したがっ

て，記号論理学という(形式論理学あるいは数理論理学ともいう)。 

 論理学の目的は，(文と文を結ぶ)「論理定項」(文結合子)を際立つように扱い，「論

理定項」の使用と，それが従うべき規則を研究することにある。 

 

1.2.2 論理定項(logical constant) 

 (文結合子は数多くあるが)要素命題を論理的に結ぶ機能を持つ文結合子を論理結合

子(logical connective)として「論理定項」と呼ぶ。 

 基本的な論理定項には，以下の種類がある。 

 

 (1) 「かつ(and)」(「連言」といい，「.」の記号を使って表現する) 

 (2) 「または(or)」(「選言」といい，「−」の記号を使って表現する) 

 (3) 「でない(not)」(「否定」といい，「¬」の記号を使って表現する) 

 (4) 「ならば(if)」(「仮言」といい，「⇒」の記号を使って表現する) 

 (5) 「と等しい(=)」(「同値」といい，「≡」の記号を使って表現する) 

 

1.2.3 量化記号(qualifier) 

 命題関数は，演算子(「全ての」および「いくつかの(....存在する)」)と論理的否定を

使って，真あるいは偽なる判断に転化できる。 

 演算子「全ての」および演算子「いくつかの(....存在する)」を量化記号と呼び， 

以下のように記号化して表現する。 

 

 (1) 「全ての x」：∀(x) (∀は all の省略である) 

 (2) 「(いくつかの)x が存在する」：∃(x) ( ∃は existential の省略である) 

 

 これらの量化記号も論理定項である。 
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1.2 複合判断(複合命題)と論理定項 

【図表 1.4 複合命題】 

文 
高田馬場に行って，古本を買うか，あるいは映画を観る。 

(ただし，古本を買い，かつ，映画を観るかもしれない) 

記号化 p = 高田馬場に行く q = 古本を買う r = 映画を観る 

記号列 p . (q − r) 

 

【図表 1.5 全称命題】 

敦(あつし)と剛(たけし)と大地(だいち)の 3 人が野球をする。 

記号化 

p1 = 敦は野球をする 
p2 = 剛は野球をする 
p3 = 大地は野球をする 

px = 「x は野球をする」 

記号列 

「連言」複合命題は以下の記述となる。 「量化記号」を使えば以下の記述になる。 

p1 . p2 . p3 ∀xpx 

p1 . p2 . p3 ≡ ∀xpx 

 

【図表 1.6 特称命題(あるいは存在命題)】 

信号機の指示灯の色は 3 色ある。青色か赤色か黄色である。 

記号化 

p1 = 信号が青色になっている 
p2 = 信号が赤色になっている 
p3 = 信号が黄色になっている 

px = 「信号が x 色になっている」 

記号列 

「選言」複合命題は以下の記述となる。 「量化記号」を使えば以下の記述になる。 

p1 − p2 − p3 ∃xpx 

p1 − p2 − p3 ≡ ∃xpx 
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1. 記号論理学の体系 

 

1.3 記号論理学の体系と数学基礎論の体系 

 

1.3.1 記号論理学の体系 

 記号論理学は以下の領域に類別される。 

 

 (1) 命題論理(複合命題は要素命題から構成される点に着目して論理関係を扱う) 

 (2) 述語論理(「述語」(性質)に着目して「量化」を使って論理関係を扱う) 

 (3) 集合論(―素朴な意味では―「基数」と「序数」を使って論理関係を扱う) 

 (4) 関係の論理(―数学的には―「順序対(序数)」の論理関係を扱う) 

 (5) クラス論理(「内包」および「外延」の論理関係―「周延」―を扱う) 

 (6) 様相の論理(2 値―T および F―以外に「可能性」を加味して論理関係を扱う) 

 

1.3.2 数学基礎論(foundations of mathematics) 

 数学基礎論は以下の領域に類別される［倉田令二朗「数学基礎論へのいざない」］。 

 

 (1) 証明論(形式的公理系の無矛盾性を証明する) 

 (2) モデルの理論(形式的公理系の解釈を扱う) 

 (3) 帰納的関数の理論(計算可能関数を扱う) 

 (4) 公理論的集合論(集合論を形式的公理系として扱う)  

 

1.3.3 「論理的な正しさ」と「数学的な正しさ」［吉永良正「ゲーデル不完全 

         定理」］ 

 「論理的な正しさ」とは，推論の正しさ(トートロジーの追究)のことをいい，「数

学的な正しさ」とは，全ての真なる命題式(トートロジー)が，その体系内で証明でき

ること(数学の形式的体系が完全性を保全していること)をいう。 

 

［参考］トートロジー(tautology)：「常に真となる(恒真な)論理式」のことをいう。 

        トートロジーのことを記号「∼」を使って記述する。 

        なお，「証明可能」のことを「δ」を使って記述する。 
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1.4 記号論理学と数学基礎論の歴史的概観 

【図表 1.7 記号論理学の体系とそれぞれの領域の相関関係】 

 以下の T 字形表現の左側には論理式を記述し，右側には重要概念を記述した。 

クラス論理

内包
周延
外延

述語論理

述語(性質)
量化
ƒ( ƒ )

P(x) {x|

命題論理

要素命題
真理値表
トートロジー

S-P

集合論(素朴集合論)
1対1の対応
濃度と順序対
可付番と無限

x ∈ A} 

関係の論理

R(a, b)
反射性
対称性
移行性

aRb

 

(1) 命題論理と述語論理： 
 命題論理は「複合命題が要素命題に解体できる」という点に着目して，要素命題の文

(［S-P］)を単位として論理的関係を研究するので，文の構造を扱わない。一方，述語論理

は，文の構造の中に記述される述語は 1 つ以上の対象(個体)に適用できる―同じ性質を持つ

個体の集合を形成できる―，という点に着目して論理関係を研究する。 
 述語論理が扱う変項［P(x)］の範囲が個体に限られているなら，「第一階の(first-order)
述語論理」といい，変項が個体と論理式の両方を対象にしているなら「第二階の述語論理」

［ƒ(ƒ)：関数の関数］という。1 変数の述語の定義域［P(x)］を「対象領域」という。 
 
(2) 述語論理とクラス論理と集合論： 
 述語論理は，文の構造の中に記述される述語は 1 つ以上の対象(個体)に適用できる，とい

う点に着目して論理関係を研究したが，論理式［P(x)］のことを「内包」といい，論理式か

ら形成される集合のことを「外延」という。 
 「内包」が正しい集合(「外延」)を形成することを「周延する」という。 
 「周延」した正しい集合のことを「クラス(class)」という。 
 「周延」した正しい集合を集合論［{x|x ∈ A}］を使って表現することはできるが，クラ

ス(class)とセット(set：集合のこと)は別々の違う概念である。［図表 5.10 参照］ 
 
(3) 述語論理と集合論と関係の論理： 
 関係の論理［aRb］は，(通説では)「a は b に対して関係 R にある」と読む。R は Relation
の略である。「aRb」を「R(a,b)」という関数表現にすれば，2 項述語論理式［P(a, b)］と

同じになる。論理式「aRb」において，a を「始域(値域)」といい，b を「終域(定義域)」と

いい，R を「像(写像)」という。 
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