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次期学習指導要領では「アクティブ・ラーニン

グ」が中心的な論点なっている。 

「アクティブ・ラーニング」とは、「教員によ

る一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者

の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習

法の総称。学修者が能動的に学修することによっ

て、認知的、倫理的、社会的 能力、教養、知識、    

経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学 

 

習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含ま

れるが、教室内でのグループ・ディスカッション、

ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクテ

ィブ・ラーニングの方法である。」（文科省『新た

な未来を築くための大学教育の質的転換に向け

て～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する

大学へ～』答申 平成 24 年 8 月 28 日用語集よ

り） 

アクティブ・ラーニングの一般的特徴として次

の諸点が挙げられている。（註１） 
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2016 年 9 月 28 日受理 

“Concepts-based thinking” and “The theory of inference”  
of Hegel .―The inquiry how the conceptual thought of “Pri-

mary years programme” should be.― 
*1 Katsurou KITAMURA 
開智望小学校 

「概念的思考」とヘーゲルの「推理論」 

――国際バカロレアの初等教育プログラムの概念的思考の在り方を探究する― 

北村 克郎 1 

 国際バカロレアの四つの教育プログラムはアクティブ・ラーニングを基にしている。その中で

も、初等教育プログラムには最もよくアクティブ・ラーニングの性格が表れている。 

 初等教育プログラムと他のアクティブ・ラーニングとの一番大きな違いは、教科の枠を超えた

テーマについての探究と、概念的な学びである。特に概念的な思考と学びをアクティブ・ラーニ

ングに活用するための可能性を探究することは、アクティブ・ラーニングを発展させることに大

きく貢献すると考える。 

 ところで、初等教育プログラムの概念的な学びに用いられる八つの概念は、対象の本質の把握

に向かって深化していく認識の、どの段階に相当するかが明らかではない。八つの概念は単に羅

列されているに過ぎない。そこで、私はヘーゲルの論理学の推理論に依拠しつつ、各概念の妥当

性と限界性を明らかにしようと考える。そして、各概念を用いて、「教科の枠を超えたテーマ」の

セントラル・イデアに向かってどのような概念的思考が可能かを具体的に考察するつもりである。

翻って、各概念的認識には、どのような要件が必要かも併せて明らかになるはずである。 

……………………………………………………… キーワード …………………………………………………… 
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１．なぜ、概念的思考の探究にヘーゲルの推

理論を用いるのか 

ところで、国際バカロレア（以下 IB） の初等

教育プログラム（以下 PYP）の学びの方法もア

クティブ・ラーニングである。国際バカロレアの

初等教育プログラムのアクティブ・ラーニングは、

ここで述べられた一般的特徴を全て持っている

が、さらに、ここには含まれていない、いくつか

の特徴も持っている。それは、一つには「教科の

枠を超えたテーマの探究」であり、二つには「概

念的な学び」などである。 

本論では、「概念的な学び」を取り上げて、そ

れがいったいどのようなものであるかを明らか

にし、アクティブ・ラーニングにどう活用できる

のか、その可能性を探ってみようと考える。（註

２） 

しかし、IB の PYP の概念的な学びで用いられ

る８つの概念（Form, Function, Change, Con-

nection, Causation, Perspective, Responsibility, 

Reflection）（註３） は、「何をとらえるのか」

については説明されているが、それらが学習者の

認識の深化のそれぞれの段階のどこに根拠を持

っていて、なにを捉えられるのか、どういうこと

を捉えねばならないのか、逆にまた、何をとらえ

ることができないのかの詳細な説明がない。その

ため、形の上だけの使用になってしまい、内実を

伴わないことにもつながる。 

そこで、私は、『ヘーゲルの論理学の判断論に

於ける「特殊」の役割――国際バカロレアの PYP 

で用いられる概念を認識論的に体系化する準備

のために、『特殊』の役割に注目して判断論を理

解する』（北村克郎 開智国際大学紀要 第 15 

号）で、ヘーゲルの論理学の「判断論」を認識論

的に読み替え、対象の認識の深まりの各段階に

PYP の Concept を位置づけ、その妥当性と限界

とを明らかにした。 

しかし、その研究の中では、探究の中でそれら

の Concept をどう使うのか、それによって具体

的にどんなことが明らかになり、どんなことが明

らかにならないのか、どのような Related con-

cepts で補ったらよいか、などを十分に明らかに

することはできなかった。それは、「判断」は、

「主語―述語」の二項関係であり、探究の過程自

体が措定されていないという限界を持っている

からである。 

この研究では、探究の中で Concepts をどう使

うのか、それによって具体的にどんなことが明ら

かになり、どんなことが明らかにならないのか、

さらには、どのような Related concepts で補っ

たらよいかなどを、ヘーゲルの推理論を用いるこ

とで明らかにしたいと考える。 

では、なぜヘーゲルの推理論を用いるのか。ヘ

ーゲル（Georg, Wilhelm, Friedrich, Hegel 独 

1770～1831）は、アリストテレスの「定言三段

論法」以来、大きな発展のなかった「推理」（註

４、註５）の吟味と改作が行った。 

ヘーゲルは、「推理」を「存在」の論理として

捉えると同時に、それを認識する主体の形式とし

ても捉えている。これにより、ヘーゲルは、推理

(a) 学生は、授業を聴く以上の関わりをしていること 

(b) 情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置かれていること  

(c) 学生は高次の思考（分析、総合、評価）に関わっていること  

(d) 学生は活動（例：読む、議論する、書く）に関与していること  

(e) 学生が自分自身の態度や価値観を探究することに重きが置かれていること  

(f) 認知プロセスの外化※を伴うこと ※問題解決のために知識を使ったり、人に話したり書いた

り発表したりすること 

松下佳代編著『ディープ･アクティブ・ラーニング 大学授業を深化させるために』序章より 
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の諸形式を、存在の論理の各段階によって、その

正当性と限界とを根拠づけた。また、それによっ

て、ヘーゲルの推理の諸規定は、単なる主観の思

考形式ではなく、豊かな内容も持つようになった。

しかし、同時に、様々なところで存在の論理と認

識の論理が交錯し、難解で奇妙なものにもなって

しまっている。 

しかし、ヘーゲルの『大論理学』の「推理論」

を認識論的に読み直すことにより、推理の諸形式

を認識論的に理解することができる。さらに、そ

の諸段階に PYP の諸概念を位置づけると、PYP

の諸概念によってどういう概念的な思考を行う

ことができるか、それによってどのような認識を

得ることができ、どのような認識を行うことがで

きないか、そして、どのような概念的な思考力を

成長発展させることができるのかをある程度明

らかにすることができると考える。（註６） 

さらに、これにより、今まで提案されてこなか

ったことであるが、それぞれの Concept は、ど

のような要件（諸規定）によって構成されるかが

明らかになってくる。 

また、それは、PYP の６つの「教科の枠を超え

たテーマ」の「セントラル・イデア」と「概念的

思考」との関係を明らかにすることにもつながる

と考える。（註７） 

これにはまた、次のような重要な意義がある。

諸科学では、それぞれの科学独自のカテゴリーと

ともに、諸科学に共通する論理的カテゴリーが、

探究のプロセスに於いても叙述のプロセスに於

いても駆使されている。論理的カテゴリーは、そ

れぞれの科学の探究の導きの糸となるとともに、

それぞれの科学独自のカテゴリーを関係づける

役割を果たす。また、論理的カテゴリーは諸科学

に共通するといえども、それぞれの科学の事情に

より異なった意味で用いられる場合も多いが、そ

のことと諸科学の発達とを併せて、論理的カテゴ

リー自体に新たな内容が与えられ、より豊かなも

のに発展していく。 

したがって、ヘーゲルの推理論を認識の深化の

過程と関連させて捉えることは、学習者の探究的

な能力と概念的な思考力をより発達させるため

にも、大変意義のあることであると考える。 

 

２．「推理論」を認識論的に理解するための

立脚点 

ヘーゲルの推理論を認識の深化の過程と関連

させて理解するにあたって、私はセルゲイ・ルビ

ンシュテイン『心理学 上』の次の考えを立脚点

に据えたい。 

「脳の活動には反射的性質がある故に、脳の活

動によって生み出された心理現象は、同時に世界

の反映である。心理活動の反射理論は、心理現象

なるものは、それ自身の起源からして、脳の活動

の産物であるという命題と、それらは客観的実在

の反映であるとする、もうひとつの命題との間の

結合命題である。」(セルゲイ・レオニドヴィチ・

ルビンシュテイン『心理学 上』内藤耕次郎・木

村 正一訳 青木書店 ３３ページ)と、「人間の認

識活動としての脳の心理活動に目を向けるなら

ば・・・われわれは認識の中に、外的作用と内部

条件の相互連関を発見する。すなわち認識は客体

によって決定されるが、認識を決定する客体の作

用は、客観的な合法則性に従う認識活動を介して

屈折される。この認識活動が客体の本質的特性を

露さない感性的材料を変形し、分析と総合の手段

によって、客体の心理的復元をもたらすのであ

る。」（同 ４１ページ） 

この部分は、認識が、「経験」に与えられた「感

性的素材」を分析や総合という作用によって、そ

の所与性を媒介にしつつ、実体、本質、構造、発

展の可能性と必然性の把握に至るということを

述べている。しかし、それだけでなく、次のよう

な大変重要なことを示している。 

事物の実体、本質、構造、発展の可能性と必然

性は「経験」に直接与えられたものではないため

に、客観的なものではなく、主観の作用によって

のみ構成される「観念的なもの」であるとする考
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え方がある。これに対して、一切の事物が相互作

用しあうのと同様に、人間の認識と客観的な事物

も相互作用しあう。そして、客観的な事物の作用

は、必ず、人間の主観の内的諸条件、つまり、構

造化された先行知識や経験、心理状態、肉体的状

態等と、分析や総合といった作用との相互作用に

よって屈折されて姿を現す。したがって、実体や

本質等は、観念的・主観的なものではなく、人間

の内部条件や作用によってとらえられた客観的

事物の深い部分であるということである。 

この考え方から、人間の認識の真理性の基準は

「環境への適応」だけではないこと、認識自体に

一定の自立性があること、そして、それは媒介的

にではあるが客観的な事物の本質の反映である

ことが理解される。 

また、認識を行う人間の内部条件となる知識が、

社会的・歴史的に制約され規定されたものである

という点に、認識の「社会性」を理解する鍵があ

る。ルビンシュテインは、このことについて次の

ように述べている。 

「人間的思考の社会的被制約性は具体的に次

の点に現れる。すなわち、個人における思考の発

達は、人類によって社会的・歴史的発展の過程中

に作成された知識を習得する過程の中で実現さ

れるという点である。知識の習得と思考の発展と

は、弁証法的な過程であり、その中では原因と結

果が絶えずその位置を交換する。何らかの知識を

習得する各行為は、その内部条件として、それら

の知識を習得するのに必要な思考が、対応的に推

進されていることを前提するとともに、今度は逆

に、さらに進んだ知識を習得するための新しい内

部条件の生成をもたらす。それぞれの対象の一定

の客観的論理を自己の内に含んでいる、ある基礎

的な知識体系を習得する過程のなかで、人間には、

更に高次元の知識体系を習得するために不可欠

な内面的前提として役立つ論理的な思考の機構

が形成される。人間の知識発達はすべて、人間の

発達しつつある思考と外的に作成された知識体

系のもつ客観的内容との間の、かかるらせん的過

程の中で実現される。」（同 ７８ページ） 

ここには、思考の発達と知識の習得が相互前提

的であるということが述べられている。このこと

は、解決するべき「問題」とは単に客観によって

与えられたものではなく、客観と認識主体である

人間のうちに社会的に形成された内部条件との

相互作用の所産であることや、また、概念的な学

びのありかたや、一般化された知識の他の問題へ

の移転について、理論的な解決の可能性を与える

ものであると考える。また、それだけではなく、

論理的なカテゴリー、例えば、PYP の Concepts

がどのようなものであり、どういう意義を持って

いるかを考えるうえで大変示唆に富んでいる。 

 

３. アメリカに於けるヘーゲル研究の意義 

ところで、現在、アメリカでは、分析哲学の流

れを汲むリチャード・ローティやネオ・プラグマ

ティズムのロバート・ブランダムらによるヘーゲ

ルの再評価が行われている。（註８） 

ブランダムはその著書『Articulating Reasons: 

Introduction to Inferentialism』（邦訳『推論主

義序説』斎藤浩文訳 春秋社）で次のように述べ

ている。 

「これら三つの（デューイに至る、アメリカの

古典的なプラグマティストたち、『存在と時間』

のハイデッガー、『哲学探究』のウィトゲンシュ

タインのこと―筆者）、より新しい種類の社会的

実践理論とは異なって、ヘーゲルの理論は、合理

主義的なプラグマティズムだからである。ヘーゲ

ルは、何ごとかを述べ、何ごとかをなすことがい

かなることであるかを理解しようとする際、理由

の文脈に 高の地位を与えたのである。」（ロバー

ト。ブランダム『推論主義序説』斎藤浩文訳 春

秋社４６ページ） 

さて、このようにヘーゲルを評価した後で、ブ

ランダムはその意義を次のように述べている。 

「・・・この合理主義的かつ表現主義的なプラ

グマティズムは、それを背景としてはじめてある

ものが明示化されうるような暗黙的なものを、明
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示化するという意味において、論理と自己意識の

間の連関を作り出す。これは、はっきりヘーゲル

的であると認められるだろう。なぜなら、それは、

ある種の意識、すなわち知という意味での気づき、

の説明を提供し、また、それに対応した、ある種

の自己意識、すなわち意味論的ないしは概念的な

自己意識に関する説明もまた引き受けているか

らである。」（同 ４７ページ） 

これは、小論で明らかにしようとしていること、

すなわち、推理の諸形式が対象の現象から本質、

実体、可能性や現実性、構造、発展と主体（ブラ

ンダムの言うところでは「暗黙的なもの」）の何

をどう捉えることが出来て（ブランダムの言うと

ころでは「明示的なもの」）、どういう面を捉える

ことが出来ないかということを、認識の対象に対

する深化のプロセスの中で明らかにすることと、

概念的認識から当為への展開を明らかにすると

いうこととに共通する課題でもある。 

また、ブランダムが、彼の理論に於いて重要な

役割を持っているところの諸概念の推論的な関

係づけを「非推論的報告」との関連において述べ

た後、次のように述べていることは、ルビンシュ

テインが明らかにした、思考の発達と知識の習得

が相互前提的であるということと関連性を持っ

ていると考えられる。 

「なんらかの概念を習得するためには、多くの

概念を習得しなければならない。なぜなら一つの

概念の把握は、それと他の概念との推論的関係の、

少なくともいくらかを習得することに存してい

るからである。そして、もう一つの帰結は、非推

論的に概念を適用することができるためには、人

は、他の概念を推論的に使用することができなけ

ればならない、ということである。なぜなら、そ

れを適用することが、少なくとも、そこから推論

的帰結を導き出せるような前提として働きうる

のでなければ、それはまったく概念として機能し

ていることにはならないからである。」（同書 ６

６ページ） 

これはまた、「概念」というものが、認識主体

のうちに構造化された他の諸概念（内部条件）と、

対象の分析・総合という主体の作用によって媒介

されたものであるということと関連させること

により、ヘーゲルの「推理論」とブランダムの理

論を通して、「概念」や「推論」の意味と意義と

をいっそう深めることが出来ると考える。 

そう考えると、ブランダムの研究を「精神現象

学」の範囲にとどめず、「大論理学」や「小論理

学」にまで広げることは、大きな成果をもたらす

だろうと考える。 

しかし、一方で、第６章の「客観性、および合

理性の規範的な微細構造」の 後の方で、ブラン

ダムは次のように述べているのは、認識論的には、

気にかかる。 

「主張可能性条件を共有する文と、真理条件を

共有する文の間の区別は、たとえば、 

（9）『私はヘーゲルについての本を書く』 

（10）『私は自分がヘーゲルについての本を書

くことを知っている』 

という二つの文・・・・によって例示されるが、

その区別は、コミットメントと資格付与によって

理解することができるのであって、真理という観

念に頼る必要はない。 」（同書 ２７８ページ） 

ブランダムは「真理」については、ヘーゲル的

に意味での「真理」（概念と定在の一致）とは明

らかに異なった観念を持っているということで

ある。 

ブランダムは、「真理」を「理由を与え求める

現実の実践から実質的に引き離されているとい

う意味で”理想的な”資格付与といったもの」（同 

２７９ページ）と考えている。ヘーゲルの真理観、

すなわち、真理を認識と実践における概念と定在

の一致とは明らかに異なっているのは、彼が意味

論的な立場に立っているためであるだろうと考

えられる。 

さらに、彼は、こうした「真理」よりも、「コ

ミットメント」と「資格付与」といった二つの「規

範的状態」の方に意義を認めている。これは、彼

が、「認識」の意義を、意味的連関や「実践」か
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ら評価する傾向が強いため、ヘーゲルのように、

認識自身の自立性とその対象に対する作用の構

造やプロセスを捉えられないからなのではなか

ろうか。 

ヘーゲルは、「すべての理性的なものは推論で

ある」（G.W.F.ヘーゲル『大論理学（下）』武市健

人訳 岩波書店１２８ページ）や「すべてのもの

は推理である」（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 

ベルリン大学 1831 年』 ２１１ページ』）とい

う言葉で、対象も含めすべてのものが「推理」と

同様に理性的なものであるからこそ、それを把握

する認識主体も同様の推理の形式をとらねばな

らないと述べている。 

これに対して、ブランダムは、対象の理性的な

構造と認識の推理の諸形式とのかかわりについ

ては、全く触れようとはしない。あくまで「実践」

との関わりで、推理が有効な概念的帰結を出せる

か否かを問題にしているように思える。 

この点を、ヘーゲルの推理論とルビンシュテイ

ンの研究成果から補完していくことが、ブランダ

ムの研究の成果を生かしていくうえで重要な点

であると考える。それはまた、ヘーゲルの「推理

論」から「概念的思考」を明らかにしていくうえ

でも重要であるだろう。 

 

４. ヘーゲルの推理論が単なる主観的な推

理ではなく、現実の世界の構造や発展を捉

えられる推理であるのは、なぜか。 

ヘーゲルの推理論に沿って、人間の認識の深化

によって捉えられるところの対象の諸相を明ら

かにしたいと考える。 

一般には「推理」とは前提から結論を導き出す

ための思考形式と考えられている。ところが、ヘ

ーゲルは、推理を単に主観的な思考形式であると

は考えていない。ヘーゲルは、次のように述べて

いる。 

「物の本姓、即ち理性的なものは必ずしも、

初に大前提、即ち根本的な普遍に対する特殊性の

関係が立てられ、次に第二に、それとは別の個別

性と特殊性の関係が見出され、それから第三に、

それに基づいて新しい命題が導き出されるとい

うような過程をとるものではない。このような

別々の命題を通じて進行する推理は主観的な形

式にほかならない。事物の本性は、事物の区別さ

れた諸々の概念規定が本質的な統一の中で結合

されるところにある。こういう理性的知性は応急

手段ではない。それはむしろ、判断の中にまだあ

る関係の直接性に比べて、客観的なものである。

従って、判断における認識の直接性がどちらかと

云えば、まだ主観的なものであるのに対して、推

論は判断の真理なのである。――〔この意味で〕

すべてのものは推論である。（Alle Ding sind der 

Schluss）即ちすべての物は、特殊性を通じて個

別性と結合された普遍である。といっても、すべ

ての物は勿論、三つの命題から成り立っているよ

うな全体ではない。」（『大論理学（下）』 １３６

ページ） 

これは、第一に、現実の世界そのものが、概念

の諸契機である「普遍」「特殊」「個別」が展開し、

そしてそれらが否定的に関係しあう構造を持っ

ていること、そして、それは、推理と同様の三項

関係であり、「個別」が「特殊」を媒介にして「普

遍」と結びつくという「推理」と同じ構造を持っ

ているということを言っている。 

第二に、それは二項関係の「判断」では、十分

捉えることができないことを言っている。つまり、

「判断」は、直接的であり、主観的であるため、

三項関係を捉えるには不十分であるばかりか、論

証されず、媒介されていないため、主観的であり、

独断に陥ってしまうということである。 

第三に、伝統的な形式論理学の「推理」、すな

わち、二つの前提から結論を導き出すという主観

的な推理活動では、現実世界の構造を捉えること

はできないということを言っている。 

この第二の点は、IB の初等教育プログラム

（PYP）での大変重要な問題である。というのは、

PYP では、６つ「教科の枠を超えたテーマ」の
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セントラル・イデア（探究の中心軸）を「命題」

の形で作る。「命題」は「主語―述語」の形を柱

にしているので「判断」の形に近い。（註９） 

ところが、「判断」は、ここで述べているよう

に、直接的であり、主観的であって、媒介された

もの、論証されたものではない。よって、客観的

なものとは言えない。したがって、推理の形に発

展させなければならない。この点が、私がヘーゲ

ルの推理論を利用する理由である。 

では、現実世界の構造を捉えるためには、「推

理」はどうあらねばならないか。ヘーゲルは、ま

ず主観的な推理活動の限界を、次のように述べる。 

「推理の作用は古くから理性に帰せられている。

しかし他面では、理性そのものと、理性的な原則

または法則とについて、次のように云われる。即

ち推論をやるものである前者の理性と、法則やそ

の他の諸々の永遠な真理や絶対的思想やの源泉

である後者の理性とが、互いにどういう風に関係

するものであるかが明らかでないと云われるの

である。けれども前者が単に形式的な理性である

のに対して、後者は内容を産出するものとせられ

るとすれば、この区別から云って後者について、

まさに理性の形式、即ち推論が欠けることはでき

ないはずである。」（『大論理学（下）』１２８ペー

ジ） 

このように、対象の法則や原理を捉えるには、

推理の形式が必要であることをヘーゲルは説く。

そして、ヘーゲル自身の推理論を、現実の世界そ

のものを現象から本質・概念へと段階的に深まっ

ていくものとして展開する。 

すなわち、①三項（「普遍」「特殊」「個別」） の

規定と関係の直接的・現象的段階、故に、偶然的

で恣意的な段階（定有の推理）から、②媒介され

た三項間の規定、および、「関係」が反省的関係

（互いに相手を媒介にして自分自身であること）

であることを捉える段階（反省の推理）、そして、

③三項の相互に媒介された必然的関係・自己媒介

と発展性とを捉える段階（必然性の推理）へと段

階的に展開する。 

したがって、ヘーゲルの推理論を概観すること

は、我々の認識の各段階の妥当性と限界とを、現

実世界そのもの構造に照らし合わせて明らかに

することである。そして、それは概念的な思考に

よって行われることに注目しなければならない。 

 

５. ヘーゲルの「推理」が抽象的ではなく具

体的であるのはなぜか。（ヘーゲルの「普

遍」「特殊」「個別」） 

 さて、「普遍」「特殊」「個別」という三つの概

念諸規定が関係づけられた「推理」は、なぜ具体

的なものといえるのであろうか。それを明らかに

するためには、ヘーゲルの考える「普遍」「特殊」

「個別」とはどのようなものかを概観しておかな

ければならない。 

ヘーゲルの考えている概念諸規定、すなわち、

「普遍」「特殊」「個別」とは、どのようなもので

あろうか。ヘーゲルは次のように述べている。 

 「概念そのものは、つぎの三つのモメントを含

んでいる。（１）普遍（Allgemeinheit）――これ

は、その規定態のうちにありながらも自分自身と

の 自 由 な 相 等 性 で あ る 。（ ２ ） 特 殊

（Besonderheit） ――これは、そのうちで普遍

が曇りのなく自分自身に等しい姿を保っている

規定態である。（３）個（Einzelnheit）――これ

は、普遍および特殊の規定態の自己反省である。

そしてこうした自己との否定的統一は、即自かつ

対自的に規定されたものであるとともに、同時に

自己同一なものあるいは普遍的なものである。」

（ヘーゲル『小論理学』（下）松村一人訳, 岩波

文庫, p.127） 

具体的に述べると次のようになる。「普遍、特

殊、個は、抽象的にとれば、同一、区別、根拠と

同じものである。しかし、普遍は、同時に特殊と

個とを自己のうちに含んでいるという意味をは

っきりもつ自己同一者である。また特殊は、区別

あるいは規定態ではあるが、しかし自己のうちに

普遍を内在させ、また個として存在するという意
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味を持っている。同時に個も、類と種とを自己の

うちに含み、そしてそれ自身実体的で あるとこ

ろの主体であり根拠であるという意味を持って

いる。ここには、概念の諸モメントが区別されて

いながらも不可分であることが定立されてい

る。」（同 p.131）これを図で表現すると次のよ

うになる。 

 

（図１）『ヘーゲルの論理学の判断論に於ける「特殊」の役割』（北村克郎 開智国際大学紀要 第 15 号）

より

ヘーゲルの論理学においては、一方で、「諸特

殊」は「個別」の中にあっては、それ自身「特殊」

の一つである「普遍」によって統一され、「個別」

の「構造」となっている。他方では、「個別」の

中で、即自的に存在していた諸「特殊」が対自化

されることにより、個別は段階的に発展していく。

こうして「個別」が「根拠」や「実体」としてだ

けではなく「主体」として捉えられている。 

その場合、「普遍」と「諸特殊」との関係、あ

るいは「個別」と「諸特殊」との関係は否定的自

己関係ということになるが故に、「個別」は、単

なる有機体として静止しているのではなく、諸モ

メント同士がそれぞれ自立的な契機として常に

互いを否定しあってもいるという「矛盾」を内に

持っている。（註１０） 

 

６. ヘーゲルの判断論 

こうした「概念」を捉える過程がヘーゲルの判

断論であった。その過程は、 も直接的な「現象」

の段階（この段階は、「個別」と「特殊」と「普

遍」との関係が、まったく外的であるため、今見

たような「概念」における「個別」「特殊」「普遍」

の深い関係を捉えることができない）から始まっ

て、ついには、力や原理としての「普遍」、その

規定態であり契機である「特殊」、さらには、「普

遍」と「特殊」の統一であり、根拠でもあり、自

己発展する主体としての「個別」を捉える「概念」

の段階にまで深まっていく過程である。（註１１） 

しかし、先に述べたように、「判断」だけでは、

直接的・主観的であるので、独断に陥る可能性が

ある。それぞれの「判断」を媒介され論証された

ものにするために、三項関係である「推理」を展

開しなければならない。次にそれを見てみよう。 

 

 

 

７. 認識の深化の中における判断論とそれ

を論証する推理論との関係 

まず、「推理」の諸形式は、「判断」のどの内容

を論証するものであるかを、図式する。 
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（表１ 認識の深化の中における判断論とそれを論証する推理論との関係） 

判断諸形式 妥当性 捉えることのできない面 限界性 推理諸形式 

 

定有の判断 

肯定判断 現象の多様性と変化 （形・色・大きさ・

重さ・量とその変化・硬軟・温度・感触・

場所・位置・運動・規則性） 

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

 

定有の推理 

E―B―A（第１格） 

偶然的・恣意的 

前提が証明されていないため、媒辞を証明する

必要がある。⇒格の展開 

B-E-A（第２格） 

E-A-B（第３格） 

A-A-A（第 4 格 数学的推理） 

否定判断 

無限判断 

 

反省の判断 

単称判断 現象の多様性や変化の中で恒常的な本質

や相関関係や諸規定（抽象的普遍） 

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

 

全称推理 

E –Alles B-A 

帰納推理 

 A-E（E は無限）-B 

類比推理 

 E-A（具体的な物の本姓）-B 

特称判断 

全称判断 

 

必然性の判

断 

定言判断 実体（普遍） 実体が形態（特殊）となる理由 定言推理 

E(実体)―B(実体の諸規定)―A(実体の本姓） 

仮言判断 ある特殊と他の特殊の必然的な関係 

因果関係 

根拠―帰結 

諸条件の必然性 仮言推理 

「A があるなら、B がある。 

A がある。故に、B がある。」 

因―果関係 根拠―帰結 可能性―現実性、必然性 

選言判断 普遍と諸特殊の有機的関係・必然性 

諸特殊（要素）とその構造 

具体的普遍 普遍・特殊・個別の必然的関

係と矛盾 発展・主体 

３項の矛盾 選言推理 

E―A―B 

A は選言肢の全体を含む。 

A は総体性、展開された客観的普遍・具体的普

遍・主体 

構造・発展 

概念の判断 確然判断 

 

８. 推理の諸形式の認識の深化における妥

当性と限界、および、PYP の探究での

活用の可能性 

では、これから推理の諸形式の一つ一つの妥当

性と限界を、認識の深化の各段階との関連におい

て捉え、PYP の探究にどう活用できるか、その

可能性を考えてみたい。 

とりわけ PYP では、これが大変重要な意義を

持つと考える。PYP では、６つの「教科の枠を

超えたテーマ」を各学年で「セントラル・イデア」

に具体化するのであるが、この「セントラル・イ

デア」は、普遍性を持たせるために「主語―述語」

からなる「判断」に近い形で作られるのが一般的

である。 

しかし、「判断」は論証され、媒介されないと

「独断」に陥る。しかも、その論証の過程が「概

念的」でないならば、セントラル・イデアは普遍

性を持った知識にはならない。また、探究の主体

たる「学習者」自身、概念的な思考力を獲得する
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こともできなくなる。 

そこで、推理の諸形式の一つ一つ認識の深化の

各段階に位置づけ、その妥当性と限界を吟味しつ

つ、それらを PYP の探究にどう生かしうるか、

これらを用いてどんな概念的思考を行うことが

できるか、その可能性を考えてみることにする。 

 

一般に、推理は、次のように定式化されている。 

 

M―P  媒概念は大概念である 

S―M  小概念は媒概念である  

S―P  小概念は大概念である 

 

しかし、ヘーゲル自身は、このような伝統的な

形式論理学の定言三段論法の形式を重視しては

いない。むしろ、次のように述べて、対象の概念

を捉えうるものではないとしている。 

「・・・推論が単に三つの判断から成るものと

見られるにすぎないとすれば、それは推論の中心

問題である各規定間の関係を考えない形式的見

解である。・・・事物の本性は、事物の区別され

た諸々の概念規定が本質的な統一の中で結合さ

れるところにある。こういう理性的知性は応急手

段ではない。」（『大論理学（下）』 １３５ページ

～１３６ページ） 

「事物の区別された諸々の概念規定」とは、「普

遍」「特殊」「個別」のことである。ヘーゲルは、

これらの諸規定間の関係を捉えるのが、推理論の

課題だと言っている。したがって、この論考では、

形式論理学のように、「大概念」（P）、「媒概念」

（M）、「小概念」（S）という形式を使わず、推理

をどこまでも「普遍」「特殊」「個別」の三項関係

と考えて論を進めたい。 

ヘーゲルが推理論の 終的な目的として定め

たものは、「普遍」「特殊」「個別」の三項を統一

した有機的な全体、即ち「具体的普遍」であると

いうことをあらためて確認しておきたい。これが

ヘーゲルの推理論を理解するうえで も肝要な

ところである。これに照らし合わせて、推理の諸

形式の妥当性と限界が吟味されるからである。 

ヘーゲルは次のように述べている。 

「・・・それらのもの（対象）のもつ無限的なも

のは有限者を徒らに捨象したものではなく、また

内容のなく、規定のない普遍性ではなくて、充実

した普遍性（具体的普遍）であり、規定された概

念だということである。」（同 １２９ページ） 

ここでいう「充実した普遍」、「具体的普遍」が、

ここでは も重要な概念である。これを伝統的な

形式論理学の「普遍」、即ち、特殊的な諸規定を

捨象した単なる共通性、「類概念」と混同してし

まうことが多く、それがヘーゲルの論理学の正確

な理解を阻んでいる要因となっていることが多

いように思われる。 

「充実した普遍」、「具体的普遍」について、ヘ

ーゲルは次のように述べている。 

「概念が自分の中で自分を区別するとともに、

またこの概念の悟性的で、規定的な区別の統一と

して存在するという仕方で、自分の中にもつので

ある。」（同 １２９ページ） 

つまり、「充実した普遍」、「具体的普遍」とは、

「普遍」「特殊」「個別」の三つの契機を内包した

普遍、自らを特殊的な諸規定、諸形態、諸段階と

して措定しながらその中で自分自身であるよう

な自己同一性、すなわち、「主体」である。それ

を把握するのが、推理論の 後の「選言推理」で

ある。しかし、認識は、直接、無媒介的にそこに

到達するのではない。 も直接的で現象的な「定

有の推理」から「反省の推理」、「必然の推理」へ

と、段階を経て、それぞれの妥当性と限界を吟味

しながら展開する。 

 

９. 『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリ

ン大学 1831 年』の推理論について 

2010 年に牧野広義氏らによる『G.W.F.ヘーゲ

ル 論理学講義 ベルリン大学 1831 年』の邦訳

が出版された。本書はヘーゲル長男であるカー

ル・ヘーゲルの筆記による、ヘーゲルが 1831 年

夏学期に行った論理学の講義録である。講義録で

あるため、難解なカテゴリーや論理が、生きた言
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葉による具体的な説明により大変わかりやすく

なっている。それが本書の 大の意義であると考

える。 

また、「論理学への序論」（「予備概念」に相当）

に大きく紙面を割いていることから、ヘーゲルの

哲学の大要を知ろうとする初学者にとっては大

変意義のある書である。 

しかし、その反面、講義録は記録者の能力に依

存してもいる。編者のウド・ラーマイルは「編者

解説」の中で次のように指摘している。 

「伝統的な論理形式についての知識は、ヘーゲ

ル論理学の思弁的な取扱の中で暗黙のうちに存

在する前提であるが、おそらくこの筆記録の著者

にとってその知識が十分な程度には達していな

かった。とりわけ、判断論および推理論の学説は

筆記者には不確かで弱点であったことが分か

る。」（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリン

大学 1831 年』 ２９１ページ） 

確かに、本文の叙述を見るとそのとおりである。 

たとえば、推理論の 後の「選言推理」について

『大論理学』ではヘーゲルは具体例を用いてはい

ない。『小論理学』も同様で、「口頭説明」等の中

に、分析的な論理学に対する批判や、デカルト、

スピノザ、アンセルムスに対する批判は見られる

が、具体例は用いていない。 

ところが、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベ

ルリン大学 1831 年』では、次のように具体例を

用いて説明している。 

「選言推理・・・は、普遍性をその特殊化に分

解することです。『色は赤であり、青であり、緑

である』。このような排斥やこのような個別性が

生じます。そしてこの円環は同時に、一つの普遍

性が個別として定立され、したがって排斥するも

のとして定立されることでもあります。」

（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリン大学

1831 年』 ２１９ページ） 

 ヘーゲルは、『大論理学』の「選言推理」では

「主体」を「具体的普遍」として捉えたうえで、

その構造と発展の論理を明らかにしている。とこ

ろが、『講義録』での具体例は、「色」である。「色」

は「抽象的普遍」であって、「具体的普遍」では

ない。つまり、「色」は自らを「赤」や「青」に

展開してそこで自分自身であるような「主体」で

はない。もともと、「色」については「定有の推

理」でその偶然性が指摘されたはずである。した

がって、分かりやすくはなるかもしれないが、「選

言推理」の具体例としては適切ではない。 

また、この説明だと、「選言推理」の二つの意

味、即ち、この推理における「普遍」が、「述語

の中では種の全体に特殊化された普遍領域にな

っている」（『大論理学（下）』１８１ページ）こ

とと、「普遍」が「排他的な、個別的な規定性と

して措定されている」（同 １８１ページ）こと

の意味が薄まってしまうように思われる。この点

は、「選言推理」の も大事な点である。 

したがって、私は、主として『大論理学』に依

拠して論を進めたいと考える。 

 

１０．「推理論」と探究に於ける「概念的

思考」 

さて、以下、各規定を概観し、概念的思考のあ

り方と、PYP の探究への活用の可能性を考えて

みたい。 

 

①定有の推理 

定有の推理は、 も直接的な推理である。「直

接的」とは「媒介されていない」（英 immediate、

独 unmittelbarer）という意味で、「経験に与え

られたままの」「現象レベルの」というような意

味である。 

 

ⅰ 第１格（E―B―A） 

定有の推理の形式は「E―B―A」（個別―特殊

―普遍）である。以下、E を「個別」、B を「特

殊」、A を「普遍」の意味で用いる。 

ヘーゲルは、この推理の意味を次のように述べ

ている。 
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「この推論の一般的意味は、こうである。即ち、

そのものとしては無限な自己関係であり、従って、

単に内的なものにすぎない個別が、特殊を通じて

普遍としての定有の中へ歩み出るのであって、そ

うなるとそこでは個別はもはや単に自分自身に

のみ所属するのではなくて、むしろ外的な連関の

中に立つことになるということである。」（同 １

３３ページ） 

これは、次のようなことを言っている。 

ここに、一つの「石」があるとしよう。「石」そ

れ自体、たくさんの規定を持っている。たとえば、

「丸い」、「灰色と白」、「両手で囲えるくらい」、

「大変固い」、「やく５００グラム」、「石英・長石・

橄欖石・輝石・雲母」、「大きい結晶」等々である。 

しかし、ただそれだけであるならば、この「石」

については何も認識されていないのと同様であ

る。この状態が「そのものとしては無限な自己関

係であり、従って、単に内的なものにすぎない個

別」である。 

さて、これらの規定の中から、「丸い」という

性質（特殊 1）を取り出す。さらに、「丸い」は

形（普遍）に包摂される。すると、この「石」（個

別）は「丸い」（特殊）に媒介され、「形」（普遍）

に関係する。こうして、「この石は丸い。『丸い』

は形である。よって、この石は形がある。」とい

う「E―B―A」の推理が成立する。 

また、これらの規定の中から「大きい結晶」と

いう性質（特殊 2）を取り出すとする。さらに、

「大きい結晶」は「深成岩」に包摂される。する

と、この「石」（個別）は「大きい結晶」（特殊）

に媒介され、「深成岩」（普遍）に関係する。こう

して、「この石は結晶が大きい。『大きい結晶』は

深成岩の特徴である。よって、この石は深成岩で

ある。」という「E―B―A」の推理が成立する。 

こういう推理によって、「この石」は、 初は

「そのものとしては無限な自己関係であり、従っ

て、単に内的なものにすぎない個別」であったが、

今や、「特殊を通じて普遍としての定有の中へ歩

み出るのであって、そうなるとそこでは個別はも

はや単に自分自身にのみ所属するのではなくて、

むしろ外的な連関の中に立つことになるという

ことである。」（同 １３３ページ）ということで

ある。つまり、他者との関係の中に据えられてく

る。これは、大変重要な認識の深化である。 

こういう推理をPYPの探究に活用することは、

たいへん意義がある。第一にこういう探究では、

対象を Form という「Key concept」を通して特

徴をとらえている。Form という「Key concept」

を用いることの意義は二つある。 

一つは、対象の見方には、「変化」から見る見

方、「因果関係」からみる見方、「関係」から見る

見方等、様々な見方があるが、まず、対象の「特

徴」を捉えることから認識がスタートしなければ、

「変化」も「因果関係」も「関係」も恣意的にな

ってしまうからである。しかし、探究のプロセス

において認識が深まり、個別的なものにすぎなか

った対象が、他の物との関係や因果関係等の中に

据えられることは大変重要なことである。 

そのような概念的思考を行うにあたって、まず

出発点は「現象」である。そこに見られる特徴を

捉えるのが Form という「Key concept」である。

これを捉えることによってはじめて、認識は次の

段階に進むための「知識」を獲得することができ

る。 

もう一つは、Form という Key concept によっ

て、どういうことを捉えることができるかという

ことを学習者自身が認識することができるとい

うことである。 

Form については、IB の PYP の手引きである

『Making the PYP happen』に次のように書か

れている。 

「一切のものは、観察され、認識され、説明さ

れ、分類されうるような、見てわかる特徴をもっ

た一つの形態を持っているという了解。この概念

は次のような理由で選ばれた。すなわち、観察し、

認識し、説明し（特徴を述べ）、分類する能力は、

すべての教科の内にあると同時に教科を横断す

る、人間の学びの基礎であるということからこの
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概念を取り上げた。」（『Making the PYP hap-

pen』１８ページ） 

しかし、「観察され、認識され、説明され、分

類されうるような、見てわかる特徴」といっても、

Form を実際に探究の中で用いてみなければ、そ

の「特徴」が一体どのようなものかがわからない。 

この Key concept を用いて、たとえば「石」を

観察することによって、Form によって捉えるこ

とのできる「特徴」がはっきりとわかってくる。

これは「Key concept」自身の発達である。（この

方法の実践例は別の機会に報告したい。） 

このように、PYP の探究の 初の段階に定有の

推理（その第１格）を生かすことができるととも

に、定有の推理は、概念的思考のスタートライン

でもある。それが、定有の推理（その第１格）の

認識の深化の過程における妥当性である。 

しかし、定有の推理（その第１格）には、実は

大きな問題がある。次にそれを見てみよう。 

さきほど、「この石」（個別）の諸性質（特殊）

の中から、「丸い」（特殊１）を選んだ。しかし、

必ずしも「丸い」を選択する必然性はなく、「灰

色と白」、「両手で囲えるくらい」、「大変固い」等

のどれを選んでもかまわない。したがって、この

選択の基準は、たいへん主観的である。 

媒辞である「特殊」の選択も恣意的・主観的で

あるが、「特殊」から「普遍」への進行の仕方も

また、恣意的で主観的である。たとえば、「丸い」

（特殊１）は、「形」（普遍１）にも包摂されるが、

「転がるものである」（普遍２）にも、「美しい」

（普遍３）にも包摂される。どの「普遍」を選択

するかは、これまた恣意的であり、主観的である。 

どの「特殊」を選択するか、どの「普遍」を選択

するかが、恣意的であり主観的であるところに、

この推理の限界がある。そのため、この推理に於

ける「個別」―「特殊」―「普遍」は、偶然的で

ある。 

そのため媒辞に当る性質（特殊）やその「特殊」

が包摂される、あるいは、その「特殊」に内属す

る「普遍」の選択の仕方いかんによって、PYP

の探究の学習者は、非本質的なことを本質的なこ

とと思い込むというような誤謬に陥る可能性が

ある。たとえば、「この石は、硬いから、深成岩

である。」といった誤謬である。 

ところで、概念的思考を行うことにより、誤謬

の可能性を低め、「現象」のレベルで捉えられる

性質（特殊）を整理して、さらには、それを包摂

する、あるいは、その「特殊」に内属する「普遍」

との関係を示すものが、PYP の Key concepts で

ある。 

したがって、ファシリテーターは、探究の単元

のごく初期で、Form ではどんなことを認識する

ことができるか、どんな「普遍」につながるのか

を、学習者とともに考えておく必要がある。ある

いは、逆に、Key concept でどんなことを認識で

きるのか、どんな「普遍」につながるのかを、あ

らかじめ考えておくのではなく、探究の中で生じ

た誤謬を振り返ることによって、Key concept を

定義しなおしていったり、Key concept の活用の

仕方を考えたりするという方法も有効である。 

このように、この推理では「E―B―A」の関係

が全く偶然的である。したがって、推理の目的で

あるところの「具体的普遍」を捉えることはでき

ない。かくして、推理は次の段階の「反省の推理」

に発展することになるが、ヘーゲルは、「定有の

推理」の限界性を次のように述べている。 

「ところで、第一の推論においては各規定はま

だ推論の本質をなすものであるところの〔規定の

真の〕統一として措定されていないから、ここで

は推論の客観的な意味は単に皮相的〔表面的〕で

しかない。この推論の名辞〔規定〕の持つ意味が

抽象的で、即且向自的〔客観的〕でなく、単に主

観的〔抽象的、分離的〕な意識の中でこのように

孤立しているかぎり、この推論はまだ主観的なも

のである。」（同 １３３ページ） 

これと全く同じことであるが、『小論理学』の

中では次のように述べている。『小論理学』にお

ける説明のほうがわかりやすいので、参考までに

引用しておく。 
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「直接的な推理は、概念の諸規定が抽象的なも

のとして相互に単なる外的関係のうちに立って

いる推理であり、したがって二つの端項は個と普

遍とであるが、両者を結合する中間項としての概

念も同じく抽象的な特殊にすぎない。そのため二

つの端項は相互的にも、また、その中間項たいし

ても無関係的にそれだけで存立しているものと

して定立されている。この推理はしたがって、概

念を欠いたものとしての理性的なもの、すなわち

形式的な悟性推理（Verstandesschluss）である。」

（『小論理学（下）』 １６０ページ） 

 

ⅱ 第２格（B―E―A）と第３格（E―A―B） 

さて、ヘーゲルは、定有の推理の第１格を不十

分な推理であると考える。なぜなら、第１格は、

「特殊」が「個別」と「普遍」とを媒介する推理

ではあるが、媒辞の「特殊」が媒介され論証され

ていないため、第１格の前提となる E―B も B―

A もまだ証明されていないからである。そこで、

まず「個別」が媒辞となって、「特殊」が「普遍」

であることを証明する第２格 B―E―A へ、次に、

今度は、B―A の媒辞となっている E（個別）を

証明する第３格 E―A―B へと論を進める。こう

することで、定有の推理の三つの格の相互媒介関

係を見る。 

しかし、第２格 B―E―A は、定言三段論法の

公理から、「すべての B は A である」とは言えな

くなるため、「ある B は A である」という特称判

断になるので、「特殊」の全体を「普遍」に結合

することができなくなる。また、第３格 E―A―

B は、定言三段論法の公理から、結論が否定とな

るため、「E は B ではない」という否定判断にな

る。 

第１格、第２格、第３格の相互提関係を見るこ

とによって、ヘーゲルは定有の推理が、前提を証

明するためにさらにその前提を証明するという

循環論法に陥ることを明らかにしている。しかし、

第２格、第３格とも、認識の深化という問題に関

しては検討に値するものが乏しいように思える。 

ⅲ 第４格（A―A―A）または、数学的推理 

さて、へーゲルは、第３格 E―A―B について次

のように述べて、第４格 A―A―A に移行する。 

「普遍が媒辞となるこの推論の客観的意味は、媒

介者が両項の統一として本質的に普遍だという

ことである。・・・この単なる抽象の面からして、

実に推論の第４格が、即ち没関係的な推論の格

A―A―A が生じる。この推論は各名辞の単に外面

的な統一を、つまり格名辞の同等性を、その規定

として持つ。」（『大論理学（下）』 １４９ページ） 

第四格 A―A―A は「個別」「特殊」という質的

な規定性は、もはや消え去ってしまっているので、

量や数を扱う「数学的推理」（公理）となる。 

ヘーゲルは数学的推理の性格を次のように説明

する。 

「数学的推論は『二つの物または規定が第三のも

のに等しいときは、二つは相互に等しい』となる。

――各名辞の内属または包摂の関係は、そこには

なくなっている。第三者は一般に媒介者である。

しかし、それはその両項に対して、全然、何らの

規定ももたない。だから、三つの中のどれもが同

じように、みな第三者の媒介者であり得る。この

媒介者として、どれを使用するか、従ってまた三

つの関係の中のいずれを直接的な関係と見、いず

れを媒介された関係と見るかということは、外的

な諸々の条件に依存する。――即ち、その中のど

の二つが直接的に与えられているかということ

に依存する。」（同 １５０ページ） 

これはどういうことかというと、媒辞に「普遍」

が来た場合は、両項の直接的な規定、例えば、１

キログラムの米と、三冊の本とは、その直接的な

規定性が消え去り、媒辞の「普遍」と同様に「普

遍」であるということになる。この場合の「普遍」

は「価値」である。 

つまり、「１キログラムの米―A―三冊の本」（第

３格）で、媒辞の A が「価値物」という「普遍

性」であることがわかると、第３格の両項の直接

的な規定性は直ちに消え去って、両項とも「価値

物」という「普遍性」であるということになり、
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「価値物―価値物―価値物」という第４格になる。 

ヘーゲルは、この「普遍」について次のように

述べている。 

「・・・この形式主義は諸規定のあらゆる質的な

差異を捨象して、ただその量的な同等性または不

当性のみを見るものである。まさにこの点からし

て、この推論も無前提ではなく、無媒介ではない。

この推論の本来の対象である量的規定にしても、

諸々の質的な区別と概念諸規定の捨象によって

はじめてあり得る。」（同 １５０ページ） 

質的な規定の差異は消滅したとはいえ、そこに

現れた「普遍」は、直接的な性質の「単なる共通

性」ではなく、いっそう本質的な規定である。こ

うして、「普遍」「特殊」「個別」の三つの契機の

関係性を捉える「反省の推理」に展開する。 

第４格 A―A―A は、PYP の探究にさまざまな

可能性を与える。 

たとえば、直接与えられているものが、正三角

形と正方形だとして、その二つが等しいというこ

とはどういうことであろうか。 

正三角形と正方形とはその形が異なっている

ことは自明であるが、その二つが等しいとされる

とすれば、この場合の第三の規定は、より本質的

な「普遍性」である「面積」である。そして、「面

積」というより本質的な「普遍性」のもとで、量

的な共通性や差異性が問題になる。第４格

A―A―A は、そういう推理の可能性を開いている。 

そして、これも概念的な思考の方法である。こ

ういう思考のプロセスを学習者が辿っていくこ

とによってヴィゴツキーの言うところの「前科学

的概念」から「科学的概念」が形成されていくと

考えられる。つまり、「発達の 近接領域」にお

ける思考のためファシリテートにもこの推理は

活用できる。 

  

②反省の推理 

「反省の推理」は経験科学的な推理である。 

「反省の推理」では、ヘーゲルは経験科学の方

法の論理であるところの「全称推理（演繹推理）」

「帰納推理」「類比推理」の根拠と妥当性と限界

とを吟味する。 

ヘーゲルは、「反省の推理」を次のように規定

する。 

「質的推論の過程は、質的推論の諸規定の抽象

的なものを止揚した。」（同 １５９ページ） 

これは、「定有の推理」が、第４格に展開して、

推理の三項の質的規定性が止揚されたことを言

っている。 

ヘーゲルの「抽象的」という言葉の意味に気を

付けなければならない。「抽象的」とは、ヘーゲ

ルの場合は、「他の規定性との関係から切り離さ

れて、その規定性だけが取り出されている状態」

のことを言っている。ということは、「定有の推

理」では、各規定の関係は、少しも必然的でなか

ったが、「反省の推理」に至ってようやく各規定

間の必然的な関係が措定されてくるということ

である。 

このことをヘーゲルは次のように述べている。 

「それによって、〔各〕名辞は、他の規定性の映

現をも許すようになった。」（同 １５９ページ） 

では、「反省の推理」では、完全に諸規定の必

然的な関係が捉えられるのだろうか。ヘーゲルは、

いきなりそこ段階には到達させようとはしない。

媒介の過程はまだ続いている。 

実はまだ三項は、完全にその「抽象性」（他の

規定との必然的関係性の欠如）から免れているわ

けではない。認識の新しい段階は、必ず前の段階

の残滓を付けている。 

そのことをヘーゲルは次のように述べている。 

「いまや推論は抽象的な各名辞の外に、各名辞

の関係が現れ、その関係が結論の中で媒介された、

必然的な関係として措定される。だから各規定性

は、本当は個別的な規定性として独立にあるので

はなく、他の各規定性の関係として、即ち具体的

な規定性として措定される。」（同 １５９ペー

ジ） 

つまり、ここでは、各名辞間の関係、すなわち、

「普遍」はどのように「特殊」を通して「個別」
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に結び付くのか、反対に「個別」から出発して、

どのように「特殊」を媒介にして「普遍」に結び

付くのかが考察される。これが、「反省の推理」

の全般の根拠と役割である。 

しかし、「抽象的な各名辞の外に」という言葉

からわかるように、まだ名辞の抽象性を残してい

るため、各名辞は所与性を免れてはいないので、

各名辞間の関係に偶然性を残している。そのため、

皮相な推理に陥る可能性をはらんでもいる。そし

て、これが「反省の推理」全般の限界である。 

 

ⅰ 全称推理 

「全称推理」を範式化すると、次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

全称推理は、大前提となる全称命題「全ての B

は A である」を媒介にして、E が A であること

を論証するのであるから「演繹推理」である。 

「本質」「原理」「原則」「仮説」等々から、諸

現象を説明したり、証明したりする推理であるか

ら、経験科学の様々な場面で用いられる。それは

PYP 探究でも同様である。 

ところで、大前提となる全称命題「全ての B は

A である」は、全ての E が A であることを証明

することが必要になる。すなわち、大前提はであ

る全称命題は結論となる「E は A である」を前

提していることになる。これでは循環論法になっ

てしまう。そのため、帰納推理によって補われな

ければならない。ヘーゲル論理学では、話はこれ

で終わりになってしまう。 

しかし、大前提となる全称命題「全ての B は A

である」は、全ての個別を調べ尽くした全称命題

ある必要は必ずしもない。全ての個別を調べ尽く

すということ自体、無限を調べ尽くすという矛盾

に陥ることであるから、不可能である。したがっ

て、大前提となる全称命題「全ての B は A であ

る」については次のように考えることができる。 

 

1,「現在わかっている限りで全ての B は A であ

る」と考える。 

これでも「全称推理」を行うことは可能である。

しかも、「ある E は B であるが、A ではない」と

いう事例が見つかったとき、「B は A である」と

いう大前提に揺らぎが生じ、新しい仮設設定から、

それが普遍性となり得るかどうかの検証へと認

識が展開する。 

 

2,「非枚挙的全称命題」になるような知識を用

いる。 

「エネルギー保存の法則」「ファラデーの電磁

誘導の法則」などの科学の法則や原理、「2 つの

点が与えられたとき、その 2 点を通るような直線

を引くことができる」（ユークリッド幾何）や「ど

んな自然数に対しても、その数の『次の』自然数

が存在する」などの数学の公理や公準、「三角形

               すべての金属は電導体である。 

                銅は金属である。 

E―         ―A   銅は電導体である。 

 

 

問題点・・・媒介項の「すべての金属は電導体である。」は、結論の「銅は電導体である」を前提に

している。あるいは、銅を含むすべての金属が電導体であることを前提にしている。それを証明し

なければならない。⇒帰納推理によって媒介されなければならない。 

alles B 

e1 e2 e3 

… 
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の内角の和は１８０度である」などの定理などは

諸科学の研究によって確定したものである。 

また、問題を解決するために設定した仮説も、

いちいち帰納法によって証明する必要はないと

考える。 

さらにいくつかの倫理的な原則、例えば、「己

の欲せざるところ、人に施す事勿れ」（論語）な

ども、いちいち事例を枚挙する必要がない全称命

題だろうと考える。（註４参照）（註１２） 

PYP の探究では、「全称推理」を方法として用

いる必要がある場合がある。 

たとえば、「（すべての）深成岩は黒雲母を持っ

ている。斑レイ岩は深成岩である。よって、斑レ

イ岩は黒雲母を持っている。」「（すべての）深成

岩は黒雲母を持っている。閃緑岩は深成岩である。

よって、閃緑岩は黒雲母を持っている。」「（すべ

ての）深成岩は黒雲母を持っている。安山岩は深

成岩である。よって、安山岩は黒雲母を持ってい

る。」などという探究である。 

ここでは、媒辞に相当する「特殊」の「深成岩」

は、ヘーゲルの言うところの「両項（個別と普遍）

の措定された統一」（同）である。したがって、

花崗岩や斑レイ岩や閃緑岩（個別）と黒雲母（普

遍）とは関係づけられ統一されている。 

こういう推理によって「ひとまずの知識」が得

られる。これは、これで意義のある認識である。 

しかし、当然のこととして、「なぜ、深成岩は

黒雲母を持つか」という「新しい疑問」が生まれ

る。この疑問は、「必然性の推理」に進展してい

く。 

また、すべての深成岩が黒雲母を持っているか

否かが証明されないと、「全称推理」は成立しな

いので、「帰納推理」に進み、火山岩を含めてあ

らゆる火成岩について調査しなければならない。 

さらに、黒雲母が、深成岩にとって も本質的

で普遍的な規定性であるかどうか、長石や石英は

どうなのかという、「類比推理」や「必然性の推

理」の「定言推理」の段階の探究も行われなけれ

ばなせない。 

Form は「定有の推理」に於いて活用されるが、

「全称推理」でも、後述する「帰納推理」でも、

「類比推理」でも、対象の観察から認識がスター

トする以上は、必ず用いるべきConceptである。 

このように、ファシリテーターは常に、全称推

理が、媒介となる大前提の全称命題に「問題」を

孕んでいることを意識して、学習者の認識にゆさ

ぶりをかけていく必要がある。その際、こうした

「非枚挙的全称命題」になり得る知識を、

Function という観点から吟味する必要があるだ

ろう。 

 

ⅱ 帰納推理

「帰納推理」を範式化すると、次のようになる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              金は金属である。 

               銅は金属である。 

A―        ―B   鉄は金属である。 

               ・・・・も金属である。（すべての金属について証明） 

               これらの物体はすべて電導体である。 

               ゆえにすべての金属は電導体である。 

※ 全称推理を媒介する。 

問題点・・・媒介項が個別であるから、一定の領域に於ける完璧な観察や実験が必要になる。しか

し、帰納法ではすべての個別が尽くされることはない。したがって、「全てのもの」とは、「これま

でに観察や実験された全てのもの」ということになる。⇒類比推理へ 

alles E 

e1 e2 e3 

… 
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媒辞となるのは経験に与えられた個物である。

これらを完璧に観察・実験して、それらの普遍的

規定を取り出し、「普遍」と「特殊」を結び付け

る。 

一般に経験科学では「全称推理」（演繹推理）

とともに多用される。また「全称推理」（演繹推

理）と「帰納推理」とは、相補いあう関係になる。

PYP の探究でも同様である。この推理によって、

経験的事物から様々な「法則」「原理」「原則」な

どが析出される。 

ところで、このような分析に関して、「帰納推

理」は大変重要なことを我々に示している。われ

われは、分析の対象は、全ての具体的個物である

と考える誤謬に陥ることがままある。ところが、

実際には、全ての具体的個物を分析の対象として

いては、「法則」や「原理」を取り出すことはで

きない。この推理では、「特殊」と「普遍」とを、

「個別」を媒介に結び付けているのであって、全

ての「個別」を「普遍」に結び付けているのでは

ない。 

例えば「速さの公式」を学習者が認識するのに、

速さに関係がありそうなすべての個別的な現象

を分析の対象にしたならば、偶然的な要因が多数

重なりあってしまい、純粋な形で「速さの公式」

を析出することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このとき、学習者の先行知識は、「『大きさ』は

基準量によって表される」という知識と、「乗法・

除法」だったとしよう。 

速さに関係する様々な現象を、いくつかの「群」

（特殊）に分類して、 も単純なグループから分

析して、「乗法・除法」を用いて「速さ」の基準

量「距離/分・時」を析出することは可能である

が、α群もβ群も混在している状態では、「速さ」

の基準量「距離/分・時」を析出することは不可

能である。 

現象における様々な「個別」をそれが属する「特

殊」に分類整理して、分析し「法則」や「原理」

を析出するという方法は「帰納推理」の核心であ

る。 

ところで、「法則」「原理」を析出するときに、

ひとまず保留されたβ群「特殊」は、今度は、「法

則」「原則」から説明していくことになる。これ

は、「全称推理」（演繹推理）である。しかし、β

群「特殊」には、無媒介的に「法則」が適応でき

ないので、この場合は様々な条件を加えて「法則」

を加工していくことが必要になる。こうすること

で、 初、 も単純なグループの現象から析出さ

れた「法則」「原理」「原則」は、様々な複雑な現

象にも適応することのできる豊かな内容を獲得

することになる。 

PYP 探究では、この段階では、Function, 

Connection を用いることになる。 

問題点は、「全称推理」と同様である。媒介項

が「個別」であるから、一定の領域に於ける完璧

な観察や実験が必要になる。しかし、帰納法では

すべての「個別」が尽くされることはない。そこ

で、「帰納推理」では、新しい、より深い、「個別」

と「普遍」との関係に進まなければならない。そ

のような「個別」と「普遍」との関係は、「定有

10 ㎞離れた A 地点から B 地点まで N 君は徒歩で 1 時間かかる。 

15 ㎞離れた C 地点から D 地点まで M 君は自転車で 30 分かかる。   α群 

50 ㎞離れた E 地点から F 地点まで G 君は自動車で 45 分かかる。 

 

10 ㎞離れた A 地点から T 君が B 地点から N 君がそれぞれの地点に向か 

って歩き、30 分後に出会った。T 君と N 君の速さの比は 2：3 である。   β群 

時速 3 ㎞で歩く M 君が出発した 30 分後に、時速 15ｋｍで走る自転車で 

S 君が追いつくのは何分後か。 
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の推理」で見られたような、「石」（個別）に対す

る「色」「形」のような「普遍」ではなく、また、

「帰納推理」に於けるように多くの個別から析出

されたものでもなく、具体的なものの本性（普遍）

――例えば、惑星の「楕円運動」――を端的に示

す典型的事例（個別）――「金星」――である。

このことをヘーゲルは「媒辞はもはや個別的な質

などといったものではなくて、一個の具体的なも

のの自己反省であり、従って具体的なものの本性

であるところの普遍性である」（同 １６７ペー

ジ）と言っている。 

 

ⅲ 類比推理 

「類比推理」を範式化すると、次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘーゲルは、この推論の形式について、「『二つ

の対象が一つ、または二、三の特性に於いて一致

するときは、一方のものには他方のものがもつ、

もう一つ別の特性も属する』という大前提の表現

から見ると、この推論は四個の規定を・・・・含

むように見えるかもしれない。・・・・類比の推

論においては、普遍性は本質的な普遍性としてあ

る。・・・・この面からみれば、quanternio 

terminorum〔四個名辞〕は類比の推理を不完全

なものにするものではない」（同 １６９ページ）

と述べて、その意義を積極的に評価している。 

PYP 探究においても、例えば「駅」―「人が集

まる」「建物である」「改札口がある」、「ディズニ

―ランド」―「人が集まる」「建物である」とい

う、二つの特性の一致が、「ディズニ―ランドに

も改札口がある」というような類比推論すること

が多い。あるいはまた、「カブトムシ」・・・「足

が６本」「硬い殻」「羽が４枚」「触覚２本」「卵生」、

「ホタル」・・・「足が６本」「硬い殻」「羽が４枚」

という３つの特性の一致から「ホタルは卵生す

る」というような類比推理を行うことができる。 

ここでもちいられる Concepts は Form、

Function であるが、Related concepts として、

CommonalityやElementなども用意しておくべ

きだろう。 

また、次のような探究も「類比推理」の段階に

属す。 

「（すべての）深成岩は同じくらいの大きさの結

晶から構成される等粒状組織によって出来てい

る。斑レイ岩は深成岩である。よって、斑レイ岩

は等粒状組織で出来ている。」「（すべての）深成

岩は同じくらいの大きさの結晶から構成される

等粒状組織によって出来ている。花崗岩は深成岩

である。よって、花崗岩は等粒状組織で出来てい

E―A―B   「媒辞」の「普遍」は、具体的なものの本性としての普遍である。 

                      ある類「特殊」は、ある性質（普遍）を持っている。 

           ある「個別」は、ある類（特殊）に属す。 

           故に、ある「個別」は、ある性質（普遍）を持っている。 

※ 別の意味…「二つの対象が一つまたは若干の特性に於いて一致するときは、一方のものには、他

方のものがもつもう一つ別の特性も属する。」 

 

これまで観察された全ての遊星（特殊）には、この法則が成り立っていた（普遍）。 

新しく観察された天体（個別）も遊星（特殊）である。ゆえに、新しく発見された遊星にもこの法

則（普遍）が成り立っているだろう。 

問題点・・・媒辞の「普遍」が、具体的なもののうちに根拠を持たないものであるならば、すなわ

ち、類比推理が成り立つための条件の分析が不十分であったり欠落していたりすると、誤謬に陥る。

⇒必然性の推理へ 
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る」「（すべての）深成岩は同じくらいの大きさの

結晶から構成される等粒状組織によって出来て

いる。閃緑岩は深成岩である。よって、閃緑岩は

等粒状組織で出来ている。」などという探究であ

る。 

ここでは、媒辞に相当する「普遍」の「深成岩」

は、ヘーゲルの言うところの「その媒辞はもはや

個別的な質といったものではなくて、一個の具体

的なものの自己反省であり、従って具体的なもの

の本性であるところの普遍性」（同 １６７ペー

ジ）である。したがって、花崗岩や斑レイ岩や閃

緑岩（個別）と等粒状組織（特殊）とは深成岩（普

遍）を媒介にして関係づけられ統一されている。 

こうして深い段階の認識に到達したが、しかし、

ここでも、当然のこととして、「なぜ、深成岩は

等粒状組織によって組み立てられているのか」と

いう「新しい疑問」が生まれる。これは、「必然

性の推理」の「仮言推理」、「選言推理」に向かっ

ていく。 

また、すべての深成岩が等粒状組織を持ってい

るか否かが証明されないと、「全称推理」は成立

しないので、「帰納推理」に進み、火山岩を含め

てあらゆる火成岩について調査しなければなら

ない。 

さらに、なぜ、等粒状組織が、深成岩にとって

も本質的で普遍的な規定性であるかどうかの

探究も行われなければなせない。それは、「必然

性の推理」の「定言推理」の段階である。 

ところで、「類比推理」にも限界がある。ヘー

ゲルはそのことを次のように述べている。 

「この推理は、四個名辞のため、やはり不完全な

推理となる。なぜかと云えば、一方の主語が他方

の主語と同一の普遍的本性をもつにしても、この

他方の主語に対しても推論の結果として帰せら

れる規定性を、一方の主語がその本性上持ってい

るか、その特殊性のために持っているかは不確定

だからである。」（同 １６９～１７０ページ） 

つまり、A と B との２つか３つの特性が一致し

たといって、A の持っている４つめ特性を B が

持っているかどうかは本当のところ分からない。

「鉄」―「硬い」「電気を通す」「磁石にくっつく」、

「銅」―「硬い」「電気を通す」というに２つの

特性の一致から、「銅は磁石にくっつく」と推理

するのは、形式としては正しくても、内容は間違

っている。 

しかし、PYP では、Causation を使って対象を

見ることにより、なぜそうなのかを考える道を開

くことができる。 

磁性をもった物質には、鉄族元素が含まれてい

ること、原子の磁気モーメントと並び方などが関

係すること等から、「必然性の推理」の「定言推

理」における「実体」の把握や、「仮言推理」で

の、それらの並び方に関わる「形体」、「選言推理」

に於ける「構造」の認識などが、Causation を明

らかにすることになる。これは、高校の物理や化

学の課題である。 

 

③必然性の推理 

「定有の推理」では、諸規定は、直接的で、三

項の関係は偶然的であった。「反省の推理」では、

三項の関係が措定されてくるが、三項は完全にそ

の「抽象性」から免れているわけではないので、

関係は蓋然的なものであった。 

「必然性の推理」に至ってようやく、諸規定は、

相互に媒介された必然的な関連の中に置かれる

ことになる。 

ヘーゲルはこのことについて、次のように説明

している。 

「この推論は内容に充ちたものである。という

のは、定有の推論の抽象的な媒辞は規定的な区別

にまで展開して、反省の推論の媒辞となるが、こ

の区別は再び単純な同一性の中に反省したから

である。――だから、この推論は必然性の推論で

ある。というのは、この推論の媒辞は如何なる直

接的な内容をももたず、両項の規定性の自分の中

への反省だからである。両項は媒辞の中に、その

内的同一性をもち、媒辞の内容規定は両項の形式

規定である。」（同 １７２ページ） 

この意味は、次のとおりである。 

「普遍」は「特殊」や「個別」を自分の契機と
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して内に含み、自分を諸「特殊」に展開し、そこ

において自分自身であるところの「主体」である

とともに、諸特殊を有機的に統一する「原理」で

もある。「特殊」は「普遍」の規定態であるとと

もに、互いに関係しあって「個別」の構造となっ

ている「要素」でもある。「個別」は自己のうち

に「普遍」と「特殊」を含みつつ自立していると

ころの「根拠」であり「主体」である。したがっ

て、両項となり、媒辞となる「普遍」「特殊」「個

別」は互いのうちに自らの根拠を持っている。ま

た、両項は媒辞の内に、その内容的同一性を持つ

ということになる。もはや、諸規定は直接的で抽

象的なものではなく、客観的、具体的である。そ

れらの関係も蓋然的ではなく、必然的である。そ

うしたことを捉えるのが、「必然性の推理」であ

る。 

「必然性の推理」では、こうした「普遍」「特

殊」「個別」の相互に媒介された必然的な関係を

捉えることになる。 

この「必然性の推理」は、実体的同一性の論理

である「定言推理」、因―果関係や根拠と帰結の

関係を捉える「仮言推理」、有機的統一性や発展

の論理を捉える「選言推理」という順で展開され

る。 

 

定言推理

「定言推理」は次のように範式化される。   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定言推理」は「植物は、自己再生機能を有す

る。自己再生機能を持つものは生物である。ゆえ

に、植物は生物である。」という「実体」の認識

である。特に重要な点は、実体がどのようなもの

であるかを具体的に把握する点である。ところが、 

 

であるかを具体的に把握する点である。ところが、

この「実体」は、プラグマティズムでは客観的な

ものとは考えていない。私は、『ヘーゲルの論理

学の判断論に於ける「特殊」の役割』で次のよう

E―B―A 

       E（実体）は、B（種）である。 

       B（種）は、A（類）である。 

       ゆえに、E（実体）は、A（類）である。 

※ 「定有の推理」の第 1 格と同じ形であるが、媒辞の B（種）は E（実体）の規定性のうちのどれ

か一つではない。もしそうならば、「定有の推理」の第 1 格に逆戻りする。また、普遍（A）も、

抽象的な普遍ではない。そうすればやはり「定有の推理の第 1 格に逆戻りする。「定言推理」にあ

っては、特殊（B・・・例えば「植物」に対する「光合成する生物」）は、個別（E・・・「植物」）

の自己のうちに反省した本質的な本性でるとともに、「類の区別としての種的なもの」である。ま

た、普遍的な規定（A・・・「生物」）は、個別や特殊の本質を規定する普遍である。したがって、

三項の関係も、「定有の推理」に於けるような偶然的なものではなく、また、「反省の推理」のよ

うに、結論を前提とするようなこともない。 

※ ここには、三項を貫徹している一つの本質があり、「普遍」「特殊」「個別」という各規定は、この

本質の中では、単に形式的な契機でしかない。つまり、一つの「実体的同一性」が把握されてい

る。 

問題点・・・「実体」は必然的な本質として把握されたものの、その実体がなぜ両項となるのか、それ

らとの関係はどうなっているのか等が把握されていない。つまり「実体」としては把握されたが「主

体」としては把握されていない。⇒仮言推理へ 
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に述べた。 

「ここには、プラグマティズムの影響が見られ

るジョン・デューイに限らず、プラグマティズム

は、経験を唯一の実在と考える『経験論』の一種

である。たとえば、ウィリアム・ジェームズには、

『純粋持続』や『純粋意識』の根源性を主張する

アンリ・ベルクソンや、すべての命題をプロトコ

ル命題に還元し、意識から独立した物質の存在を

『形而上学』として退けたウィーン学団等の影響

が認められる。また、プラグマティズムの先駆者

は、ダーウィニズムの影響から、環境と人間との

相互作用（interaction）を原理とする探究を構想

した。 そのため、デューイ自身も、物事を実体

的に見ることを認めてはいない。 

しかし、そういう問題点は残しつつも、『観念』

を与件として前提し、それを学習者に伝達するこ

とを教育の目的とするのではなく、『観念』を、

人間自らなしつつあり、かつなしうる活動の所産

と考えるプラグマティズムの考え方は、特に、現

実の中から『問題』を切り取り、解決する能力と、

人間にとってほんとうに大切な知識を自ら創り

だす能力を育成するという課題にとって、たいへ

ん大きな意義を持っていることは疑う余地がな

い。 

さらに、『Making the PYP happen』は、８つ

の Concepts を以って終わりとするのではなく、

それぞれの  Concept についてその『related 

concept』の使用を認めた自由度の高いフレーム

ワークである。Concepts を批判的思考の『道具』

として用いることができるよう子どもたちの能

力を高めていくためにも、PYP 自体を発展させ

るためにも、『related concept』の適切な使用と

その研究は必要であると考える。」（開智国際大学

『紀要』第１５号 ７０ページ） 

 

では、なぜ実体性の認識は重要なのか。 

「朝食を食べないと学力が上がらない」という

命題をよく耳にする。しかし、こういう因果性の

認識は、大変恣意的で、必然性がない。なぜなら、

朝食と学力の間の実体的同一性が把握されてい

ないからである。 

また、「ある都市」の都市政策を考える場合、

与件として与えられている、その都市の歴史的条

件、地理的条件、自然的条件、文化的条件、産業・

交通などの経済的条件、人口構成、医療・福祉・

教育等の条件などを含めて、「ある都市」の本質

的な本性が明らかになってくる。「実体」はその

ような普遍的な規定性である。 

つまり、「実体」とは、カントの「物自体」の

ように「のっぺらぼう」なものではなく、また、

単なる一つの規定性でもなく、いわば「諸規定の

総体」である。 

「ある都市」の本性は、個々の条件（規定や特

性）のどれか一つではない。そのような「普遍的

な規定性」としての「ある都市」の「実体」をと

らえなければ、いくら「この都市」の未来を構想

しても、「別の都市」の未来の構想になってしま

う。逆に、こういうふうに都市の実体を諸条件の

総体として捉えることは、諸教科の知識に根差し

つつも、諸教科の枠を超えた知識を形成すること

にもなる。 

したがって、実体的同一性の探究は、虚偽や誤

謬に陥らないようにするためには大変重要であ

る。 

ヘーゲルは、このことについて次のように述べ

ている。 

「即ち、ここには三つの名辞を貫徹する一個の

本質があり、個別性、特殊性、普遍性の各規定は、

この本質の中で単に形式的な契機であるにすぎ

ない。だから定言推論は、そのかぎり、もはや主

観的ではない。いま云う同一性の中に、すでに客

観性が現れ始めているのである。」（『大論理学

（下）』１７４ページ） 

「実体」の把握は、このようにたいへん重要な

意義を持つものであるにもかかわらず、PYP に

は実体を把握するための Concept が用意されて

いない。その理由はプラグマティズムの影響であ

ろうと思われる。 
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そこで、Related-concept として Substance を

用いることを提案したい。 

しかし、「定言推理」にも誤謬の可能性がある。 

「全ての生物は、水分を持っている」という命

題を考えてみよう。「水分」は「性質」や「要素」

か、それとも「実体」か。もちろん「水」なしに

は生物は生きていくことができない。その点では、

「実体的」ではある。しかし、水は、生物とは切

り離してもそれだけで存在している。また、生物

以外のもの、例えば「石」などにさえも含まれる

ものであるため、「生物」にとって「普遍」であ

るとは言えない。したがって、生物の「実体」と

は言えない。こうしてみると「水」という要素は、

生命現象の必要条件ではあるにしても、「生物」

そのものが何たるかを説明する「実体」にはなら

ない。 

また、「水」に内属する性質を「普遍」とした

とき、こんな推理となることもある。「全ての生

物は、水分を持っている。水分は、流動的である。

ゆえに、全ての生物は流動的である。」この推理

は明らかに誤謬である。 

ヘーゲルは、このことを次のように述べている。 

「この個別は媒辞としてのその類の下に包摂さ

れている。ところが類の下には、なお他の限りな

く多くの個別がある。だから、この個別だけが類

の下に包摂されるものとして立てられるという

ことは、偶然的である。・・・・個別は偶然的な

仕方で、即ち主観的現実性として措定されている

のである。」（同 １７５ページ） 

さて、こうした誤謬の可能性を低くするために、

Function を用いる必要がある。 

また、「個別」の変化における自己同一性とし

ての「実体」がどのようなものかの探究も必要に

なる。 

併せて、その「実体」がその「類」に属するす

べての「個別」に共通して含まれる本質的な規定

であるかどうかを考える必要がある。 

また、「全称推理」のところで述べたが、認識

のどのレベルでも、対象をそれぞれの段階におけ

る観察から認識はスタートするわけだから、「必

然性の推理」のどの段階でも Form は必ず用いる

べきである。 

ところで、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベ

ルリン大学１８３１年』では、ヘーゲルは「定言

推理について次のように述べている。 

「必然性の推理・・・は［１］ 普遍性と個別性

との統一です。『銅は金属である。金属は電導体

である』という場合、金属というものが、その本

性に従って電導体であることを意味します。『こ

の物体は金属である。金属はその類である。そし

てその類に属することは、物体に属する』。これ

が定言推理・・・です。」（『G.W.F.ヘーゲル 論

理学講義 ベルリン大学 1831 年』 ２１８ペー

ジ） 

『大論理学』や『小論理学』では、「実体」を

自己展開する「主体」、あるいは、「具体的普遍」

として捉えたにもかかわらず、ヘーゲルはこの講

義では、単なる実体として捉えている。しかも、

具体例の「銅―金属―電導体」は、『小論理学』

では「反省の推理」の「全称推理」で用いていた

例であり、それはすでにその妥当性と限界性が明

らかにされたものである。 

私は、ヘーゲルが「実体」についての考えを変

えたと想定することは不可能であると考える。な

ぜなら、「主体」や「具体的普遍」を基底にした

ヘーゲルの哲学の前提が崩れてしまうからであ

る。してみると、 『G.W.F.ヘーゲル 論理学講

義 ベルリン大学 1831 年』の推理論は、記録者

の理解が不十分であったのではないだろうか。し

たがって、「定言推理」については、あくまで『大

論理学』に従って考える。 

 

さて、ヘーゲルは、「定言推理」の限界性を次

のように述べている。 

「こうして定言推論に於いて明らかになったこ

とは、一面では、両項が媒辞に対して次のような

関係をもつものだということである。即ち両項は

即時的に客観的な普遍性または自立的な本性を
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もつが、同時にまた直接的なものとしてあり、そ

れ故に互いに無関心な現実性であるということ

である。しかし他面では、両項は同様にまた偶然

的なものとして存在する。云いかえると、両項の

直接性は同一性の中に止揚されたものとせられ

ている。けれどもこの同一性は、この現実性の自

立性と全体性とのために、単に形式的な、内的な

同一性にすぎない。この点で、必然性の推論は仮

言推論（der hypothetische Schuluss）となる。」

（『大論理学（下）』 １７５～１７６ページ） 

つまり、「定言推理」では、「個別」や「特殊」

が客観的な普遍性を持つことを捉えることがで

きたが、次の二点で不十分でもある。すなわち、

実体（普遍）が、なぜ、どのようにして、両項（個

別や特殊）となるのかという点と、まだ直接的で

ある両項がどのようにして内的必然的な関係を

持っているかという点がまだ明らかではない。そ

こに「定言推理」の限界があり、「仮言推理」に

進まざるを得ない理由がある。 

さて、「実体」は「形態」となって現れるもの

であるし、「根拠―帰結」「条件付けるもの―条件

づけられるもの」「原因―結果」の関係として現

れるものである。それを捉えるのが、「仮言推理」

である。

 

ⅱ 仮言推理 

 「仮言推理」は次のように範式化される。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘーゲルは、次のように述べている。「A は第

一には直接的な有であり、無関心的な現実性であ

るが、しかし第二に A はまたそれ自身において

偶然的な自分を止揚する有であるから、その限り

で A は媒介する有である。」（同 １７７ページ） 

これは、Aは直接的に現存するものでありつつ、

同時にそれを止揚する「活動性」でもあることを

言っている。 

そして、A（普遍）は諸々の制約（条件・特殊）

の総体であり、それらの諸条件（諸条件）は、普

遍 A と否定的に関係することによって展開して

いく「個別」でもある。 

もし A があるならば、B がある。 

ところで A がある。 

ゆえに、B がある。 

 

条件づけるもの―条件づけられるものとの関係（原因―結果の関係、根拠―帰結の関係等）の媒介

的な必然性を捉える。 

※ 仮言判断の関係は、実在の外面的な差異、現象の相互の無関心性の内奥にある A と B の実体的

同一性の把握でもある。だからこそ、仮言判断の両項は、必然性によって支えられた実在であ

り、現象である。 

※ A は、「諸条件の総体」としての「客観的普遍性」、つまり、B を規定する内容の全体性を持っ

ている。そして、それ自身で実在するものである。さらに、B を生み出す「活動性」を持った

ものである。関係は、観念な必然性ではなく、「存在している必然性」である。 

※ B は、現存するものであり、A により産出され、根拠づけられたものである。 

問題点・・・具体的な概念は自らを区別して定立しつつ、その区別の中で自分を自身であるような

具体的普遍、主体、あるいは、自分自身を展開した諸特殊の中にありつつ、それを統一させている

原理であるところの「概念」であるが、それをまだとらえていない。⇒選言推理へ 
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まず、この点が重要である。この普遍 A とは「実

体的同一性」であるので、A と B とは一つの「個

別」の自己展開であるため、B は A の発展・成

長であり、「全く別のもの」ではない。トンビの

ヒナは、トンビにはなるが、タカにはならない。 

つぎに、「諸々の制約（条件）は、その使用を

期待し、また要求もしているところの散在してい

る材料である。ところがこの否定性は媒介者であ

り、概念の自由な統一である。それは活動性とい

う規定を持つ。」（同 １７７～１７８ページ） 

つまり、諸条件は散在しているようでいて、実

は総体としての客観的な「普遍性」であり、B の

内容となるとともに、自らが自らを媒介して、自

己を B へと展開していくということを言ってい

る。これは、必然的な関係である。 

ところで、一般的には、範式を形式的に理解す

ると A は一つの条件であるように思える。とこ

ろが、A は諸条件の総体である。つまり、新しい

現実性 B が実現するには、すべての条件が集ま

り、成熟していかなければならない。 

鳥のヒナが飛ぶことができるようになるには、

成長、環境、親鳥との関係等々の様々な条件が備

わり、一定の時が経なければならない。一つでも

条件が欠けると飛ぶことはできなくなるか、飛ぶ

時期が遅れるかする。 

さらにまた、この過程は、自己媒介の過程であ

るから、鳥は象になるということはない。そこに

「実体的同一性」がある。 

生態系の変化も同様である。ある生態系を構成

する諸要素、たとえば、高木、灌木、下草、土、

地中の生物と微生物、地上の動物、鳥などは、全

体としての「ある生態系」を構成するが、「ある

生態系」は逆にそれらの要素を自ら再生産して、

自分が発展する条件を自分自身で作り出し、豊か

な生態系に発展していく。「自らが自らを媒介す

る」とはそういうことである。しかし、他方で、

これらが「制約」となり、「この生態系」は「他

の生態系」にはならない。そこに「可能性」と「現

実性」と「必然性」の論理がある。 

ところで、「仮言推理」は発展の論理としての

矛盾も捉えるものである。ヘーゲルは次のように

述べている。 

「・・・概念は、もはや推移ではないから、そ

れらの制約はいまや自分自身に関係する否定的

統一として、一そう具体的には個別性である」（同 

１７７ページ）として、「主体」としての「個別」

を捉え、次に、「それで諸々の制約は、その使用

を希求しているところの散在している材料であ

る。」（同 １７７ページ）と述べて、「個別」の

中に無統一にある「諸特殊」の存在を捉える。そ

して、「ところが、この否定性（概念の否定性―

筆者）は媒介者であり概念の自由な統一である。

それは活動性という規定を持つ。というのは、こ

の媒辞は客観的普遍性（または同一的内容の全体

性）と無関心な直接性との間の矛盾だからであ

る。」（同 １７８ページ）と述べて、主体として

の「個別」が、自己のうちにある「諸特殊」を用

いて、自己発展していく原理を、概念と定在（こ

の場合は材料として散在している諸特殊）との矛

盾に求めている。 

生態系は、捕食の数と被捕食者の数の不断の動

揺を行いながら自己を維持していく。また、外的

要因により部分的に破壊されることもあるが、そ

れも自己の契機として取り入れて自己修復して

発展していくことができる。そういう自己発展を、

ヘーゲルはここで原理的に明らかにしている。 

ところが、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベ

ルリン大学 1831』では、ヘーゲルは、A（普遍）

は諸々の制約（条件・特殊）の総体であることや、

それらの諸条件（諸条件）は、普遍 A と否定的

に関係することによって展開していく「個別」で

もあることも、明らかにはしてはいない。同書に

は、次のように書かれている。 

「仮言推理（der hypothetischer Schluss）に

おいては、『A が有る』。それは直接性ですが『ゆ

えに B が有る』となります。ここには関連の有

があります。そして有のこの直接性が媒辞であり、

したがって同様に媒介です。『A が有る』。A は有
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であり、直接的でありながら、かつ媒介されてい

ます。『そのことによって Bが有る』となります。」

（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリン大学

1831 年』 ２１８ページ） 

こうなると、「仮言推理」は、表面的な変化の

論理、あるいは、単なる因果関係の論理にすぎな

くなってしまう。 

特に、A が「媒介されている」ということの意

味が不明である。『大論理学』では、A と B との

相互媒介の論理が明らかにされている。それを通

して「主体」の論理が浮かび上がってきたうえで、

後の「選言推理」に移行する。ところが、『G.W.F.

ヘーゲル 論理学講義 ベルリン大学 1831 年』

では、この点が明らかにされていない。 

もっとも、『小論理学』に於いても、「仮言推理

（hypothetischer Schluss）においては、個が媒

介規定であって、この個は直接的な存在、媒介す

るものでもあれば、媒介されるものでもあるとい

う意味を持っている。」（『小論理学 下 』岩波

文庫 １７５ページ）としか説明されてはいない。 

これは、B が直接的な存在でありながら、同時

に媒介されてもいるという矛盾から、A と B と

の絶対的内容の同一性、さらには、「主体」の論

理の理解へと道を開く内容であるが、残念ながら、

説明が少ない。 

これと比べると、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講

義 ベルリン大学 1831 年』の「推理論」は、分

かりやすい点は初学者には結構なことではある

が、ヘーゲル自身が「本質論」の「現実性」で展

開した「可能性」や「現実性」、特に「実在的可

能性」の論理や「主体」の論理への道を雲散させ

てしまうようで残念である。 

PYP 探究では、Change や Connection や

Causation が 、こういう「仮言推理」の Concepts

となるが、Change は「変化」であっても「発展」

ではないので、Related concepts として Develop

や Condition、Identity、Possibility、Activity

なども用意しておく必要がある。 

ところで、A は直接的には「散在するもの」で

あって、統一されてはいない。また、B も直接的

にはその存在の根拠を他者 A のうちに持つもの

であった。この点で、「仮言推理」まだ、物事の

自己媒介、「普遍」「特殊」「個別」の必然的な関

係を捉えるには不十分なものである。 

ヘーゲルは、「仮言推理」のこの限界性を次の

ように述べている。 

「・・・ここでは A の有は必ずしも A 自身の

有ではなくて、B の有でもあり、また逆に一般に

一方のものの有は他方のものの有であり、それも

結論（「ゆえに、B がある」のこと―筆者）の中

で直接的な有または無関心な規定性が媒介され

た規定性として規定されるのであり・・・」（『大

論理学（下）』 １７９ページ）。 

そして、「選言推理」に移行する必然性を次の

ように述べている。 

「従って、外面性は止揚されて、その外面性の

自分に帰った統一が措定されるのである」（同 

１７９ページ）。そして、次のことを認識する。 

「こうして推論の媒介は自分を個別性、直接性

として規定するとともに、また自己関係的な否定

性として規定する。云いかえると、それは自分を

区別するものであると同時に、またこの区別から

自分を取り戻して自分の中に総合する同一性と

なる。――即ち絶対的な形式であり、まさにその

点で客観的な普遍性であり、或いは自分と同一な

ものとして存在する内容であることになる。とこ

ろで、推論がこのような規定をもつことになると、

この推論は選言推論（der disjunktive Schluss）

にほかならない。」（同 １７９ページ） 

 

 

 

ⅲ 選言推理 

「選言推理」は次のように範式化される。 
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「選言推理」の論理は、次の二通りの解釈がで

きる。 

 

A．構造の論理 

「普遍」A は自らを「特殊」B1、B2、B3、B4、

B5・・・と展開し、その全てでありながら、同

時にその中の一つである B1 であり、B1 が「普

遍」として、ある「個別」E の要素としてのそれ

ぞれの「特殊」に役割を与えつつ、全体を一つの

「個別」E の構造として有機的に統一する。 

E―A―B  

A は B であるか、C であるか、または D であるかである。 

  ところが A は B である。 

  故に A は C でも、D でもない。 

または、 

A は B であるか、C であるか、または D であるかである。 

  ところが A は C でも、D でもない。 

  故に A は B である。 

 

「選言推理」の意味 

「その媒辞は形式によって充たされた普遍性〔選択肢の形式が主語の全体を盡し、充たしているこ

と〕である。それは全体性であり、展開された客観的普遍性である。だから媒辞は第一に類の実体

的同一性である。しかし第二に、媒辞は特殊性をその中に取り入れているような類の実体的同一性

としてあるが、そのとき特殊性は実体的同一性と等しいものとせられている。」（『大論理学（下）』

１８０ページ）これは、媒辞が次のようになることを表している。 

 

「A は B であるか、C であるか、または D であるかである。」 

 

これはまた、媒辞となる普遍（A）は、「B であるか、C であるか、または D であるかである」と

いうことから、「具体的普遍」であることを示している。 

さて、「選言推理」には、この具体的普遍が自己を展開しながら同時に、そこにおいて自分自身で

あるという有機的統一と発展の論理から、次の二つの意味がある。 

ひとつは、「特殊化の全体を含む普遍的領域」である。それは、次のようになる。 

「A は B でもあるし、C でもあるし、D でもある。」 

 もう一つは、特殊化が区別であるから、規定が相互に排斥しあうような否定的に統一の面である。

それは、次のようになる。「A は B か、C か、D かの、どれかである。」 

 この統一と排斥とが、一つには、普遍（A）が自らを諸特殊（B）として展開しつつもそこにおい

て自分自身であるだけでなく、それらの特殊の一つとして実在し、他の諸特殊を個別（E）の中の諸

要素としてまとめ上げている「力」となるという論理を表している。 

 また、もう一つには、普遍（A）が自らのうちに即自的にある諸特殊（B）を、段階的に実現して

いく主体（E）の論理にもなっている。ものが存在するとは、普遍のうちにある特殊が現存し、しか

も、一時的にせよ相対的安定性を保っているからである。それを捉えるのも「選言推理」である。 
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また、「特殊」の B2、B3、B4、B5・・・のほ

うも、それぞれが B1 によってその意義と役割を

与えられ、有機的に統一されるとはいえ、それ自

身、「普遍」A の規定体でもあるのであるから、

自立していて、他の「諸特殊」とも、「普遍」と

も否定的に関係する。そのことにより、「個別」

E1 は内部に矛盾をはらんでおり、新たな E2 に

発展していく。 

具体的に見ると次のようになる。 

「組織」（「個別」）を認識するとき、その組織

の目的や意志やミッションに当たるのが「普遍」

である。そして、組織は、様々な部門（「特殊」）

によって構成される。しかも、それらは自立して

いると同時に関係し統一してもいる。それらに役

割を与え、統一しているのが「普遍」であるが、

この「普遍」は、主観的で直接的な自己関係では

なく、自分を諸「特殊」として展開しつつ、同時

にその中の一つ、例えば「組織の長」として客観

的に存在している。そうした、「特殊」としての

「普遍」によって統一された「諸特殊」の有機的

な全体が「組織」である。 

また同時に、「諸特殊」であるところの、組織

の様々な部門や個人は、それ自身が「普遍」でも

あるので自立していて、他の部門や個人、あるい

は、「普遍」とも否定的にかかわる。そのことに

より、組織は、発展するし、場合によっては崩壊

し、ばらばらになってしまうこともある。 

こういう「組織」は人間の社会にみられるもの

だけではなく、生態系にも見られるし、人体や植

物、天体の構造、一部の動物の群れなどにも見ら

れる。 

私は、「選言推理」に於いて「構造」を把握す

るためには、Function と Related-concept とし

て Character を用いることを提案したい。（註１

３） 

B．発展の論理 

「普遍」A は一つの個別（主体）として、自ら

を「特殊」の全体として、B1、B2、B3、B4、

B5・・・というように特殊化し展開しながら、

同時に排斥的な B1、あるいは、B2 として自らを

措定する。 

具体的に見ると次のようになる。 

もよく引き合いに出されるのは、植物の例で

ある。つまり、植物の種子（個別）は、自らを双

葉（特殊１）に、茎（特殊 2）に葉（特殊 3）に、

果実（特殊 4）にと順を追って展開し、それらの

中において自分自身であるような「普遍」である。 

この例は多分に単純であるが、「選言推理」は、

生物の成長と進化、人間の精神の発達、社会の変

化、天体、特に恒星の誕生から成長・死滅の論理

等の論理を認識する段階に当たる。 

 

さて、発展の論理では、「選言推理」では、実

体的同一性（定言推理）や媒介的な必然性（仮言

推理）から発展し、生きた主体が自己を媒介しつ

つ展開する「主体」の論理が捉えられてくるが、

そのため、諸「特殊」は時間軸に従って、いわば

「縦」に並ぶ。そのため、「選言推理」のもう一

つの論理であるところの「構造の論理」との関連

性を捉えられない場合もある。 

「普遍」は自らを「諸特殊」として定立し、「諸

特殊」を有機的に連関させて総体とする「実体」

であり「力」である。しかし、同時に「普遍」は

「諸特殊」のうちの一つとして存在する。そして、

それらの「諸特殊」も「普遍」と「特殊」の統一

である。したがって、それらは、自立してもいて、

他の「特殊」や「普遍」としての「特殊」と否定

的に関係する。そうすると、「総体」としての「個

別」の統一性が失われ、「諸特殊」同士が自立し

あう。 ここに「普遍」と「特殊」の間の「矛盾」

がある。そして、「概念」（普遍）にふさわしい新

たな統一を志向して発展する。ここまでを捉える

ことによって、「構造の論理」と「発展の論理」

が相互に媒介するものになる。 

ここで、PYP の Concept の Connection を用い

ることになる。 

さてこう見てくると、「選言推理」では、人間、

組織、社会、生物、生態系、天体、宇宙等の探究
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の 終的な目標ともなる。社会を、また、生態系

や世界を「主体」として捉えることは、同時に、

人間一人ひとりがどのような主体として自己形

成していくかという問題と関連している。そこに

Responsibility が成立する。また、人工頭脳と人

との同一性と差異の認識（Function）や関わり

（Connection）もこの段階で探究できれば大変

意義がある。（もちろん先行する諸段階でも問題

化することはできる。） 

探究には、もの、社会、心などを単に現象面か

らのみ見る見方がある。インストルメンタリズム

などはその典型である。（註１４） 

それはそれで、例えば「定有の推理」に根拠を

持っていたり「反省の推理」に根拠を持っていた

りするが、その段階で終わってしまったとしたら、

「本質」の認識には至らずに終わる。 

「必然性の推理」に至り、ようやく実体、要素、

条件と条件づけられるもの、実在的可能性と必然

性などを捉えることができる。また、要素と構造、

発展、主体「もののあるべき姿」と「現実」など

は「選言推理」で捉えることができる。 

したがって、「選言推理」では、Responsibility

や Related concepts として Element Construct, 

Development, Subject などを準備しておく必要

がある。 

しかし、肝心なことは、対象の本性に立ち返り、

それはどの推理で捉えることが有効かと振り返

ることである。「選言推理」がヘーゲルの推理論

の 後にあるからといって、 も優れたものであ

ると思い込むのは間違いである。たとえば、「選

言推理」は人間、社会、生物、生態系等を捉える

には有効であるが、メカニカルなもの、例えば、

自動車などや、物理法則などを捉えるにはあまり

有効ではないだろう。 

しかし、将来人工頭脳が、自己再生機能を持ち、

さらに目的や意志を持った場合は、「選言推理」

の論理で把握する必要も生まれるだろう。 

 

 

１１.概念的思考と「教科の枠を超えた知

識」 

後に、「教科の枠を超えた知識」について、

触れておこう。 

「必然性の推理」の「定言推理」のところで、

「実体」とは、カントの「物自体」のように「の

っぺらぼう」なものではなく、また、単なる一つ

の規定性でもなく、いわば「諸規定の総体」であ

ると説明した。そのような「実体」についての探

究から、「実在的可能性」と「現実性」を捉える

「仮言推理」、さらには、それが自分自身で自分

自身を媒介して発展していく「主体」とその構造

を捉える「選言推理」へ深化していく探究の例を

見てみよう。 

これから見る探究の例は、三つの推理が整然と

区別されたものではないことをあらかじめ断っ

ておく。しかし、この三つの推理がしっかりとお

こなわれていることは間違いない。また、その探

究は、諸教科の知識に根差しつつも、諸教科の枠

を超えた知識を形成するものである。 

さて、探究の例を見る前に、諸教科の知識に根

差しつつも、諸教科の枠を超えた知識を形成する

ためのメタ認識の「道具立て」を見ておこう。そ

れは、ディプロマ・プログラムのコアに相当する

『知の理論』（『Theory of knowledge』）の「１ 知

識の種類と知識に関する問い」の「知識マトリッ

クス」である。そこには、次のように書かれてい

る。 

「・・・重要な知識に関する主張で、単独に生

じるものはほとんどありません。たいていは、世

界についてのアイデアや主張に複雑に絡み合っ

たものの一部であり、テストやリソースを巧みに

組み合わせて使用して、互いに矛盾していないか

どうか常に相互参照させているものなのです。し

たがって知識は、「概念、事実、関連のマトリッ

クス」で構成されており、私たちが遭遇する個人

的主張を評価する際に概して頼りにするもので

す。知識に関する主張に直面しているかどうか、
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次のような質問をする必要があります。 

・誰にとって、これは真実なのか。 

・どんな根拠があって、真実だと主張されてい

るのか。 

・この知識に関する主張は、私が以前から真実

だと信じている知識に関する主張と一致する

のか、それとも矛盾するのか。 

・どの程度社会は、この主張が真実であること

を信頼しているか。 

・どの程度私は、この主張が真実であることを

信頼しているか。 

・この主張を真実だと認めると、どういう結果

になるか。 

・私がこの主張を確かだとみなすかみなさない

かで、どういう違いが生じるだろうか。 

・もし私がこの主張の真実性を認めないとした

ら、どんな結果に直面するだろうか。」 

（『TOK（知の理論）を解読する』 Wendey 

Heydorn   Susan Jesudason  Z 会） 

 

このマトリックスは、現象から本質へ、本質か

ら現象へという認識の深化を反映したものでは

なく、「知識」の評価基準にすぎない。しかし、

「知識」に対してメタな振り返りを行い、その妥

当性と限界とを明らかにして、抽象的で一面的な

「知識」を、具体的で普遍的な知識に上昇させて

いく契機にもなるし、また、現象から本質、本質

から現象へと認識を進化・発展させる契機にもな

る。 

この探究は、「江戸期、東北で飢饉が度重なり、

多くの人が餓死したのはなぜか?」（『クラカンの

灘高・日本史リベラルアーツ授業』立命館大学稲

盛経営哲学センター 教育実践研究誌 『RITA』

vol.2 ４ページ）という問いから始まる。 

これに対して「夏にヤマセが吹くから、飢饉が

起こり、たくさんの餓死者が出る」という知識を

得たとしよう。 

この知識を、マトリックスの「どんな根拠が

あって、真実だと主張されているのか」という基

準から「反省」すると、理科の「気象学」や「物

理学」に根拠をもったものであっても、それだけ

では、条件の一つでしかない。この知識だけでは、

「夏にヤマセが吹く」ということは、「実在的可

能性」を構成する諸条件の一つにすぎない。他の

諸条件が揃わなければ、可能性は現実性に転化し

ない。 

また、「夏にヤマセが吹くから、飢饉が起こり、

たくさんの餓死者が出る。」ということが真実で

あるとするならば、気象というものは、人間の思

うようにはならないものであるから、東北地方の

飢饉は必然的であるということになり、人々は甘

んじてこれを受け入れるしかないということに

なってしまう。したがって、「夏にヤマセが吹く

から、飢饉が起こり、たくさんの餓死者が出る。」

という知識は、その結果生じることから考えても、

それだけでは「真実」とは言えない。 

江戸時代の、経済的な問題の探究や政治的問題

の探究、さらには、植物学的な探究など、歴史、

地理、政治学、経済学、生物学などの探究から得

られた知識によって具体化されて初めて、諸条件

の総体として「実体」を捉える。これは、「定言

推理」の段階に相当する。 

しかも、このようにして把握された「実体」は、

現実性に転化しうる「実在的可能性」となる。こ

うして形成される知識は次のようなものである。 

「幕藩体制は、『米遣いの経済』である。だか

ら、各藩は、流通力のあるコメを江戸・大阪で売

却して参勤交代や江戸滞在の費用を賄った。した

がって、農地の多くを水田にしてコメの取れ高を

多くすることが、藩政の使命になっていた。だか

ら、ヤマセによりひどい凶作が起きたとしても、

東北の藩主は飢饉の中、藩内のコメを強制的に集

めて江戸・大坂で売らねばならなかった。そのた

め、たくさんの人々が餓死することになった。」

（ 同 ５ページ）これは、「仮言推理」の段階

に相当する。 

さて、次に、この知識をマトリックスの「この

主張を真実だと認めると、どういう結果になる



北村克郎：「概念的思考」とヘーゲルの「推理論」 153

か」から振り返ると次のようなことが考えられる。 

「ならば、多くの武士を帰農させて、養蚕等の

新たな商品の作り方を教えて、藩経済に寄与させ

ればいい。」 

「そうすれば、無理して、風土に適さないコメ

を作らずに、寒冷地でも育ち、江戸・大坂で高価

で売れる商品作物を作ることが出来る。」 

「寒冷地に強いソバやクリ、アワやヒエなどを

非常用の領民の食料として栽培しておくことが

出来る。」「参勤交代や江戸藩邸でかかる費用を節

約して、非常時には領民にコメを分配する。」等々。

（ 同 ６ページ） 

この結果を、立命館大学 OIC 総合研究機構の

金井文宏客員教授は、次のように語る。 

「幕府と藩との関係は、現在の国と地方自治体

の関係と類似した面があります。つまり、地方自

治のやり方により、独自の地方振興ができる可能

性を示しています。」（ 同 ６ページ） 

つまり、この知識は、江戸自体の東北諸藩の

人々にとっての知識だけでなく、現代の私たちが

より豊かに生きるために、そして、地方のアイデ

ンティティーを生かした政策を作るのに活用で

きる知識だということになる。 

さらに、江戸幕府がとった政策は、ゴムのプラ

ンテーション等々、１６世紀から始まった西欧諸

国の植民地政策とも類似している。それらが現代

の世界をたいへん大きく規定しているため、この

知識は、「現代の世界の人々」にとっても大変意

義のある知識だということにもなる。（註１５） 

こうして、「社会」が、構造を持って発展する

「主体」として捉えられる。これは「選言推理」

の段階に相当する。しかも、こうして獲得された

「知識」自体も、構造を持ち発展する「主体的な

もの」となる。（註１６）さらには、学習者自身

も、社会の主体として自らを形成していくことに

なる。 

このように、「定言推理」の「実体」や、「条件

―条件づけられるもの」、「根拠―帰結」、「原因―

結果」の関係を捉える「仮言推理」、「主体」の構

造や発展を捉える「選言推理」に基づいて行う探

究は、教科の枠を超えた知識への広がりを持つも

のである。 

そのような教科の枠を超えた知識を形成する

ためには、メタな振り返りが必要であり、そのた

めには、一つひとつの認識の意義、それがどうい

うことを捉えるのか、その妥当性の根拠と限界を、

教師自身が吟味することのできる力を身に着け

る必要がある。そのために、この研究が資するこ

とが出来れば幸いである。 

 

１２. 終わりに 

認識の深化の中に、概念的思考の各段階を位置

付けて、その妥当性と限界を明らかにしようとす

る試みのほんの端緒を、ヘーゲルの推理論に沿っ

て行ってきたが、その過程を振り返ってみると、

IB の PYP のフレームワークである『Making the 

PYP happen』と国の内外の IB ワールドスクー

ルの実践例、そして、日々実践と振り返りが大変

役立っているように思われる。 

普通、「概念的思考」というと、一段階抽象化

したものの捉え方と考えられている。しかし、そ

れだけでは十分ではなく、「概念」には、様々な

段階があること、認識の深化のプロセスにおいて

立ち現れる対象の本質や構造を、それにふさわし

い概念装置によってとらえて、関係づけることが

大変重要であることが分かった。 

PYP では、対象を概念的に考える力を涵養する

ことが求められている。それは、所与の知識を学

習者に伝達する教育とは対照的である。 

「概念」とは、PYP では、一方で、一種の「ア

イ・グラス」である。それらを通して対象の本質

や法則性をつかみ出すための、いわば「概念装置」

である。しかし、他方で、「概念」は、対象の、

あるいは、 も普遍化された世界の諸相である。

したがって、「アイ・グラス」としての役割だけ

で終わるものではない。むしろ、「概念」は、普

遍化された世界の諸相であるからこそ、対象の本
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質や法則性をつかみ出すための「概念装置」とも

なりうると考えるべきであろう。 

その場合重要なことは、対象の概念的把握、例

えば、Development を捉えるとき、（対象を

Development という概念で見るときと言い換え

てもいい）、どのような諸規定を捉えることが必

要かということである。 

対象の Change という概念を把握する場合、

『Making the PYP happen』の定義によると、

「変化とは、ある状態から他の状態への動きの過

程であるという了解である」ということになるの

だから、Form を用いて、対象の形態や大きさや

数、その対象のある場所等々や、Function、

Connection などを用いることが、必要条件にな

る。 

ところが、対象の Development という概念を

把握する場合は、それだけでは不十分である。発

達するのは一つの「個別」、一つの類であるから、

それが主体であること、言いかえると実体的同一

性を捉えることが必要になるし、その主体（普遍）

の有する諸契機としての「特殊」を捉えなければ

ならないし、構造と活動性や、可能性、必然性、

他者との相互作用等も捉えなければならない。 

このように、対象の概念的把握、あるいは、概

念的思考は、対象を普遍的な概念を用いて認識す

るとともに、その結果として対象の観念を捉える

ことであるが、そのことは、どのような構成要素

を必要としているかを学習者とともに明らかに

しておくことが必要になる。しかし、そうした研

究はほとんどない。 

 

この研究を端緒にして、個々の段階ではどのよ

うな Concepts や Skills を選択するか、何を対象

とすれば、より有効な概念的思考が行われるか、

この概念的思考によってどんな知識を得ること

ができるのか、それぞれの概念的思考にはどのよ

うな構成要素（規定性）が必要なのか、そして、

それらがセントラル・イデアの理解をどう深める

か、さらには、どんな方法を使えば、学習者にと

って概念的な学びをやりやすくなるか、楽しくな

るか、やりがいが感じられるか等々、これからは、

教育に携わる人々が積極的に経験とアイデアを

出し合い、発展させていかねばなるまい。 

 

「探究」は協働的であることは言うまでもない

が、実際、対象に対する学習者の認識の進化は、

明らかに協働的におこなわれるということは言

うまでもないことである。したがって、これから

のこのテーマに関わる研究は、この方面での様々

な試みをなさっている皆さんとの協働によって

こそ、発展させることが出来るものであると確信

している。 

 

 

 

 
註 
 

註 1 田中俊也氏の『概念獲得と概念変化』（『児童心

理学の進歩 2008 年版 第２章 概念獲得と概

念変化』金子書房）が、日本の「概念的な学習」

に於ける「概念」について知るには適当である。 
「概念の研究は従来，思考や問題解決におけ

る基本的なコンポーネントの一つとして，人工

的な概念の形成・達成の諸過程・諸要因の研究

の文脈で行われてきた．それが昨今の認知科

学・認知心理学の隆盛のなかで，より広範な領

域(神経科学，脳科学，ロボット工学等）の中で

も語られるようになり，心理学の基礎的研究領

域として非常に重要な位置づけをされている．

同時に，学校教育をはじめとした教育・保育の

文脈では，ある時期に獲得した概念の変化を図

る教育・保育活動の内容の研究として非常に重

要な領域となっている．本稿では特にこの，学

校教育の文脈での概念研究に重きをおいて眺め

てきた．」 
しかし、「前概念」が「科学的概念」に変容し

ていくプロセスは明らかにされていない。また、

「ある命題が真ならば、演繹的に象徴事例も真

になる」という演繹推理や帰納推理、類比推理

による概念変容（とはいってもこの「概念」は

トピックについての知識や「仮説」）や、「光合

成」「ものの溶け方」「電気のはたらき」などの

「科学的概念」などの教科的な知識の獲得が問

題になっており、認識の各段階で姿を現してく

る対象の本質を把握するための装置としての

「概念」を用いて思考を行う力については触れ

られていない。したがって、教科の枠を超え、

時代や文化の枠を超えて活用可能な認識の枠組

みを問題にするものではない。 
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註 2  国際バカロレアの「概念的思考」では、特に強

調されるのが、「概念的思考」を、教科の学びだ

けでなく、教科の枠を超え、時代を超え、文化や

状況を超えて用いることのできる能力を涵養す

ることである。 
そ の こ と を 、 H Lynn Erickson 氏 は 、

『Concept-based teaching and learning』（ H Lynn 
Erickson 『IB position paper』 2012）で次のよう

に述べている。 
「Two-dimensional curriculum models focus on 

facts and skills with the goals of content coverage, 
analysis and the memorization of information. 
Three-dimensional models focus on concepts, 
principles and generalizations, using related facts and 
skills as tools to gain deeper understanding of 
disciplinary content, transdisciplinary themes and 
interdisciplinary issues, and to facilitate conceptual 
transfer through time, across cultures and across 
situations. Three-dimensional models value a solid 
base of critical factual knowledge across the 
disciplines, but they raise the bar for curriculum and 
instruction by shifting the design focus to the 
conceptual level of understanding. This focus 
necessarily requires a supporting role for factual 
knowledge.」 
２次元的なカリキュラムモデルは、学習内容の

範囲の習得を目的と諸事実とスキルズ、知識の分

析と暗記にフォーカスする。３次元のカリキュラ

ムモデルは、関連する諸事実とスキルズとをツー

ルとして用いて、概念と原理と普遍化とにフォー

カスする。そして、それにより、教科の内容と教

科の枠を超えたテーマと教科融合の問題のより

深い理解を得たり、時代と文化と制度とを超えた

概念的な転換を促したりする。３次元のカリキュ

ラムモデルは、教科を超えた、重大な、事実に基

づく知識の、確固たる基礎部分を大事にするが、

理解の概念的なレベルにフォーカスして（カリキ

ュラムの）設計を変えることにより、カリキュラ

ムと教育の水準を引き上げる。このフォーカスは、

事実に基づく知識を獲得するためのサポーティ

ング・ロールを必ず必要とする。」 
こう考えると、IB の「概念的思考」に於ける「概

念」は、一方で「ものの見方、考え方」「方法」

「論理」であり、他方で、「普遍的な原理」「理念」

でもある。 
これに対して、田中氏の論文にみられる「概念」

は、「速さの法則」「比」「テコの原理」等、各教

科・単元の到達目標としての「知識」や「方法」

のことだということが分かる。「概念的学習」と

いっても、それがどのようなものなのかという定

義があいまいになってしまうのも、ここに根拠が

あるだろうと考える。 
日本の教育では、当然後者の意味で「概念」を

用いている。そのため、「アクティブ・ラーニン

グ」の意味が狭められ、「教科の知識を学習者が

主体的に認識する方法」の意味で用いられる。し

たがって、それを教科の枠を超え、さらに時代や

文化の枠を超えて用いることができるような「概

念」に昇華させることは難しい。 
 
註3  PYPの８つConceptsについては、International 

Baccalaureate 『Making the PYP happen』の

「What do we want to learn? The written 
curriculum」（『Making the PYP happen』１５

ページから２０ページ）で次のように述べられて

いる。特に、Rationale では、それぞれの Concept
を用いた概念的な学習の能力の意義が明記され

ているので大変参考になる。 
Form・・・形体 
Key concept question・・・What is it like?  
これはどのようなものか?（外観） 

Definition ・ ・ ・ The understanding that 
everything has a form with recognizable 
features that can be observed, identified, 
described and categorized.  
一切のものは、観察され、認識され、その特徴

を説明され、分類されうるような、見てわかる

特徴をもった一つの形態を持っているという

了解。  
Rationale・・・This concept was selected because 

the ability to observe, identify, describe and 
categorize is fundamental to human learning 
within and across all disciplines. 
この概念は次のような理由で選ばれた。観察し、

認識し、説明し（特徴を述べ）、分類する能力

は、すべての教科の内にあると同時に教科を横

断する、人間の学びの基礎であるということか

ら、この概念を取り上げた。 
Function・・・機能・作用 
Key concept question ・・・How does it work?  

   これはどのように機能（作用）するか? 
Definition ・ ・ ・ The understanding that 

everything has a purpose, a role or a way of 
behaving that can be investigated. Rationale    
一切のものは、目的、役割、あるいは、動き方

を持っており、そしてそれらは調べることがで

きるという了解。 
Rationale・・・This concept was selected because 

the ability to analyse function, role, behavior 
and the ways in which things work is 
fundamental to learning within and across 
all disciplines.  
機能や、役割や、作用や、ものの機能の仕方を

分析する能力は、すべての教科の内にあると同

時に教科を横断する、人間の学びの基礎である

ということから、この概念を取り上げた。 
Causation・・・因果関係 
Key concept question・・・Why is it like it is?  

   なぜ、これはこのようなものなのか? 
Definition ・・・The understanding that things 

do not just happen, that there are causal 
relationships at work, and that actions have 
consequences. 
事物は、今まさに起こっているのではなく（直

接的に存在しているのではなく）、そこには働

いている因果関係がある、あるいは、作用は結

果（影響）を生むという了解。 
Rationale・・・This concept was selected because 

of the importance of prompting students to 
ask “ Why? ”  and of helping them to 
recognize that actions and events have 
reasons and consequences. The analysis of 
causal relationships is significant within and 
across all disciplines.  



156 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

児童・生徒に「なぜ」と問わせるよう誘導する

ことの重要性、児童・生徒が、作用と出来事に

は原因と結果があるということを認識するこ

とを促すことの重要性からこの概念を取り上

げた。因果関係の分析は、すべての教科の内に

於いても、教科を横につなぐ上でも重要である。  
Change・・・変化  
Key concept question・・・How is it changing? 
これは、どう変化するのか? 

Definition・・・The understanding that change 
is the process of movement from one state 
to another. It is universal and inevitable. 
変化とは、ある状態から他の状態への動きの過

程であるという了解。これは普遍的であると同

時に必然的でもある。 
Rationale   This concept was selected, not 

only because it is such a universal feature of 
all existence, but also because it has 
particular relevance to students developing 
international-mindedness who are growing 
up in a world in which the pace of change, 
both local and global, is accelerating. 
Examples of related concepts Adaptation, 
growth, cycles, sequences, transformation.  
変化が一切の存在者（存在する物）の普遍的な

特徴のようなものであるだけでなく、それが児

童・生徒たちに国際的な心構えを発達させるこ

とと関係があるからこの概念を取り上げた。そ

して、この国際的な心構えは、地域的、地球的

レベルでの変化のペースが速まっていくとこ

ろの「世界」の中で成長している。 
Connection・・・関係  
Key concept question・・・How is it connected 

other things?  
これは、他のものとどのように関係しているか?  
Definition ・・・The understanding that we live 

in a world of interacting systems in  which 
the actions of any individual element affect 
others.  
私たちは、どんな個別的な要素も他のものに影

響を与えるような相互作用するたくさんのシ

ステムの中で生きているという了解。  
Rationale・・・This concept was selected because 

of the importance of appreciating that 
nothing exists in a vacuum but, rather, as an 
element in a system; that the relationships 
within and among systems are often complex, 
and that changes in one aspect of a system 
will have consequences, even through these 
nay not be immediately apparent; that we 
must consider the impact of our actions on 
others, whether at the immediate, personal 
level or at the level of far-reaching decisions 
affecting environment and communities.  
虚無の中に存在するものはなく、むしろ一切の

ものは一つのシステムにおける要素として存

在している。システムの中の、あるいは、シス

テム間の関係は、多くの場合複雑である。シス

テムの、ある一面における変化は、直接的には

見えなくとも、（他に対して）影響を持つであ

ろう。直接的であろうと、個人的レベルであろ

うと、あるいは、環境と共同体に影響を与える

遠大な決定のレベルであろうと、私たちは、自

分の行為の他者への影響を熟慮しなければな

らない。以上の理由により、この概念を取り上

げた。 
Perspective・・・観点  
Key question・・・ What are the points of view?  
観点とはなにか? 

Definition ・ ・ ・ The understanding that 
knowledge is moderated by perspectives; 
different perspectives lead to different 
interpretations, understandings and 
findings; perspectives may be individual, 
group, cultural or disciplinary.  
知識は、観点によって規定されるという了解。

異なる観点は、異なる解釈、異なる理解、異な

る発見につながる。観点は、個人的、集団的、

文化的、あるいは、教科的である。 
Rationale・・・This concept was selected because 

of the compelling need to develop in students 
the disposition towards rejecting simplistic, 
biased interpretations, towards seeking and 
considering the points of view of others, and 
towards developing defensible 
interpretations.  
児童・生徒の、単純化の拒絶に向かう気質の―

これは（ものの）解釈に基づいている―、他の

観点を探し求め、深く考えることに向かう気質

の、そして、正当と認められる解釈の発展に向

かう気質の開発のやむにやまれぬ必要性から、

この概念を取り上げた。 
Responsibility・・・責任 
Key concept question ・ ・ ・ What is our 

responsibility?  
我々の責任はどのようなものか? 

Definition・・・The understanding that people 
make choices based on their understandings, 
and the actions they take as a result do make 
a difference.  
人々は、自らの理解に基づき選択を行うという

ことの理解と、人々が結果として選ぶ行為は、

（個人間に）相違を生み出すというという了解。 
Rationale・・・This concept was selected because 

of the need to develop in students the 
disposition towards identifying and 
assuming responsibility, and towards taking 
socially responsible action. This concept is 
directly linked to the action component, one 
of the essential elements in the PYP 
curriculum.  
この概念は、次の理由で取り上げられた。すな

わち、児童・生徒の中に、自分が引き受ける責

任と向かいあう気質と、社会的な責任のある行

動をとる方向に向かう気質とを発展させる必

要性から、この概念を取り上げた。この概念は、

「行為」と直接つながっている。「行為」は PYP 
のカリキュラムの本質的な要素のひとつーで

ある。 
Reflection・・・反省（思考に対する）—自己意識  
Key concept question・・・How do we know?  
私たちはどのようにして知るのか? 

Definition・・・The understanding that there are 
different ways of knowing, and that it is 
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important to reflect on our conclusions, to 
consider our methods of reasoning, and the 
quality and the reliability of the evidence we 
have considered.  
知るための異なった方法があるということの

理解。あるいは、われわれの結論を反省するこ

とや、われわれの思考の方法や、われわれのよ

く考えた根拠付けの質と正当性とを、熟考する

ことが重要であるという了解。 
Rationale・・・This concept was selected for a 

series of interrelated reasons. It challenges 
the students to examine their evidence, 
methods and conclusions. In doing so, it 
extends their thinking into the higher order 
of metacognition, begins to acquaint them 
with what it means to know in different 
disciplines, and encourages them to be 
rigorous in examining evidence for potential 
bias or other inaccuracy. 
相互に関係した、連続する思考にとって必要だ

から、この概念を取り上げた。この概念は、児

童・生徒をして、彼らの（採用した）根拠や（彼

らの思考の）方法や、（彼らの下した）結論を

精査することに挑ませる。そうすることで、児

童・生徒の思考を、メタ認識論のより高い枠組

みにまで伸ばし、異なった教科に於いて、「知

る」 ということがどういうことを意味するか、

児童・生徒に教え始め、さらに根拠を精査する

ときに、潜在的な先入観（偏見）、あるいは、

他の不正確さに、児童・生徒が厳格であるよう

にしむける。     
 

PYP の Concepts には、アクティブ・ラーニン

グの根幹をなす役割が与えられている。しかも、

概念的学び、概念的思考力というものが一体どの

ようなものなのかを考えるうえで大変参考にな

る。 
しかし、他方で、PYP の Concepts は羅列的で

あり、これらを認識の進化の過程の中に位置づけ

る作業はされていない。それぞれの Concept が、

認識の進化のそれぞれの段階のどこに根拠を持

っていて、なにを捉えられるのか、逆にまた、何

をとらえることができないのかの説明は、『ヘー

ゲルの論理学の判断論に於ける「特殊」の役割」

（北村克郎 開智国際大学 『紀要』 第１５号 

2015）で不十分ながら行っている。 

 
註４ この期間、「推理論」の基本原則である同一律、

排中律には大きな発展はなかったとはいえ、フラ

ンシス・ベーコン（英 1561 年 ～1626 年）は、

当時の自然科学の発達を背景に演繹法に対する

帰納法の重要性を主張した。しかし、「単純枚挙

による帰納法」を無批判に用いることに注意を向

けると同時に、科学の基礎となる実験・観察のデ

ータを整理する方法を提示している。たとえば、

「熱い諸物体」「冷たい諸物体」「様々な異なる温

度の諸物体」の持っている「特性」を観察して「表」

を作り、「熱い物体」に常に存在している「特性」、

「冷たい物体」には存在せず、「様々な温度の物

体」には様々な度合いで存在している「特性」を

浮き彫りにすることができる。そうやって捉えら

れた「特性」は「 低位の一般性」である。つぎ

に、こうした方法を繰り返し「二次的な一般性」、

さらに「三次的な一般性」というように「高次な

法則」の認識に進んでいくことができるとベーコ

ンは考えていた。 
 この方法は、「定言推理」や「帰納推理」でも

活用できる。 

 
註５ カントは、論理学について次のように述べてい

る。 
「・・・論理学が、かかる確実な道をずっと古い

時代から歩んできたことは、この学がアリストテ

レス以来、いささかも後退する必要がなかったと

ころから見ても明白である。」（イマヌエル・カン

ト『純粋理性批判 上』篠田英雄訳 岩波文庫 

25 ページ 1961）と高く評価しているが、カン

トの考えている論理学は、主観の思考の形式に限

定されている。「即ち論理学は、認識の一切の対

象とその差別を度外視する権限を持っている。―

―いや、それどころかそうする義務を課せられて

いるのである。それだから論理学において悟性が

問題とするのは、悟性自身と悟性の形式だけであ

る。」（同 27 ページ） 
 したがって、ヘーゲルのように対象の諸相との

かかわりにおいて、論理の諸形式を根拠づけると

いう考察は行われず、純粋悟性概念（12 のカテ

ゴリー）も枚挙されるだけで、それらの縦横の関

係が認識論的に明らかにされることはない。 
 

註６ ヘーゲルの大論理学の推理論を認識論的に読み

替える試みは、ヘーゲル論理学研究会編の『ヘー

ゲル大論理学 概念論の研究』（大月書店 

1991）が も優れていると考える。というのは、

推理論を執筆している牧野広義氏が、形式論理学

やヘーゲルの論理学だけでなく、経済学、科学史、

環境問題等に精通しているからであろう。 
ヘーゲルの論理学の先行研究には、寺沢恒信氏

の『弁証法的論理学試論』（大月書店 1957）や、

ベーラ・フォガラシの『論理学』上・下 青木書

店 1957）などがある。前者は示唆に富んでい

る。また、後者は科学的な方法と論理とを網羅し

ている。しかし、これらに対し、共同研究の成果

であるヘーゲル論理学研究会編の『ヘーゲル大論

理学 概念論の研究』はそれらの研究を批判的に

踏襲していて大変豊かな研究である。そのうえ、

哲学史上の位置づけや、経済学、高等数学、物理

学などとの関係も示されているので、大変参考に

なる。 
ところで、バードランド・ラッセルはヘーゲル

の論理学に対して、大変否定的である。そして、

彼の影響の下に誕生した、カールナップらの論理

実証主義も同様である。カール・ポパーは、厳密

な論理計算を用いて、論理学の公理体系の中に

「矛盾」を認めたら、とんでもないほど無意味な

結論を引き出せることを証明している。私は、ポ

パーは、彼自身の立場上、形式論理学の「同一律」

「排中律」「矛盾律」を前提としているため、ヘ

ーゲルの弁証法における「矛盾」をどうしても形

式論理学の「矛盾」についての考え方（「A is B」

と「A is not B」とは同時に成り立たない）に引
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き付けて理解しているのではないかと考えてい

る。しかし、こうした批判も大変面白く意義深い

ので、積極的に受け入れる必要があると考える。 

 
註７・註９ Concepts と Central idea との関係は、

『Developing a transdisciplinary programme of in-
quiry』５ページ～６ページ（International Bacca-
laureate Published February 2012）で、説明されて

いる。しかし、それらの関係ははっきりと定義さ

れてはいない。関係のある部分を引用しておく。 
「Each of the units of inquiry has a central idea. 

The central idea should be written in one sentence 
that expresses concisely an enduring understanding. 
Each central idea will support students’  under-
standing of the particular transdisciplinary theme it is 
connected to, and should challenge and extend stu-
dents’ prior knowledge. Central ideas should be glob-
ally significant and have relevance to students in all 
cultures and contexts, offering students the oppor-
tunity to explore commonalities of human experience 
as framed by the description of the transdisciplinary 
theme. 
どの探究の単元もセントラル・イデアを持って

いる。セントラル・イデアは、包括的な理解を簡

潔に表現した一文で書かれなければならない。ど

のセントラル・イデアも、ある教科の枠を超えた

テーマ――児童・生徒たちの先行知識と結びつい

ており、児童・生徒たちの先行知識に挑戦するも

のであり、先行知識を広げるものでなくてはなら

ない――の児童・生徒の理解を助けるものである

べきである。セントラル・イデアは世界的に重要

で、すべての文化と文脈において児童・生徒たち

と関連性を有するものでなければならない。また、

教科の枠を超えたテーマの説明によって組み立

てられる人類の経験の共有物を探究する機会を、

児童・生徒たちに提供していなければならない。」 
「Each central idea should be written so as to pro-

mote conceptual development supported by the PYP 
key concepts identified for the unit of inquiry. This 
does not mean that the name of a PYP key concept 
has to be recorded in the central idea, but rather that 
the central idea has a conceptual underpinning that 
will help students develop their ability to think con-
ceptually. 
それぞれのセントラル・イデアは、その探究の

単元に結びつけられた PYP のキー・コンセプツ

によってサポートされた概念的な（思考の）発達

を促すように書かれるべきである。このことは、

セントラル・イデアに PYP のキー・コンセプツ

の名称を書き留めるべきであることを意味する

のではない。そうではなく、むしろ、セントラル・

イデアは児童の概念的な思考能力の発達を促す

ための、それを中心にして探究が行われるところ

の、いわば『車軸』のような概念的な中心になる

ものであることを意味する。」 
「 A school ’ s programme of inquiry should 

demonstrate the opportunity for deeper exploration  
of all eight PYP key concepts. All eight key con-

cepts must be represented on the programme of in-
quiry at each grade/ year level. 
学校の探究のプログラムは、八つのコンセプツ

のより深い探究のための機会を示さなければな

らない。八つのコンセプツはすべて、どの学年/
年齢のレベルの探究のプログラムに於いてもは

っきりと述べられなければならない。」 
「The central idea should be designed to promote 

conceptual development. The concepts are identified 
early in the process and embedded in the central idea 
to help students to extend their critical thinking ca-
pacity. Listing the concepts (key concepts and related 
concepts) on the programme of inquiry will help to 
focus the direction of the inquiries. No more than 
three PYP key concepts should be selected to focus 
on in any one unit of inquiry. 
セントラル・イデアは概念的な発達を促進する

ように計画されていなければならない。概念は、

プロセスの初期に確定され、児童が彼らのクリテ

ィカル・シンキングの能力を拡大するのを手助け

するために、セントラル・イデアの中に据えられ

る。コンセプツ（キー・コンセプツとリレイテッ

ド・コンセプツ）を探究のプログラムに記載する

ことは、探究の方向をフォーカスするのを手助け

する。 3 つ以上の PYP キー概念を、探究のどの

単元においても、フォーカスするために選んでは

ならない。」 
 

註８ 岡本裕一朗氏の『ヘーゲルと現代思想の臨界』ナ

カニシヤ出版を参考にした。 

 
註１０ しかし、これだけだと、形式論理学の「普遍」・「特殊」・「個別」との違いが判らない。そこで、違いを表

にしてみよう。 
（伝統的形式論理学とヘーゲルの論理学とに於ける「普遍」・「特殊」・「個別」の相違） 

 伝統的形式論理学 ヘーゲルの概念 

個別 具体的な個物 
「バラ」 

① 自己のうちに即自的に含む諸特殊のうちの、ある特殊となって

定在する普遍 
② 自己のうちに含んでいる諸特殊を有機的に関連させつつ存在す

る普遍 
③ 自己のうちに含むと諸特殊を漸次的に展開する主体 
④ 根拠 
「ある人」「社会」「ある天体」等 

特殊 ① 具体的個物（個別）を包摂

するより広い概念 
② ある個物（個別）に内属す

る規定 

普遍が、自己のうちの即自的に含んでいる諸規定を対自化し、その

中で、普遍が自己自身である規定体。諸特殊は互いに否定的に関係

するとともに、普遍とも否定的に関係する。 
「人や生物の肉体的諸器官」「人や生物の成長の諸段階」「生態系の
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「バラは赤い」の「赤」 諸契機」「天体の諸契機」等 

普遍 ① 特殊を包摂するより広い

概念 
② 諸特殊に内属する規定 
「赤」や「青」に内属する「色」

という規定 

自らを諸特殊として措定しながら、同時に、それらにおいて否定的

に自己と関係するところの、自己との同一性。主体。原理。力。 
「主体としての『ある人』、そのパーソナリティー」「社会」「組織」

「生物」「生態系」「天体」等 

註１１ 判断論での認識の段階的な深まりの中で把握される対象の諸相を表にすると、次のようになる。 
（認識の深化の中でヘーゲルの判断論の判断の諸形式の妥当性と限界を捉える。） 

判断の種類 妥当性 捉えることのできない面 限界性 PYP 

 

定有の判

断 

肯定判断 現象の多様性と変化 （形・色・大きさ・

重さ・量とその変化・硬軟・温度・感触・

場所・位置・運動・規則性・要素と構造）

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

個別と普遍とを媒介する特殊の役割 

Form 

 否定判断 

無限判断 

 

反省の判

断 

単称判断 現象の多様性や変化の中で恒常的な本質

や相関関係や諸規定（抽象的普遍） 

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

個別と普遍とを媒介する特殊の役割 

Form  Function 

Connection 

（Commonality Element） 

特称判断 

全称判断 

 

必然性の

判断 

定言判断 実体（普遍） 実体が形態（特殊）となる理由 （Substance） 

仮言判断 ある特殊と他の特殊の必然的な関係 

因果関係 

ある特殊と他の特殊の共通性 

諸条件の必然性 

Causation Change 

Connection 

（Condition） 

選言判断 普遍と諸特殊の有機的関係 

諸特殊（要素）とその構造 

普遍と諸特殊との矛盾 

個別（普遍）の発展・主体 

Function Connection 

（Construction） 

概念の判

断 

実然判断 普遍とその定在（個別）の一致不一致 普遍の定在形態である特殊の媒介的役

割 

 Causation 

Perspective 蓋然判断 

確然判断 具体的普遍 普遍・特殊・個別の必然的関

係と矛盾 発展・主体 

２項関係であるため、三項の関係がは

っきり出てこない。 

 

Form Causation Change Per-

spective  

Responsibility 

（Development 

Subject） 

   命題（主―述）であるため、探求のプ

ロセスの媒介性が現れないので、独断

になる恐れがある。 

Form Reflection は各段階におい

て使われる。 

 
註１２「全称推理」に於ける、「非枚挙的全称命題」に

ついては、『ヘーゲル大論理学 概念論の研究』

の牧野広義氏の次の説を参考にした。 
「問題は大前提がおかれている全称命題の性格

にあります。もしこの命題がすべての事例につい

て調査してつくった完全枚挙的全称命題ならば、

確かに循環論法だという非難をまぬがれること

はできないでしょう。しかし、さきほどの人間の

死の不可避性については、これまでの人間はすべ

て死んだという事例の枚挙によらなくても、人間

をふくめて生殖によって子孫を残す動物にとっ

て死は不可欠であるというのは、生物学の研究成

果でもあります。この成果をうるには若干の動物

についての発生、成長、老衰、死の過程の綿密な

研究が必要ですが、これはたんなる事例の枚挙に

よる成果ではないのです。このような非枚挙的全

称命題は数多く存在します。・・・これらの命題

による演繹推理はなんら循環論法にはならない

のです。」（『ヘーゲル大論理学 概念論の研究』

ヘーゲル論理学研究会編 大月書店 1991 １

１７ページ） 
 

註１３「性格」Character を事物の認識にとって重要な

概念と位置付けたのは、哲学者の戸坂潤である。 
戸坂は、「性格」が「事物」の「代表」の概念

であり、同時に「方法」の概念であるとしている。

次のように述べる。 
「事物の性質 A が BC……を代表するとき、顕著

なるこの性質 A はその事物の性格となるのであ

る。代表は方法から要求された。代表者である処

の性格はそれ故方法的規定を有つ。」（戸坂潤『イ

デオロギーの論理学』1930 初出 勁草書房 戸

坂潤全集 第二巻 １０ページ） 
さらに、この内容を次のように詳しく述べてい
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る。 
「性格とは事物の支配的な性質であり優越な性

質である。その事物の他の一切の性質は、性格と

いう資格を持つ一つの性質によって支配せられ

優越せられ、かくて事物の表面的な形式的な公的

な交渉からは隠される。その代り事物の諸性質の

集団意志は性格を代表者として議会に送る。・・・」

（同 １０ページ） 
このように、事物の諸性質の中で、それを欠い

ては、そのものがそのものでなくなってしまうよ

うな性質、それがその事物の諸性質をまとめ上げ、

そのものとしているように性質を捉えるために、

「性格」Character という Concept を使用しようと

考える。 
戸坂は、「性格」をイデオロギー批判のために

用いたが、私は、その適応範囲を自然科学の領域

まで広げることを提案したい。 
ヘーゲルの論理学の研究者の見田石介氏は、同

様ことを、さらに論理的にして次のように述べて

いる。 
「・・・特殊を包括する一般的なものとは、一つ

の特殊的なもの、しかもそのうちの主要な包括的

な特殊にほかならぬこと、一般的なものに包括さ

れる特殊的なものは、たんに反照関係にあるので

はなく、平均的にあるのでないことがわかるので

ある。これこそ事態そのものの真相であり・・・」

（見田石介『資本論の方法』大月書店 見田石介

著作集 第４巻 １９３ページ） 
 

註１４ 私は、『ヘーゲルの論理学の判断論に於ける

「特殊」の役割』に於いて、インストルメンタリ

ズムについて次のように述べた。 
「デューイの考える『問題解決』の過程は、①

『不確定な状況に対する問題設定』、②『仮説形

成』、③『推論』、④『実験』、⑤『確定した状況

への解決』というプロセスをたどり、『保障つき

の言明』にいきつく。このかぎりでは、機械的な

決定論の限界を乗り越えたものである。しかし、

『解決』とは、『環境への適応』であり、思考活

動は『適応のための道具』と考えられているため、

認識が現象の背後に隠れている『実体』や『本質』

に及ぶ必要はないことになる。これが、デューイ

の認識論の、ひいてはプラグマティズムの認識論

の問題点である。 
私は、ヘーゲルの論理学の判断論を認識論的に

読みなおすための立脚点を、セルゲイ・レオニド

ヴィチ・ルビンシュテインの次のような考えに置

いている。『脳の活動には反射的性質がある故に、

脳の活動によって生み出された心理現象は、同時

に世界の反映である。心理活動の反射理論は、心

理現象なるものは、それ自身の起源からして、脳

の活動の産物であるという命題と、それらは客観

的実在の反映であるとする、もうひとつの命題と

の間の結合命題である。』(セルゲイ・レオニドヴ

ィチ・ルビンシュテイン 『心理学 上』内藤耕次

郎・木村 正一訳 青木書店 1961)  
私は、ジョン・デューイの考え方に従うと、『探

究』を含めた心理現象は、デューイ自身が認めて

いるように『経験』の外に出るものではないと考

える。また、彼自身、経験自体を唯一の実在と考

えているため、その源泉としての客観的実在を認

めないので、彼は、『探究』をふくめた心理現象

は脳の活動の産物に過ぎず、客観的実在の反映と

いう性質は持っていないと考えているようであ

る。 
もちろん、デューイの考え方は、それまでの単

純な反映論や決定論を越えたものではある。しか

し、『法則』『本質』『実体』『構造』等は単に脳活

動であるだけではなく、客観的実在の『中』にあ

るものである。そして、それを捉えるのが、『分

析』や『総合』などの主体の作用であり、それを 
『理論』にまで高めるのが、既存の知識体系であ

る。さらにまた、『問題』を『問題』として認識

するようになるのも、実践だけでなく、主体(人
間) の中に構造化されている知識体系であると

私は考える。」 （『ヘーゲルの論理学の判断論に

於ける「特殊」の役割』北村克郎 開智国際大学 

『紀要』 第１５号 2015 ７２ページ～７３ペ

ージ） 
 

註１５ これは、倉石 寛 灘高前教頭（現在立命館

大学教育開発推進機構教授）が２０１５年２月に

灘高２年生に実施した授業（立命館大学稲盛経営

哲学センター 教育実践研究誌 『RITA』vol.2 
『クラカンの灘高・日本史リベラルアーツ授業』）

に基づいている。 
 

註１６ このような「主体的」に知識について、立命

館大学 OIC 総合研究機構稲盛経営哲学研究セン

ターの金井文宏客員教授は次のように述べてい

る。 
「日本史や世界史の授業では、過去の出来事を

覚えることではなく、史実から学ぶことが重要で

す。リベラルアーツでは、当たり前とされている

歴史を疑い、歴史の可能性を探究すること、ある

いは現在から未来を構想する（世界～国家～地域

社会の在り方を考える）素材となる考え方を”耕

す”ことが求められています。」 
（立命館大学稲盛経営哲学センター 教育実践

研究誌『RITA』vol.2 ６ページ） 
私は、「現在から未来を構想する（世界～国家

～地域社会の在り方を考える）素材となる考え

方」こそ、構造を持ち発展する「主体的」な知識

であり、「性格的」な知識であるのではないかと

考える。 
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“Concepts-based thinking” and “The theory  
of inference” of Hegel 

 

―The inquiry how the conceptual thought of “Primary years 

programme” should be.― 

Katsurou Kitamura＊1 

Four educational programmes of the International Baccalaureate is based on active learning. 
“Primary years programme” of IB shows character of active learning most typically in four 
programmes. The most characteristic difference between “Primary years programme” and other 
active learning is the inquiry about “Central-idea”  of  “transdisciplinary theme” and 
“concepts-based learning”. I research a conceptual thinking and it's possibility. I think that it 
greatly contributes to developing the active learning. 
By the way, eight “concepts” that are used to learn of “Primary years programme” of IB are 

not apparent to which stage of the recognition deepening towards grasp of the essence of 
realistic existence. 
Therefore I think to clarify validity and the limit characteristics of each concept by depending 

on the theory of inference of Hegel. 
And I intend to consider what kind of conceptual thought toward “Central-idea” of 

“transdisciplinary theme” is possible, using each concepts of  “Primary years programme” of 
IB. In addition, it will be revealed what kind of requirements are necessary for each conceptual 
recognition. 

Synopsis  

……………………………………………………Key words …………………………………………………… 

The International Baccalaureate, The theory of inference of Hegel, Concept-based thinking  

＊1 Kaichi-Nozomi elementary school 


