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● 1972年 6月 4日
●●●●様
お元気ですか。
後になると書けない恐れがあるので，まず奥様のご健康をお

うかが
伺い申し上げます1)くれぐれもお大事に。それと，出発の時頂
戴した結構な贈物の御礼，まだ申し上げていなかったのではな
いかと，気にかゝります。もしそうだったら，お

わ
詫びと共に改

めて御礼申しあげます。

――――――――――――――――――

さて，数学史の件，おくれおくれて，全く心苦しいのですが，
ともかく「遅々として進んで」います。（なお原稿紙到着のことは
申し上げたと思います。

ただいま
唯今のは，5月 19日についたエハガキへの返

事のつもりです。）原さん2) にも連絡はとっています。
私の進行状況は，
第 1章　（最後のつもりの）書き直し完了。400字×60枚弱。
第 2章　第 1節　概説は（おな

仝じく）完了（400 × 25枚），
第 2節　ガウスは（おな

仝じく）最終稿が今夜位終るつもり（5枚強）。
第 3節　幾何学（仮題）は構想は最終的にかたまり，不完全な
がら下書きも完了。
第 4節　関数概念は，御存知の状況のあと，かなり完全な下書
きが終り

まで
迄きています。

1) 編者の妻が第一子を妊娠していた。
2) 原亨吉（大阪大学教授）。筑摩書房刊行「数学講座」第 18巻『数学史』第二部の
筆者。
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第 5節　その他（後送）はまだ手をつけていませんが，10枚強
の予定なので，そう時間はかゝりますまい。第 2章は 90 ± 10枚
の予定ですが，伸びがちです。
第 3章　は第 1節　概説を追加し，第 2節　カントルをちゞ

めたい。第 3節　デデキント以下は，かなり完全な部分，（原稿
として），まだややかたまらぬ下書きなどの模索状態ながら，全
体として，清書していく

だけ
丈で

ことたり
事足る状況とお考え下さい。心配

は長くなりがちな傾向にあることで，100枚 (+α)の予定ですが，
αの評価がまだできません。
第 4章　数学的構造と数理科学　は手つかずですが，30～

50枚の予定で，具体的メモは既にフルスカップ数十枚あります
ので，適当に捨ててまとめるつもり。一番の心配は長くなるので，
400 × 240枚のつもりでしたが，この分では 300枚又はそれ以上
のおそれあり。そうなったらまた

けず
削ること考えるとして，現在

は書き込んでいます。仮に六月中に仕上がらなくとも，夏休み
には入れない決心をきめています。
四月が疲れなどのため，能率があがらず，5月に入って大分

がん
頑

ば
張りましたが，

あいだ
間にコロキウムで

し ゃ べ
喋舌らされたり，（熱演 2時間!!）

7月にオルレアンの学会で話をする予定ができてしまったり（上
と別の事をやります），先週は，《Synthèse.》なる小学会が 3日あっ
たりで，そのたびに中断されます。

Dièudonné，Cartanその他いろいろな人に紹介されました。心
身とも，現在は元気です。藤原さんによろしく（藤が桑になった1)

1) 「藤」が「桑」になったとは「藤原」が雷が鳴ったときにとなえる「桑原（くわ
ばら）」になったという意味。
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ような感じだとお伝え下さい）
村田　全

● 1972年 7月 25日
拝復
こちらから，色々書くつもりでいた処へ御書頂戴しました。ま
ず用件を列挙します。

1.　 現状：第 1章　数学史における 19–20世紀　（400字 60枚
弱（予定は 30だった））は，いつでも送れる状態にある。第 2章　
19世紀的近代数学（全 130枚弱）は，目下冷却中。即ち，少し頭
をそこから離した上で，整理したい。又，第 3，第 4章の進み方
い か ん
如何では，代数に関する一節を追加したい。現在は，第 3章の
途中だが，昔書いたものを修正する位では気に入らぬ点が多く，
やはり難航している。（一応できた分約 60枚。予定は 100～200枚
だったが，大分超過しそう。）
以上です。予定より進行がおくれたのは，6月 18日以後しば
らくオルレアンの学会の準備に切替えたところ，学会後もつか
れが残って，

ちょうど
丁度まる 1ケ月位ぶらぶら状態となり，ようやく

今月 20日頃から，事を再開したためです。異国にいると，つか
れる事もやはり多い上，突発的に意外な用事がもち上ったりす
るので，思うにまかせません。

2． 見通し：第 3章は今月中に（現在の第 2章の状態に
まで
迄は）あ

るいはもっていけるかと思う。第 4章をどうするか，既に枚数
を大分超過しそうなので，場合によっては，第 3章の延長とい
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う形で，やや筆を端折って事を運ぶかもしれない。そうなると，
もう少し期間がのびる。第 4章にはまだ構想

および
及，かなりのノー

ト以上の手はつけていない。
3.　 お答え頂きたい事：
ⓐ　枚数は何枚ぐらい（300枚+20(225枚？））までなら許容でき
ますか？ 現在はともかく枚数にこだわらず書いているので，へ
たすると 400枚になり，あとで

けず
削る必要が生じる。この

けず
削るた

めに時間も勘定に入れる必要がある。それは第 1章まで含めて
の事となろう。
ⓑ　第 3章　集合論のところの旧稿のコピイ（約 21枚）はそち
らにありますか？
ⓒ　今度の原稿，（少なくとも大体 300枚をこえましょうが）は，
お送りする前にこちらでコピイをとりたい。ところが，フラン
スはゼロックスが

ほとんど
殆ない国で，町でやってもらうと，1枚 1F.1)

かゝる。9月中旬以降になると数学教室で 1枚 50サンチーム2)

（或は 40）でやってくれるという。
ただ
但し今日ヴァカンスで駄目，私

としては，もしそちらで 9月 14–5日迄まつといって下さるなら，
内容

など
抔は，コピイを含めて最上です。これなら自分なりに十分

のものが作る見通しです。その点の御意見をきかせてください。
ⓓ　あわせて，コピイ代金（最高 1F.×枚数，最低はその 1

10
）の

全部または一部を持って頂けるかどうか。それもお願いします。
ⓔ　原稿紙はまだ 1冊あまりありますが（今回は慎重に使ってい

1) フランスの通貨。フラン
2) 1サンチームは 100分の 1フラン。
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る），それでも， 1～2冊送って頂く方が安心です。
ブリタニカの事，別にかくか，佐藤君宛に一緒に書くか，とも
かく，その内おしらせします。『九章算術1)』の事，まだつかめ
ませんが，之も少しおまちください。万事ヴァカンス仕事がは
こばない。五十嵐さんは先日たずねてこられました。仏文出の
女の友人と，8月末近く迄いるとの話です。サボー氏2)の処には
9月にいきます。8月中は研究所がしまるので，表記へ〶はどう
ぞ。
　 村田

● 1972年 9月 4日
パリ，９月 4日，1972

●●●●様
本日，御書と，伊東3) さんのゲラ4) 拝掌しました。伊東さん
の分，この形で読んでみると，やはり仲々の力作ですね。感心
しました。さて，その後の状況を二三おしらせします。

1)　 9月になってここ二三日ばて気味で
ちょっと
一寸進行が止まって

います。又，伊東氏の分を拝見した処で，若干第 1章に手を加え
る（むしろ削除できる）可能性が出ました。いずれにせよ，余りお
くれる程のことではないと思います。ただ，全く

いささ
聊かくたびれ

ました。（8月中，夜明けをしらぬ日三，四日でした。その代り，朝
8時から，二三度目はさましたが夕方 7時

まで
迄ねた日もあります！）

ただし
但，

1) 中国最古の算術書。
2) À. Szabó，ハンガリーの数学・哲学史学者。
3) 伊東俊太郎。筑摩書房刊行・数学講座第 18巻『数学史』の第 1部「古代」を担当。
4) 校正刷り。
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健康です。御安心下さい。
2)　 400字/400枚の線は極力守りたいと思っています。（のび
たら，その時のことと考えましょう。）第 3章迄の節の構造はおしら
せしたと思います。第 4章は（今のところ）§1．ヒルベルトの問題，
§2．実関数論と積分―――古典的数学の例として―――，§3．数学
的構造（あるいは「抽象化数学と位相空間論―――新しい数学の例とし
て―――」とするかもしれない。），§4．数理科学，§5．数学は単一
か多様か（あるいは上に応じて，これを「数学的構造」とするかもし
れない）。

§2までは完了（20枚），§5も下書きはあるので，§§3–4を固め
ている最中（メモはできている）。

3)　脚注はつけています。年表は伊東さんのを参考にして作
りましょう。（これもじゃっかん若干，日がかゝる）。

4)　原1)さん，“Newton，Leibnizを除いて”というのが曲者
ですね。之はまだ終わりませんよ！

5)　伊東氏の「あとがき」は，私案では同氏の分の直後に，（原
稿完成後，他の 2人がおくれて余裕ができたというようなことも書い
てよいから）添えてはいかがですか。前書きがあり，3人の「あ
とがき」

まで
迄つくというのではおかしいし，そもそも僕には「あ

とがき」を書く余裕はありませんから。
“水泳で日本が優勝した”というのは初耳（９月 4日）です。（テ
レビは同じ建物のどこかにあって，見に行けるのですが，）今回のオ
リンピックは全く完全に無視してしまいました。実をいうとい

1) 原亨吉（大阪大学教授）。『数学史』第 2部「中世」担当。
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つはじまったのか，今もやっているのか，その辺も怪しい。
貴兄の『思想1)』などへの原稿は仲々むりでしょうね。しかし，

せっかく
折角のもの，おしいと思うので，ひまがあったら，まとめて下
さい。又，９月（10月）から，例の会2)もよろしく。
奥様にもどうぞよろしく，くれぐれも御大切に。

村田　全

● 1972年 9月 25日（早朝むしろ夜中）
●●●●様，
とり急ぎ一筆したためます。
①　原稿は一通り完了。430+α（α：かき込みのあふれ）

ただいま
唯今，最

終調整（重複の整理，余分の除去，緊急不足の追加等）の
さいちゅう
最中です。

（400枚
まで
迄何とかしたくて苦慮中。）第 1，2章は既に大分前に完了。

（第 1章，3節。原氏とのかね合いする分は未了。又他にも，おなじ事
散見するも，その方は一応赤紙をはっておきました。）
②　第 3章，現在，調整進行中，少々難儀あり。（枚数削りにく
くて。）
③　コピイ，1枚 40サンチームの件の人とあえず，コピイ未
了。仕方なければ，50サンチームでやります。
④　 1900 fr.3)の送金分，確かに受領しました。むりをいって
すみませんでした。おかげで，Grand Larusse 11巻，他，を買
い求め，最終段階での細かいことや吟味に使用しています。
⑤　序文の資料，たのみます（編輯者としてでなく，共著者とし

1) 岩波書店発行の雑誌。
2) 村田先生主催で毎月 1回立教大学数学科のゼミ室で開いていた数学史の研究会。
3) フラン。
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て書くのですね。）又，できれば二，三のコーザ1) の中の書物も。
⑥　９月 25日夕方か，26日午前，宿替します。
【住所省略】
⑦　月末か 10月初，ハンガリーへ出かけます2)。それ迄に，送
れる分は送る事にします。多分，第 3，4章は帰仏後にならざる
を得ぬと思います。
追伸　佐藤3)君，van der Waerdenの訳4)を始めている間，一
度，連絡の上，残り5)を貴君にゆだね２人または私と３人の共訳
にしたいと，私は思うが，どうかとたずねて下さい。もちろん
貴君がむりなら，之はあきらめる事になります。

村田　全

● 1972年 10月 16日
●●●●様
サボー氏とあい，8日ばかり同氏宅ですごしたのち，ウィーン，
フランクフルト a.m.をまわって，昨夜おそく帰って来ました。
統6)，多7)，代8)，集9)の 4冊，ムリな注文をきいて頂いてお送
り下さった事感謝します。

1) 「数学講座」のこと。
2) 後述のサボー氏に会うため。
3) 佐藤勝造。立教大学数学科卒業，同大学院修士課程終了。数学修士。立教中学教
諭。

4) B. L. van der Waerdenの “Science Awakening”のこと。その後，みすず書房よ
り『数学の黎明』と題してその第一部の翻訳が村田全・佐藤勝造共訳で出版された。

5) “Science Awakening” は 2 部に別れ，第 1 部が数学を扱い，第 2 部は天文学を
扱っている。その第 2部の天文学の部の翻訳のこと。

6) 筑摩書房刊行「数学講座」第 6巻・三上操著『統計的推測』
7) 筑摩書房刊行「数学講座」第 13巻・滝沢精二著『多様体』
8) 筑摩書房刊行「数学講座」第 10巻・遠山啓著『代数的構造』
9) 筑摩書房刊行「数学講座」第 11巻・竹之内脩著『集合と位相』



　 1972年 10月 16日 11

小生の原稿は
ただいま
唯今，パリ大学，理・数でコピー完了の上，小生

の帰宅をまっているはず，今日，明日はつかれを休めたいので，
水曜日（19日）に１，2章を送り，3，4章を，うえの 4冊をみて
すこし考える事があるかもしれないため，少しおくれて送りま
す。又，１章 3節は，原氏に問い合わせをした上で，最終（に近
い）形にしておくります。遅延の程深謝します。
国際返信切手，序文資料，それぞれありがとうございました。
受取りました。
序文，村田としてかくか，三名連記の形でかくか，又その何れ
にせよ，伊東，原両氏からかいてほしい件があったらいって来
て頂く件，おすすめ下さい。（僕からもききますが。）
枚数がふえたのが気がかりですが，何とも仕様がないので，一
応そのまゝ送ります。赤氏1)，茂木氏2)，共著者などの御意見も
参照し，こちらへ何分の返事をください。コピイがあるので，章
と p.とをいってくだされば，事はわかります。

v. d. Waerdenの本の事，わかりました。出版界にもいろいろ
の事のある話は別にもきいており，貴君の立場もいろいろ大変
と思いますが，どうか元気を出しておやりください。
お願いごと一つ。貴兄御夫妻から頂いたネクタイピンの針
受けの方がフランクフルトでおとしたらしい。パールは無
事です。お詫び

かたがた
旁，代わり入手ができるなら，後日でよい

ですから手に入れて下さいませんか。
数学史の会の方はいかゞですか。私はサボー氏の処へ行って，

1) 赤摂也。立教大学教授
2) 茂木勇。当時は東京教育大学教授
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われわれの進めてきた方向での日本の数学史のやり方は，大綱
においてまちがえていなかったとの自信を深めました。同氏と
は想像以上に意気投合しました。ただ彼が 59歳でした。（前に
47歳といったのは，何かの錯覚かよくわからない。）
奥様，いかがですか。よろしくお伝え下さい。
御自愛の程を

村田　全

● 1972年 11月 16日（午前 0時）
●●●●様，
11月 1日，10日の二度のお便り拝見しました。原稿安着の由
でともかくほっとしました。再三再四の遅延，並びに予定枚数
の大幅超過改めておわびします。藤原氏はじめ担当の諸氏，松
田氏1)その他（まだお目にかからないが）社長さん達にも，その点
のお

わ
詫びを，改めて申し述べておいて下さい。別に手紙は書き

ませんが。
年表その他，

やっかい
厄介な事を申し上げて

こころぐる
心苦しいのですが，特に年

表は，年代をまず時間的に等分して枠を作り，その中に本文の内
容をはめこむ事，その程度でよくはないかと思っています。も
ちろんある種の政治的文化的な大事件を記入して下さると助か
ります。（伊東氏の第 2年表が一番参考になりそうに思います。）貴兄
の作って下さったものをもとにして，

こと
殊によると，多少の手入

れをさせて頂くかもしれません。御承知下さい。

1) 筑摩書房常務。学術関係の書籍を担当した。
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はしがきの資料は留守宅にあるはずで，先日それを探しておく
よう言ってありますので，電話で御連絡の上，それを御覧にな
り，参考になりそうな部分だけを（たと

例えば第 1回会合の日付，全著
者会合の日付，その他今は思いつかぬ様々の事）至急お送り頂けば，
ありがた
有難く存じます。予定枚数もおしらせ下さい。（もちろん

勿論，小生が書
くという前提の下の事です。その際，伊東，原両氏の御希望も，お書
き添え頂けると

なお
尚幸いです。）

拙稿を例の会で御紹介下さる由，私の方には何の異存もあり
ません。

ありがた
有難いと思っています。何かお気付きの事があったら，

之も至急おしらせ頂けると幸いです。
この頃，改めて控えを読み返してみたりしていますが，多少の
まずい処，おかしな処に気付いているので，之は近日中におし
らせします。
コピイ代は，幸いにも，１枚 20サンチーム，書き直し分など
の重複コピイがあった為，少しはふえていますが，大勢に影響な
く〒とも 100フランそこそこですみました。（現在では，over flow

して，この手はもう使えない）。このあとの〒を考慮しても，400F
は多すぎる位で，

のこり
残をどうするか，その方をお考えください。

正直にいって，今回は本当に全力を投入した感じで，（もちろん
勿論，ず

いぶん書き残した事もありますが），何となく力がぬけた感じです。
ただ（貴兄だけで例の会の人にも）固く伏せてほしいのですが，之
は英訳か仏訳の少なくとも一つができるかも知れません。また
『図書1)』記載の二三の事（カントルの辺りその他題３章あちこちは，

1) 岩波書店発行の PR誌



14 　

もう少し手を入れて論文にする予定です）―――その為か少しむずか
しくなりすぎた処もあって，それは後悔をちょっぴりしています。
あまり休んでおれない，11月 24日，12月 21日，前者はタト
ン・セミナーで，後者はフランス数学会の月例の歴史の会で，そ
れぞれ少し

しゃべ
喋らなければなりません。休養をとっているので，体

は健康です。
長沢氏の『敦煌1)』おもしろく読みました。p. 30（“3月 16日”）
と，p. 33（“それから二ケ月―――3月 12日”）の矛盾がおしい。長沢
氏にお伝え下さいませんか。
グリーン・ベルトの吉川2)『漢文の話 』，亀井3)『平城宮』，植
村4)『諸葛孔明』その他，

げん
元（チンギスカン）のことを書いたのは

なかったかしら（岩村氏5)）あたりの――東洋文庫『秘史6)』でな
く）。その辺，船便ででも送って下さいませんか。奥様そろそろ
と思います。くれぐれもお大事に。パリもここ数日冬めいてき
て，特に日の短いのが目立ちます。

村田　全

● 1973年 8月 8日　（ブダペスト発）
数日前からBudapestに来ています。年表，大変おそくなって
おりますが，二三気のついた点を添え書してその内お送りしま
す。原さんのがまだ全部といかぬため，序文はまだ書いていま

1) 長沢和俊著「ちくまグリーンベルトシリーズ」。
2) 吉川幸次郎
3) 亀井 勝一郎
4) 植村清二
5) 岩村忍
6) 東洋文庫『モンゴル秘史 チンギス・カン物語』（村上正二訳注）
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せん。25日頃帰京（パリ）の予定。お元気で。

● 1973年 9月 17日　パリ
9月 11日付のゲラ，pp. 1～40.　 9月 15日に受領しました。早
速，手をつけ，

ただいま
唯今pp. 1～12と pp. 26～40はすませましたが，

原さんの処の処置に少し迷う箇所があって，それに数日かゝる
と思います。行の移動は

ほと
殆んどありませんが，例によって少し

細かい直しの希望があります。印刷屋さんに私の方で“無理を
お願いするが，

なにとぞ
何卒よろしくお願いする”といっていた

むね
旨お伝

え下さい。
それより先，7月 11日，フランスの田舎から出した手紙が宛
名不十分で 2ケ月ぶりに回送されました。（同封の分）
それにつゞいて 9月上旬，年表について，修整原稿をお送りし
ました。その前後に一度お便りを出したと記憶しています。（8

月 7日付御書への返事）その際，十分かけなかった事を，以下
あわ
併せ

て書きます。
◦　ブダペストでは 10日ばかりサボー氏宅でお世話になり
ました。そのあとアテネ，ローマをまわって 8月下旬，パ
リに帰ったわけです。サボー氏は来年の Congreès1)に来ら
れます。

もちろん
勿論お会いできる2)と思います。

◦　 8月お送り下さったCongrèsの講演者リスト，日割別の
分類に一工夫いりましょう。

二三の雑感
1) 1974年京都で開催された「科学史技術史国際会議」のこと。
2) 編者は村田先生の紹介でお会いした。
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(a)　道脇氏のは，「東洋的学芸の部」かもしれない。（内容に
よる）

(b)　近藤，吉田（勝）両氏，よく似た題目で，多少の話し合い
（表題についてのみ）があってもよい。（必要とまで

迄は思わないが）
(c)　テーマ別の区分試案
(d)　お願いしたいこと
ⓐ　上表のような番号を，お送り頂いた表の人名につけて
おいて下さい。（もう少し整理した形ができ上がってなら，以後
はその番号に従いますが，双方の連絡の便宜のためですから，余
り丁寧に分類する要なく，拙速を尊びます。）

申込者カード

ⓑ　できれば佐藤君達と，申込者毎のカードを機械的に作っ
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ておいて下さい。プログラムを組むのに便利だし，『報告』
を書くときその他にも役立つと思う。分類，要旨は書く要
あるものに限り，たゞし書ける余地を残しておくこと。上
表，○？ のあるものの入れるべき処がわかればよく，内容の
要旨迄書く要はない。〔○？ Gupta はルネサンスか 17C1)か
18Cか，がわかる程度でよい。“17Cの πのこと，テクニカ
ル”というような「要旨」を考えています。〕
いずれにせよ，講演 1つにカード一枚となっていることが
望ましく，拙速で結構です。
ⓒ 　 Bulletin No.1を送った先（数学史関係）の listeが簡単
に手に入るなら，コピイして至急送るよう，事務局へ頼ん
で下さいませんか。

○『科学古典全集2)』の事
原則的に賛成。ひまをみて，誰か（松田氏はだめですか）に手紙
を書きましょう。貴君の処遇の事をふまえた上で。
ただ
但し，あの案は日本の現状からいって大きすぎましょう。さし
あたり，もう少し小さい論文，あるいは抜萃を中心に，しっかり
した解説付の啓蒙書を考えてはいかが。『原論』（ユークリッド）
などは既にでておりますし，訳者に人をうることができるかは
大問題です。又〔これは秘密ですが，，伊東―中山を同じ監修

1) centuryの略。世紀。
2) これは，この手紙の編者が，筑摩書房在職中に企画したもので，結局筑摩書房で
は実現しなかったが，形をかえて，「科学図書館」
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/science/sciencelib.html
としてインターネット上で公開している。
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者にする事はさけたい。伊東氏
だけ
丈でよいように思う。むしろ木

村○（二郎？）氏（京大），渡辺正雄氏（東大），辻哲夫氏（東海大），
山本信氏（東大），大森荘蔵氏（東大），吉田夏彦氏（東工大）など
の中からか 3人を考える手がありそうです。〕
私が「啓蒙的」といったのは，売れる事と本格的啓蒙とのかね
あいを考えてのことで，売れる方に重点をおいたものとしては

Ganthier − Villers社
《Un savant dans le texte》
《Une invention dans les textes》

のようなものを考えています。大体，64ページ，96ページ，128
ページ。
前者は，

Ampère, Einstein, Lavoisièr, Pascal, Galilee, Bruno, C. Bernard,
Faraday, Pasteur, Euclide, Descartes

後者は，
Les moteurs à combustion interre, De l’automate à l’automati-
sation

が今
まで
迄出ています。（もう少しあるかもしれない）。

また戦争中に出た天野清氏の労作を含む叢書（日本＿＿社1)）（広
重君にきかれたら物がわかる），創元科学叢書の中のいくつか（例
『人間ニュートン』）などの復刊を考えてもよいように思います。
（天野氏のでは『量子論と黒体輻射2)』といったような題目のものが第
一巻でした。）

1) 日本科学社。
2) 「熱輻射論と量子論の起源」
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いずれにせよ，科学と思想とをつなぐ事のできる傾向の書店と
して，筑摩が一骨おってくれ，よい企画ができる事を願ってい
ます。ゴーチェ・ヴィラールの本は，何なら一，二，見本を送り
ましょうか。
お宅の皆様によろしく

村田　全

● 1973年 12月 5日　巴里
●●●●様
毎度直しが多くて恐縮ですが，先日お送りした　 111ページ，
本文↑ 4行を次のように修整してくださいませんでしょうか。
よるこの論法を，第 8論文ののち四五年を経た最後の第 9論
文に至って，初めて用いたのであった。

実は，この部分，初めに書いたときから原文をどう解釈すべき
か迷っていたのでしたが，今回，その前後をずっと読み返した
結果，多少問題はあっても，上のようにしないといけないと思
い始めたのです。

やっかい
厄介の上に

やっかい
厄介を重ねて恐縮ですがよろしく

お願いします。
残った分の校正では，前信へのお返事がつけば，しばらくの間
にお送りできると思います。
昨年の

パ リ
巴里は

だんとう
暖冬，今年は 11月末に初雪を見るという寒冬で

すから，こちらもまけずに
かんとう
敢闘しています。

お元気で!!
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• ここに収録した村田全先生の書簡は、村田先生が、立教大
学のサバティカル制度を利用して 2年間、フランスのパリ
にある「科学史・科学哲学研究センター」で研究を続けら
れるかたわら、筑摩書房刊行中の「数学講座」第 18巻『数
学史』を執筆されており、その間の編集上のやりとりを収
録したものでる。

• いくつかの事項については、脚注を付けた。

• 適宜振り仮名をつけた。

• PDF化にはLATEX 2εでタイプセッティングを行い、dvipdfmx
を使用した。

科学の古典文献の電子図書館「科学図書館」
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/science/sciencelib.

html

「科学図書館」に新しく収録した文献の案内，その他「科学図
書館」に関する意見などは，
「科学図書館掲示板」

http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs


