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はしがき
この本は，私がかつて雑誌『数理科学』に連載した文章をまとめた
ものである。連載はこれと同じ標題の下で 1968年 8月号に始まり，途
中 4回の休載をはさんで，1970年 4月号に終わった。その間，計 16回，
それがそのまま本文の 16章に対応している。このたび旧稿を一冊に
まとめるに当たり，字句に多少の修整は加えたが，全体の筋立てや私
見を述べた箇所などには手を触れなかった。また当時の世相にささや
かに反応した一，二の雑感もあったが，削ると話の調子がくずれたり
するので，年号を注記した上で残すことにした。原型と本当に違った
点は，現在の私の考えその他を章末注でいくつか添えたことと，最後
の二章に関連する付録を追加したことくらいである。まずこの間の事
情について少し触れておきたい。
実をいうと，これを本にしてはどうかという話は連載終了直後，す
でにあった。しかし当時は，しばらく期間をおいて自分の書いたもの
を冷静に見直した上，暇を見て全体の調子を整え，記述の不備を補い
たいと思っていたので，私はその申し出を受けなかった。ところが冷
却期間はいくらでもとれるが，暇のほうはなかなか作れない。しかも，
たとえ雑然たる「散策」にもせよ，一旦できた形には，そこにおのずか
ら筋道が生ずるもので，これに下手に手をつけるとなると，初めから
書き直すに近い仕事になる。また時を置けば置くほど，こちらの知識
もふえ意見も変わってくる。とくに 1972年春から二年余りの間，私
はパリで研究者としての生活に入ったため，修整すべき事柄の点から
も，暇の点からも，気のすむような手入れは実際上無理だと認めざる
をえなくなった。要するに，そのまま出版するか，出版をまったく取
りやめるか，二つに一つとなったのである。
ところがその半面，多少気楽に考えると，これは数学史に関する純
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然たる学問的著作ではなく，数学史の，あまり世に知られていない学
問的側面を紹介するものであって，筆者の意見に根本的な変化が生じ
ない限り，少々のことは大目に見てよいような気もしてきた。我田引
水，いい気なものだと言われるかもしれないが，考えてみると内外とも
に類書もあまり

み あ た
見当らないし，それにしばらく時をおいて読み返した

時にも，このままで何とかサマになっているように思われてきた。二，
三の師友が，なまじ手を入れたりせず，そのまま本にしては，と勧め
て下さったことも力になった。それやこれやで，私はこの本を，ほぼ
1970年当時の形のままで世に問うことにしたのである。どうしても現
在の意見を添えたいところだけ，章末注の形で処理した。なお付録は
当時の私の研究の方向を知ってもらうつもりで新たに書き加えたもの
で，これはむしろ「散策」の範囲外にある。

この本で私の言いたかったことは，第 1章の冒頭をはじめ，あちら
こちらで書いているから，ここで改まって言うほどのことはない。た
だ連載当時から，一方で“「散策」だから仕方はないが，少々脇道が多
すぎる”という批評があり，また他方では“「散策」の名にふさわしか
らぬ強行軍”という批評があったことは，あらかじめお

ことわ
断りしておく

ほうがよかろう。本格的な数学史を期待される読者や，その反対に歴
史物語り的な読みものを期待される読者には，共に期待はずれになる
かもしれないからである。
この仕事はもともと彌永昌吉先生のおすすめで始めたもので，話の
起こったのは 1967年の秋ごろである。私は当時，ブルバキの『数学
史』，つづいてボホナーの『科学史における数学』の翻訳を引受けてお
り，しかも原亨吉，伊東俊太郎の両氏との共著になるべき『数学史』
（「数学講座」第 18巻，筑摩書房）の準備をすでに始めていたため，これ
を引受けるのにはずいぶん

ちゅうちょ
躊躇した。とくにこの『数学史』との兼ね
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合いにひと苦労であった。しかしこの『数学史』のほうは，私の関心
の中心である基礎の問題を軸にして 19～20世紀の歴史をまとめるこ
とにすでに決めていたので，『散策』では，主題の

ちょうふく
重複を避けながら，

今まで読んだ数学史の論文の中からおもしろそうな話題を選んで紹介
するという方針を定め，それでやっと引受ける決心がついたのである。
この本で 19�20世紀の歴史にあまり立ち入っていないのは，一つには
この理由による。さらに白状すると，この決心の裏には，論文紹介と
なれば，立教大学数学科で何回か行なった数学史の講義のため，目ぼ
しい論文のメモが多少あったので，材料はそこから取れば足りようと
いう甘い考えもなくはなかった。しかし始めてみると，やはりそれで
は不十分で，毎回のように，一夜漬けで論文を読み，原稿締切りの期
日に追われるという羽目になった。そもそも連載の第 1回自身が一種
の期日に追われた結果である。というのは，彌永先生は，私がこれを
引受けて後まもなくフランスに一年を過ごされたのだが，先生が日本
ヘ帰られるまでに一回や二回は書いておかねば具合がわるいような気
に，何となくなってしまったからである。（何という純情可憐！）とも
かく「散策」の名にふさわしからぬ強行軍という感じは，初めから終
りまで，他の誰よりも私自身の感想であった。

本文でも述べているが，外国にきていろいろな人に触れた結果，学
問としての数学史が振わないのは，何も日本に限るわけでないことが
よくわかった。しかし少数のがっちりした研究は欧米ではつねに営々
とつづけられているし，最近ではさらに一段と深化拡大する気配が見
える。数学史専門の雑誌Histria mathematicaの創刊（1974年 2月）な
どはその一つの現われに他ならない。
しかもわれわれ日本人の場合，そこにはなお一つ大きな問題が残っ
ている。それは人間の文化の一環としての，西欧数学の巨大な伝統の
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問題である。その数学の新しい成果を，ここ一世紀ばかりの間にとも
かくも自分のものにしてきたわれわれにとって，その伝統を解き明か
し，そこに学ぶべきものを学び取ることは，現代数学への寄与と並ん
で，今後の大きな課題でなくてはならない。そして事実，数学史の中
には，たんに数学に直接関係する問題だけでなく，西欧文化，西欧精
神全体との関わりにおいて明らかにすべき要素，吸収すべき要素がな
お多く残っていると思われる。この

ぼうだい
厖大な課題を口にするには，この

本はあまりにも貧弱であるが，もしこれが読者諸氏にその方面への関
心を呼ぶ　・よ・す・が　となり，あるいはその知見に何か新しいものを加える
ことができたならば，著者としてこれに過ぎる喜びはない。
本文を見られればわかる通り，この本は既知，未知を問わず，過去
から現在にわたる多くの師友の研究成果を踏まえてできたものである。
いちいち名は挙げないが，その方々への感謝と尊敬の念は常に私の心
の中にある。また，旧稿の連載当時から今日まで，『数理科学』編集
長，村松武司氏をはじめ，当時，編集の実際にたずさわれた梅田宗宏
氏，同氏を引きつがれた夏目敏夫氏には，一方ならぬお世話になった。
深く感謝する次第である。

1974年 4月 20日
パリにて　　　　　
村　田　　全　
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第 1章　古代への序章

1　歴史の変貌
現在，数学史の世界は非常に大きい変化を経験しつつある。必ずし
も数学の歴史に限ったことではなく，世界史の概念自体がすでにそう
した状況にあると思われるのだが，ともかくそれは，ある確定した歴
史の中での変化というより，いわば歴史自体が変りつつあるという感
じなのである。
数学史の中のこととしてまず挙げるべきは，古代史の部分であろう。
そこでは，人びとの常識を根底からゆるがす程の，革命的な変化が進
みつつある―――少なくとも私にはそう思われる。
次に中世数学史。この時代の歴史は以前には極めて影の薄いもので
あったが，これが次第に形を整えてきたことも，現代における大きい
変化の一つであろう。「中世は久しく暗黒時代と呼ばれてきたが，暗
黒だったのは中世に関するわれわれの知識であった」というサートン
（George Alfred Leon Sarton, 1884�1956）の言葉は，この間の事情を端的
に物語っている。ここにサートン教授というのは，その方面の研究の
開拓者として，20世紀前半を代表する科学史家の一人である。
これらに比べるとやや小さいかもしれないけれども，ニュートンの
残した文書の公開開始と共に起こった近世数学史の変化にしても，決
して無視できるものではない。18世紀数学史に関する本格的研究も，
現在 (1966)ようやく目鼻がついてきたところであると思われる。19

世紀から 20世紀の数学を歴史の中で検討する仕事も同様である。
しかし問題は実はこれだけではない。実際，こういうことのみであ
れば，何も歴史自体の変化などと，大げさなことを言う必要はないで
あろう。それよりも，本当の問題は，いわば歴史を観る視点の位置に

9
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関係する。もともと，これらの歴史のほとんどは，主として少し前の
時代，19世紀ごろの西欧の所産であった。これは動かすことのできな
い事実であるが，実はこのことが何らかの意味で問題になってくるの
である。
まず，その近代西欧という一つの視点は，今後のなりゆきによって
は大いに動揺する可能性を持っている。現に 10世紀の前後の数世紀
におけるアラビア数学史などは，近代西欧という視点からでなく，そ
の地にある文化的伝統―――その実態についてはいろいろ問題があるか
と思うが―――の視点の下で，主としてソ連系の学者の手で大幅に書き
かえられつつあると聞いている。その他にもこの種のことは，長い目
で見ると世界のあちこちに起こりうるはずである。もちろんそこには
各民族のお国自慢的側面も現われるかもしれず，さもなくても，この
方向のもののみが歴史研究の本道であるというのではないが，それに
しても西欧中心の思想に対する批判という面は，恐らく今後の歴史研
究における一つの契機となることであろう。もちろん，こうした批判
を経た上で，やはりギリシャ以来の西欧的伝統の卓越性を認めざるを
えない，ということも起こりうる。私の現在の考え方なども実際，そ
の傾向にある。しかしともかく，批判はつねに必要なのである。
以上のことは，これを言いかえれば，歴史なるものを見るわれわれ
の眼の方も，負けず劣らずに変りつつあるということを意味する。私
が今これを書いている机の側では昨日来ロバート・ケネディ遭難の
ニュースが，流れている1)。二十年あまり前のあの大戦争が終った頃
には，アメリカは民主主義の

ご ん げ
権化であり，理想像であるように言われ

た。もちろん当時にも，アメリカ民主主義なるものの現実を十分にわ
きまえた人はいたけれども，今となってはアメリカの民主主義を理想
のものとする人は，まずいないであろう。そういえば，その前には日
本の国体神話というものがあった。不滅のはずの神州が崩壊するのに，
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真珠湾攻撃の日からは四年とはもたなかった。そうかと思うと，半世
紀は不毛といわれた広島に半月で雑草が繁り，二十年もたつうちには，
四等国と呼ばれた日本が先進国扱いになり，好戦と呼ばれた民族が昭
和元禄の逸民になるという姿も見た。もし今かりにアメリカが分裂崩
壊したと聞いても，人びとはその影響から身を守る

すべ
術を考えるのが先

で，おそらく昔のようには驚かないであろうし，それがその内にまた相
当な力を回復したとしても，これまた特に驚きはしないであろう。同
じことが今日以後の日本にまた起こったとしても，

き ち が
気狂いじみた戦前

と違って，今では特に変ったことも起こるまい2)。
われわれは―――といっても，これは前の敗戦を経験した年代のもの，
ということになるのであろうが―――少なくともこの二十余年の間，万
物は亡びまた生れるとか，存在するものはこわせるし，また作り直せ
るとか，そういうことをこの眼で確かに見てきた。そのような経験は，
考えてみれば何もこの二十余年に限るわけではないけれども，それに
しても経済向上のせいか，知識拡大のせいか，それともラジオやテレ
ビに始まる情報革命の影響のせいか，人びとの思想はこの 20世紀に
おいて加速度的に変りつつある気配である。そしてここで大切なこと
は，数学の歴史を見るものも，またそれと同じ眼，同じこころだとい
う一つの事実である。

2　プロクロスの「数学史」
古代数学史の革命を語るためには，話をまずその歴史の形づくられ
た過程，すなわち，いわゆる修史の問題から始めねばならない。しか
しこれは専門家向きの極めて

むずか
難しい問題で，私自身，とても答えられ

る性質のものではない。ただ，ここでさしあたり注意しておきたいの
は，第一に，今日のわれわれの常識の中にあるギリシャ数学史像がで
きたのは，ようやく 19世紀の終りから 20世紀の初めにかけてのこと
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だということ，第二に，その仕事が一段落した頃には，もう次の変化
が起こりかかっていたということ，以上，二つの事実である。してみ
ると，20世紀初頭の学問を常識としている今日の古代数学史におい
て，革命とまでいえるかどうかは別として，変貌の生ずる余地は十分
にあったわけである。
それでは 19世紀の数学史家たちは，いったい何を根拠にして古代，
特に古代ギリシャの数学史を組立てたのであろうか。実はこの問題こ
そ，上で専門家向きの難問題と呼んだものなのであるが，ここでは簡
単に，その有力な一例として 5世紀のプロクロス（Proklos, 412�485）の
書いた『歴史概観』の名を挙げておく。
プロクロスというのは，プラトン（Platon, 前 427�前 347）の流れをく
む新プラトン派の哲学者で，412年コンスタンチノポリスに生れ，ア
レキサンドレイアその他に学び，やがてアテナイの有名な学園アカデ
メイアの学頭となって，485年その地に没した人である。今日ならば
東京に生まれ，パリに学び，やがてプリンストンのボスになったとで
もいえばよいのであろうか。日本でも敗戦直後の 1946年に，戦没し
た五十嵐達六郎氏の訳で，その『形而上学』（直訳すれば『神学原論』）
が出版されたことがある1)。
上記の『歴史概観』は，彼の著書『ユークリッド「原論」第 1巻注
釈』の中に入っていたものである。紀元 5世紀の書物といえば，古代
も末の末，むしろ中世初頭の書物であるが，ともかく古代人の手にな
るまとまった古代数学史として，現存するものというと，この本だけ
なのである。
もっともここで扱われるのはあくまでユークリッド（Euclid, 前 330�

前 275）の『原論』ができる迄の歴史であって，その後のことは書かれ
ていない。またそれ以前のことでも，プラトン派以外の人や幾何学に
縁の薄い

ことがら
事柄については，大切なことでも落ちているかに見うけられ
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る。ただ，その当時二，三百年間のことをまとめて書いたものが他に
ないので，結局，人は，4世紀初頭のパッポス（Pappus of Alexandria,

3世紀末から 4世紀初）の『数学資料集』全 8巻やユークリッド（Euclid,

前 330�前 275）の『原論』の内容などをこの本と照らし合せ，これを軸
としてその周辺に長短とりどりの史料を添えながら，全体として少し
ずつ古代数学のすがたを再建していくしかなかったのである。19世紀
の数学史家たちにしても，実際そうしたのだし，今日の史家にしても，
その例外ではない。ただそこに多少ニュアンスの差が感じられること
だけが問題なのであるが，それはむしろ今後の話の種としよう。
むしろまず考えるべきは，この『歴史概観』の取り扱っている年代
と，プロクロス自身の生きた時代とのへだたりである。話を印象的に
するため，これを日本の歴史に移すと，彼の生きた 5世紀というのは
倭の五王の時代，すなわち今日では仁徳陵と呼ばれているあの巨大な
陵墓のできた頃に当る。一方，ピタゴラス（Pytagoras, 前 572�前 492）
は紀元前 6世紀の人と推定されるから，プロクロスより千年前，ユー
クリッドにしても，（彼が実在の人物であることを疑う人もないではない
が，）紀元前 300年頃の人と推定されているから，その八百年前，要す
るに仁徳陵の中から出た史料によって，そのまた数百年から千年も前
のことを推定しようという，考えてみればこれはまことに心細い話な
のである。
しかしながら，この本の記述を信用させるような理由もまた存在す
る。それは，この本が，紀元前 4世紀に生きたエウデモス（Eudemus,

前 335頃）という人の著書『幾何学の歴史』の記事に基づいて書かれた
ものとされていることによる。エウデモスの『幾何学の歴史』は今日
では残っていないけれども，この人はアリストテレス（Aristoteles, 前
384�前 322）の弟子だから，プラトン（Platon, 前 427�前 347）の少し後
の時代，ユークリッドが本当にいたとすると，彼とほぼ同時代の人で，
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ピタゴラスの時代からもおよそ二百年遅れているだけとなる。こうな
れば，千年も前の昔話を聞かされる場合よりは，いくらか筋が通って
くるというものであろう。
以上のことをまとめれば，プロクロスの『歴史概観』がどの位信用
できるか，心もとない点もないわけではないが，別に頼るところもな
いし，またそれほどボロが出たわけでもないから，ひとまずこれを頼
りにしようというのが，今世紀の初めに至る学界の大勢であったとい
うことになる。

3　メソポタミアの数学とノイゲバウアー
私は上のプロクロスの項の初めに，20世紀の初頭にギリシャ数学
史像の再建事業が一段落した頃，他方では，もうそこに次の変化が起
こっていた，という意味のことを書いたが，その変化の筆頭は古代メソ
ポタミア数学の発見という事件である。今日のイラク，古代ギリシャ
人のいうメソポタミア（両河地方）の土には，ギリシャ数学より古く，し
かもそれに深刻な影響を及ぼした一つの数学が，数千年の間，人知れ
ず眠っていたのである。事実，最も古い時代にメソポタミアの地に住
んだシュメル人が，

くさびがたもじ
楔形文字の使用を始めたのは，実に今から約六千

年前のことと言われている。
メソポタミア数学の

くわ
詳しい内容については今は述べないが，しばら

く現代的解釈を
ゆる
許して印象的な言い方をするならば，彼らは 2次方程

式の一般解法を知り，ある種の 3次方程式までも数表によって解いて
いたと言われる。もっとも，こういう言い方は実は大いに危険であっ
て，“現代的解釈による 2 次方程式の解法”などというものは，古代人
の夢にも思わなかったようなことまで，

し
知らず

し
識らずの内に，その中

に読み込んでしまう恐れがある。いうまでもなく，20世紀現在の常識
必ずしも当時の常識ではないのであって3)，当時の解法の本当の内容
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をただすことは，後世の知識による先入観をさしはさむことなく，虚
心に原典を読み解くことによって行なわれねばならない。もちろん言
うは

やす
易く行なうに極めて

かた
難いことである。

ともかく上記のような輝かしいメソポタミア数学の成果は，驚いた
ことにノイゲバウアー (Otto Eduard Neugebauer, 1899�1990)という一
人の学者の異常な努力によって明らかにされたものである。すなわち
彼は今から約四十年前の 1920年代の半ば以来その研究を始め，世界各
地の博物館に分散していた粘土板の中から数学的内容を持ったものを
丹念に選び出し，それらを克明に調べると共に数学的洞察力をも十二
分に駆使して，輝かしい成果を

おさ
収めたのであった。すなわち彼は，有

名な 60進法による位取り記数法の体系や，上記の方程式の解法をは
じめ，一つの

うず
埋もれていた数学的知識の一大集成を発掘再現して見せ

た。それは文字通り一つの発掘事業であって，彼の見出したこの数学
のことは，プロクロスの『歴史概観』にも

まった
全く触れられていなかった

のである。
ノイゲバウアーの研究はまず 1931年に著書としてまとめられた。
Vorlesungen über Geschichte der antiken mathematischen Wissen-

schaften. I. Vorgriechishe Mathematik.（古代数学史序説 I. ギリシャ
以前の数学）

この本の第 II部は今日までまだ発表されていない。（残念ではあるが，こ
ういうことは実はちょいちょいあることである。）もっとも，彼はその後も
The Exact Sciences in Antiquity. 1951.（古代の精密科学，矢野道雄，
斎藤潔訳，恒星社厚生閣，1984）

という本を書いて，エジプト，メソポタミアの数学と天文学を説いて
おり，もちろんこの他にたくさんの論文がある。その業績について，日
本ではかなり早い時期に三田博雄氏が紹介しておられる。（「古代東洋社
会の数学」1936，同氏の著書『数学史の方法論』，（三一書房，1948）に収録。）
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4　メソポタミア数学とファン・デア・ワルデン
さてこうしてギリシャ以前の文明の中に高度の数学が発見されてみ
ると，それに一言も触れなかったプロクロスの『歴史概観』の方は，どう
してもその信頼度がゆらいでくる道理であろう。それでもこの辺でお
さまっている内はよかったのだが，やがてもう少し決定的な一撃がそこ
に加えられる事態が現われた。それはファン・デア・ワルデン (Bartel

Leendert van der Waerden，1905�1996)というオランダの学者の仕事で，
この人の名は，『現代代数学（Moderne Algebra）』（I : 1930, II : 1931，邦
訳：『現代代数学』銀林浩訳，商工出版社，1960）という教科書の著者として
特に有名である。この著書のみでなく，この人の数学上の業績はまこ
とに大きいのだが，それにしても，私などから見ると，彼の数学史の
方面の業績もまた，後世に残りそうな立派なものである。
ファン・デア・ワルデンは 1943年に
Die Arithmetik der Pythagoreer I（ピタゴラス学派の数論 I），Math-

ematische Annalen Bd. 120（数学年報　第 120巻），948.

という論文を書き，ユークリッドの『原論』には，その最も古いと見
られている部分（第 7巻）を始め，各所にメソポタミア代数の影響が見
られると論じている。次にそのことを，もう少し

くわ
詳しく述べてみよう。

たとえば，これもノイゲバウアーが明らかにしたことであるが，メ
ソポタミアの代数学には，1次方程式，2次方程式，3次方程式に相
当するいくつかの標準的な方程式があり，人びとは問題を，まずそれ
らの式のどれかに導いた上で解いたといわれている。その標準形には，
(A) 1変数形，(B) 2変数形の二種類があり，それぞれは

(A)



A1 : ax = b
A2 : x

2 = a
A3 : x

2 + ax = b
A4 : x

2 − ax = b
A5 : x

3 = a
A6 : x

2(x+ 1) = a

(B)


B1 : x+ y = a, xy = b
B2 : x− y = a, xy = b
B3 : x+ y = a, x2 + y2 = b
B4 : x− y = a, x2 + y2 = b



　 4．メソポタミア数学とファン・デア・ワルデン 17

のように分類されていたというのである。
ところがファン・デア・ワルデンの研究の結果では，このような分類
は古代メソポタミア代数に独特なもので，たとえば，同じ地域であっ
ても，ずっと後代のアラビア代数では，上の分類の間からA5とB1～
B4が欠けているという。要するに，そこには二つの変数を使う連立方
程式になる形がないわけである。ところがこういうことのある一方で，
A1～A5 および B1～B4 のそれぞれが，ギリシャ数学の中で幾何学の
形をとって現われており，別に A6は，別のギリシャの数論の書物の
中に，その痕跡が見出されるという。しかもその幾何学的解法までが，
初めから幾何学的に取り扱われたというよりも，代数的解法の翻訳と
いう形をとっていて，ただA3, A4の形をB2に当る幾何学形に直した
ところだけが，ギリシャ人の行なった簡易化だという次第なのである。
こうなると，少なくともこの話の範囲内に関する限り，ファン・デ
ア・ワルデンの説に従って，ギリシャ幾何学に対するメソポタミア代
数の決定的影響を認めるような気分になってしまう。しかしそうなれ
ば，プロクロスの『歴史概観』には，少なくとも一つの根本的な不満
が見出されたことになる。それは他でもない，まさにユークリッドの
『原論』の形成の跡を

たど
辿ったはずの『歴史概観』でありながら，エジプ

ト人やフェニキア人のことは口にするだけで，一番重大なメソポタミ
アからの影響を一言も述べないでしまったという事実である。もっと
も，考えてみると，それはまた，紀元 5世紀から千五百年もたった 20

世紀の方が，紀元前 4～5世紀，あるいはそのまた千年もの昔のこと
を，かえって的確につかんだという驚くべき事実をも示している。こ
れは，現代という時代の文化的意義を評価するについての，一つの重
大な要素と見てもよいことであろう。
いずれにしても，われわれはこれ迄，偉大なギリシャの幾何について
多くのことを聞かされてきた。しかしこのファン・デア・ワルデンの
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話を聞いていると，一つの大きな山の彼方にまた大きな山が現われる
ように，偉大なギリシャの彼方にはまた偉大なメソポタミアがあった
ことが分ってくる。そして恐らくそれが人間の歴史というものなので
あろう。

5　なお一つのこと

けれどもここに，われわれが気をつけるべきもう一つのことがある。
それは，はたしてこのファン・デア・ワルデンの説が欠点のないもの
であるかという反省である。われわれはプロクロスに義理を立てる必
要がないのと同様に，ファン・デア・ワルデンに対しても，別に彼を
信じなくてはならぬいわれはない、現に彼に続くすぐれた歴史家であ
るハンガリーのアルパッド・サボー（Árpád Szabó, 1913�2001）は，いっ
たんメソポタミアヘ傾いたバランスを，もう一度大きくギリシャの方
へ引き戻したようである。もちろん完全にファン・デァ・ワルデン以
前への逆戻りではなく，またこちらについても，どこまで信ずるかは
各人が自分で吟味して決めるべきことである。しかしともかく，これ
こそ，私がこの章の初めに，古代数学史における革命的変化と呼んだ
ことに直結する問題である。これは，もう少し先で取り上げる。
話がここまできたので，一応念のためにことわっておこう。こうい
う一連の動きはこの「散策」の程度でこそ，何となく右往左往をして
いるように見えるかもしれないが，実はそれぞれ

ぼうだい
厖大な史料をふまえ，

精密広遠な―――もっとも，時としてはかなり強引な―――，論議を重ね
て，ようやくその結論にたどりつくといった

たい
態のものである。それだ

けに対立すると激しいけれども，また
たと
例えばファン・デア・ワルデンと

サボーとが，論旨を微妙にすれちがえていながら，共に大筋において
矛盾なく両立するということもしばしば起こっている。やり合いなが
ら互いに相手の力を認め合っているらしい気配が，論文を読んでいて
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察知される場合も少なくない。なかなかえらいものである。

注
(1)　筆者が最初にこの文章を書いたのは 1966年のことである。この前後に
書いた事柄は，1973年現在，より進行してこそおれ，全然後退してはお
らず，特に撤回あるいは訂正する必要はないと考える。

(2)　もっとも，歴史の中には或る種の必然性をもつ動きもまたあり，特にそ
れが或る民族あるいはその文化の決定的な亡びに通ずることも少なくな
い。現代日本における公害の進行ないしは深刻な自然環境の破壊という
要素が，回復不能な滅亡への道に通ずる可能性をもっていることは，た
とえ数学史そのものに直接の関係はないにしても十分考えておかねばな
らぬことである。

(3)　 ここで常識といったのは知識のことばかりでなく，身につきすぎてい
るもろもろのこと，物の考え方から日常の生活の知恵，あるいは何とい
うことのない日常の道具などを含めた一切のもの，というつもりである。



第 2章　ファン・デア・ワルデンの仕事

1　その数学と数学史

ファン・デア・ワルデンの名は，現代の専門的な数学を少しでも学
んだことのある人ならば，たいていが知っている。前章にも触れた
《Moderne Algebra》（I : 1930, II : 1931）は，この年号でもわかるように，
彼が若い頃，エンミ・ネーター教授（Amalie Emmy Noether, 1882�1935）
―――現代代数学の生みの親の一人とされる女流数学者―――の影響の下
で書いたものだが，単なる教科書というより現代数学に影響した古典
である。1955年の改訂版以後，その標題から“Moderne”という文字
は消えたけれども，これとても，その内容が古くなったからではなく，
“現代”代数学の方がこの本に歩みよった結果，「現代」をうたう必要
がなくなったからといってよい。そればかりではない。彼はまた，ヒ
ルベルト（David Hilbert, 1862�1943）が 1900年の国際数学者会議で提出
した有名な 23の問題の一つ，代数幾何学の基礎づけという課題の解
決者の一人である。私はこの方面のことをほとんど知らないが，その
輪郭は，たとえば『岩波　数学辞典（第 2版）』の「代数幾何学」の項
などから

うかが
覗うことができる。

この人の数学史の方面での業績もなかなか大きく，1960年に創刊さ
れた科学史専門の有力な学術雑誌
Archives for History of Exact Sciences.（精密科学の歴史論叢）

の編集委員の一人でもあるのだが，彼のこの方面の活動はわが国では
あまり知られていない。もっとも，数学や自然科学のような現代の尖
端的な学問の歴史は，この国では幾らか重んじられなさ過ぎる気味が
あって，彼が数学史の大家だと聞いても，人はさほどの印象をもたな
いようである。それとも，なまじっか一流の数学者であるだけに，歴

20
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史研究などは道楽半分の片手間仕事であろうと，はじめから，たかを
くくって聞いているのかもしれない。しかし前章でも述べたことだが，
彼の名がこの後も人びとに記憶されるものとして，それが代数学や代
数幾何学の業績によるか，それとも数学史の業績によるか，にわかに
結論は出せないような気がする。要するに彼の数学史研究はそれほど
までに本格的なのである。
こうはいうものの，私自身も彼の業績をさほど読んでいるわけでは
なく，一応目を通した著書，論文は次の程度である。
1)　 Zenon und die Grundlagenkrise der griechischen Mathematik

（ゼノンとギリシャ数学の根底的危機），Mathematische Annalen, Bd.

117，1940.

2)　 Zur pythagoreischen Algebra : Quadratwurzel und Kubik-

wurzel（ピタゴラス派の代数学：平方根と立方根），Math. Ann., Bd.

118, 1941～43.

3)　 Die Arithmetik der Pythagoreer, I（ピタゴラス学派の数論 I），
Math. Ann., Bd. 120, 1948.

4)　 Die Arithmetik der Pythagoreer, II. (Die Theorie des Irra-

tionalen)（同上 II, 無理量の理論），Math. Ann., Bd. 120, 1948.

5)　 Science Awakening I（『数学の黎明―――オリエントからギリシア
へ』，村田全・佐藤勝造訳，みすず書房，1984），1954.（オランダ語の
著書 �Ontwakende Wetenschap�の A. Dresdenによる英訳）。

以上の他，私としてはいろいろの理由から
6)　 Die Harmonielehre der Pythagoreer. （「ピタゴラス学派の音楽
論」），Hermes 78, 1943.

を見たいと思っているが，まだその機会に恵まれない。上記の 5編の
内で，5)は 300ページばかりの大冊であり，簡単に紹介するのもむず
かしいが，2)～4)がその重要な部分をなしているので，こちらを紹介
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して著書 5)の部分的紹介にかえることも，一応は許さるであろう。こ
れに反して，1)のゼノン（Zenon, 前 490頃�前 430頃）はどうしたことか,

5)の中にさほど
くわ
詳しくは取り入れられていない。そこにはいろいろな

理由が考えられぬでもないが，ともかくこれは，議論の進め方ひとつ
をとっても，なかなかよくできた論文だと思われるので，今回はまず
手始めにこの論文の，特に議論の進め方について紹介してみよう1)。

2　そのゼノン論

古代史なるものが一般にそうであるが，古代数学史は史料が
とぼ
乏しく

て論者の推測や解釈の働く余地が大きいので，多くの論文が既成の歴
史像への挑戦という形をとる。しかし挑戦者の方にも決定的な証拠は
ないのが普通であるから，結局いくつかの傍証を

そろ
揃えて，合せて一本

を狙うことになりがちである。そしてその傍証とは，過去に何回か読
み古された資料を，新しい見地からより深く広く探索するという形に
よって固められるものであることが多い。要するに，読みの深さや視
野の広さの争いであって，その代り，本来そこになかったものまででっ
ち上げてしまうという，いわゆる“読み込み”の危険も介在するわけ
である。この辺の事情を考慮しながら，次に彼のゼノン論を見てゆく
ことにする。
ゼノンの逆理そのものは，それだけで一連の話の種になりそうなこ
とであるが，前にもちょっと触れたことがあるので2)，今回はその方
に立入ることは避けたい。むしろここでの問題は，ファン・デア・ワ
ルデンが過去のどんな意見に対してどんな風に挑戦したかという点で
ある。
ゼノンの逆理を今日に伝えたのは，ゼノンから百何十年か後の大学
者アリストテレスであって，ゼノンが運動否定論を唱えた

き べ ん
詭弁家であ

るという説はここに始まる。（アリストテレス『フ イ ジ カ
自然学』第 6章，『アリス
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トテレス全集』第 3巻。岩波書店，1968）ゼノンを
き べ ん
詭弁家とするこの説は，

長い間そのまま信じられてきたが，前世紀の末あたりからこれに対す
る新説が現われて，数学者や哲学者の間にかなり広く受け入れられた。
ファン・デア・ワルデンの相手はこの“新説”なので，先ず順序とし
てその説の方から説明していこう。
新しい説を推進したのはフランスのP．タンヌリ（Paul Tannery, 1843�

1904）という数学史家で，それによるとゼノンは運動否定という遊び
半分のような

き べ ん
詭弁を

ろう
弄した人物ではなく，ギリシャ数学の危機を救っ

た大人物だということになっている。すなわちまず当時のギリシャ数
学は，

たと
例えば曲線を無限小の部分からなるもの―――多者というか集合

というか―――と見なすなど，論理的に曖昧な無限小の概念を導入した
ことによって，根底的な危機に直面していたというふうに考えられる。
そしてゼノンはその概念がいかに危険なものかを示すため，例の

き べ ん
詭弁

をもち出して批判を行ない，それによってギリシャ数学を正道に戻し
たのだと見なされたのである。
しかし人はこのような動きの中に，17世紀以来の，無限小解析か
ら微分積分学に到る一連の学問的展開，特にその根底にある論理的
不安と，それに対するガウス（Carl Friedrich Gauss, 1777�1855），コー
シー (Augustin Louis Cauchy, 1789�1857)からワイエルシュトラス (Karl

Theodor Wilhelm Weierstraÿ, 1815�1897)に続く
さまざま
様々の批判，そしてカ

ントル（Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 1845�1918）とデデキ
ント (Julius Wilhelm Richard Dedekind, 1831�1916)による有名な集合
論―――新しい「多」の理論―――の建設，などという 19世紀数学の動
きの反映を見ることはできないであろうか。言いかえれば，19世紀
数学が新たに獲得した知見を，二千年という時代の隔りを超えて，ギ
リシャのゼノンの周辺に“読み込む”ことはなかったものであろうか。
このような言い方こそしないけれども，ファン・デア・ワルデンの批
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判も結果においてこのような点を
つ
衝いていて，もう一度ゼノンを，伝

承の伝えるような，運動否定論を唱えたエレア学派の哲学者という像
に落ちつけたのである。かれはこれをどのような“傍証”の積重ねに
よって行なったか，それがこの次の問題である。
ファン・デア・ワルデンはまず哲学の方面から反撃を始める，その
第一は簡単にいうと，タンヌリの新説とエレア学派の哲学との矛盾を
つくのである。タンヌリ説によると，ゼノンは運動否定論を推進した
のではなく，むしろ，“無限小概念を曖昧のまま使っていると，運動が
起こりえないという奇妙なことになるぞ”と警告したということにな
る。ところがエレア学派の哲学では，変化・生成・運動などのことは，
とら
捉えがたくて学問の対象にならないとされているので，“そんな曖昧
なものを使うと運動が起こらないことになるぞ”という主張は，運動
なるものの存在を信じている人ならばともかく，およそエレア学派の
哲学者として言うはずのないことではないか―――ファン・デア・ワル
デンはこう主張するわけである。
ところがこれだけでは，いわば嫌疑はかけられても逮捕まではでき
ない。それをするのがまず文献的裏付けの役目である。この論文の場
合それは大たい二つの方面から行なわれる。すなわちその第一は，伝
承的なゼノンの文献の中から，

たと
例えば曲線を無限小の部分に分解する

考えが本当に読みとれるかという吟味の形で進められ，またその第二
は，いわゆるゼノンの逆理の源泉であるアリストテレスの記述から，同
じような考えが読みとれたり，またはそのような考えに対するアリス
トテレスの理解なり批判なりが読みとれるかという吟味の形で進めら
れる。
ファン・デア・ワルデンは，必要に応じて別の学者の説を援用しな
がら，以上の吟味を徹底的に行なって，結局そのような無限小分解と
いった考えはゼノンにも，アリストテレスのゼノン解釈にも，共に存
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在しなかったと主張する。この話はしばしば古文献の読み方のすみず
みに迄こだわっていて，その辺では論文を読むこと自体かなり骨の折
れる仕事である。ここで一つおもしろいのは，ファン・デア・ワルデ
ンの議論の中に，“なるほどこれこれの解釈も可能ではあるが，そうす
ると，別のこれこれの事と矛盾する”という，数学者お得意の

きびゅうほう
帰謬法

的論法がしばしば用いられることである。もっとも，この種の論法は
決定的な物的証拠のないこのような場面でこそ最もその力を振うもの
であって，考えてみれば使われるのが当然というべきかもしれない。
ファン・デア・ワルデンの哲学の方面からの挑戦は以上の通りであっ
て，次は数学の方面からの挑戦の番である。そもそも無限小数学にま
つわる危機というようなものが，このゼノンの時代に実際にあったで
あろうかというのが彼の問題であり，そういうものはなかった，ある
いは一歩ゆずってそれがあったとしても，事は当時の高等数学の問題
でこそあれ，数学の根底の危機とつながるはずはなかった，というの
がそれに対する彼の答である。

第 2.1図

彼は冷静的確に吟味を進めて，まず当時のギリシャ
数学の中から図形を無限小の部分に分解するような試
みがどの位あったかを見る。するとそれは円の面積と
錐体の体積の二つだけだったことが分ってくる。そこ
で彼は更に論を進める。
　しかしこれらの問題は，それができないと数学が危
機に陥るというしろものではない；しかもそれらの問題ですら，ゼ
ノンの次の時代にデモクリトス (Democritus, 前 460頃�前 370頃)そ
の他の人が，原子論的な考え方によって一応の解を得ているではな
いか；この原子論的考え方というのは，

たと
例えば錐体を底に平行に薄

く切って全体を積み重ねるという行き方で，タンヌリのいう無限小
数学に極めて近いものであるが，ゼノンがそれを徹底的に批判した
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次の時代になって，改めてそれが盛んになるということがありうる
だろうか；事実はむしろ反対で，多くの哲学史にあるように，ゼノ
ンの議論が刺激になって原子論が生れたとする見方の方が妥当なの
ではないか；そしてタンヌリのいう無限小概念にまつわるギリシャ
数学の危機なるものは，実は空中楼閣なのではあるまいか。

ファン・デア・ワルデンはこのように結論し，更にこの結論が，一応
これと独立に論じられた哲学の面からする最初の結論と調和している
ことを指摘して，その挑戦のしめくくりとしている3)

この後，彼は更に論を進めて，ギリシャ数学の根底的危機は，実は
ゼノンと独立な処で，無理量の問題をめぐって実際にあった事を述べ
るのであるが，この方面の彼の研究は，このゼノン論につづいて発表
された『ピタゴラス派の数論 II，無理量の理論』（上記の論文 4）によ
る方が本筋であろう。ただ，この無理量のことは彼以外にも多くの学
者が論じていて，なかなかやかましい問題であるため，それは又別の
機会の話題として，ここでは次に，上記の論文 3)『ピタゴラス学派の
数論 I』について簡単に紹介しておこうと思う。

3　ピタゴラス学派の数論に関するその研究

ファン・デア・ワルデンはゼノン論の初めに，自分はピタゴラス学
派のことをよく知らないので，ゼノンを論ずるに当ってもピタゴラス
学派のことは考慮しないと書き，また事実，その議論の中でピタゴラ
ス学派への顧慮は行なわれなかった。しかしその後，彼は一転してピ
タゴラス学派の数学の研究に沈潜し，上であげた著書，論文 2)～6)で
はいずれもそれに関連した問題が扱われている。ところが前に触れた
ように彼のゼノン論 1)は，その著書 5)『黎明期の科学』に必ずしも十
全の形では取り入れられていない。こうしたことを考え合せると，ピ
タゴラス学派のことを避けて導かれた 1)の結論には，ことによると修
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正の必要のある部分があって，少なくとも 5)のまとめられた頃迄に
は，その決着がついていなかったのではないかと邪推したい気持に誘
われる。もちろんちょっと見た処ではそのような欠陥は見当らないの
だが，一つの課題として注意しておきたい。
もっとも，こういうことはまず著者に直接たずねてよいことである
し，事実彼はどこかで既にそれについて書いているのかもしれないが，
なか
半ばは自分の怠慢によって，私はまだこの間の事情を明らかにできな
いでいる。ただ，その内に述べるはずのサボーの仕事は，もちろんこ
こと関連がないとはいえないけれども，今考えている問題の範囲では
両者の論点がすれ違っていて，それぞれの結論が十分両立すると思わ
れる。従ってサボーがファン・デア・ワルデンの気にしていた（かもし
れぬ）点を改良したのだ，という風に見ることはできない。
ファン・デア・ワルデンの論文『ピタゴラス学派の数論 I』（上記論文

3；前章でも取り上げたもの）はドイツの雑誌《Mathematische Annalen

（数学年報）》の 120巻 2号（1948）に掲載されているが，これが雑誌の
編集部に送られた日付けは 1943年 6月と記録されている。また，同
じ巻に載せられたこれの続篇（上記論文 4）も，1945年 1月には編集部
にとどいている。してみると，これらの論文，特に第一論文の書かれ
たのは，まだヒットラーの鼻息の荒かった頃のことであり，しかも書
いた本人は当時ドイツの占領下にあったオランダの学者であったとな
ると，そこに

さまざま
様々の事の起伏があっただろうと想像される。戦時中か

らドイツの敗戦，さらに戦後の混乱期にかけて，この論文もよく生命
が尽きなかったものであるが，それにしてもこれが印刷されている紙
の質の劣悪さは，やはり一つの時代を象徴するかのようである。そう
いえば，この論文には，上記の第 II部に続いて，メソポタミア数学と
の関係を論じた第 III部があったはずなのであるが，戦後の混乱のた
めに散逸したのか，それとも結局書かれないでしまったのか，私は現
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在までの処，それに当る部分を見ていない。ただ例の著書 5)のかなり
の部分が，その日の目を見なかったものの再生であろうことは想像に
難くない。
さてピタゴラス学派が「万物は数である」という意味のことを言っ
たのは，アリストテレスの証言によって広く知られている。このピタ
ゴラス学派においてはいくつかの基本的なマテーマタ（「学科」（複数）
という位のことか？）があって，それが後のプラトンの学園やアリスト
テレスの学園などの学科編成に影響したらしい。アリストテレスの時
代に“マテーマタ”といえば，それは既に音楽・天文・幾何・数論と
いう四つの特定学科をさすことになっており，これがひいては中世の
クワドリヴィウム
四 科 の原型になり，やがて今日の数学 (mathematics)になるので
あるが，これらのことの

みなもと
源には，ピタゴラス学派の重要な諸学科とし

て，上の四つの学科があったわけである。
ところがこの四科であるが，これらは互いに密接な関係でつながれ
ていたらしく，しかもその中のどの学科が一番重要だったと思われる
かの評価は，学者によって少しずつ違っている。ファン・デア・ワル
デンなどはこれらの四科のもう一つかなたに，メソポタミア数学の大
きな影響を見る立場であるが，今考えている論文の場合，一番重く見
られているのは数論である。すなわち彼は，ピタゴラス学派のマテー
マタとは，証明つきの定理の系統立った体系のことであると解し，そ
の最大で最古のものは数に関する理論であると見て，その理論の形成
のあとを探ろうとする。そしてその際，主な材料として用いられるの
は，ピタゴラス学派の学者アルキュタス (Archytas, 前 430�前 365)の残
した音楽論の断片と，有名なユークリッドの『原論』の整数に関する
部分，すなわちその第 7，第 8，第 9の三巻である。
ここで一応断っておきたいのは，ピタゴラス学派と音楽とのつなが
りのことである すなわちこの学派は宗教的にはオルフィック教―――
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オルフォイスの
たてごと
竪琴に象徴される原始宗教―――の一派であり，その祭

事にはリズムとハーモニーが重んじられたが，その音楽を理論化した
ものが数論であったといわれている4)。しかしファン・デア・ワルデ
ンによると，その数論は音楽そのものから成長したものではなく，む
しろ別の原因で成長した数論が音楽論を支えたのだという5)。別の原
因というのはメソポタミア数学の理論化のことなので，この辺の事情
をもう少し

くわ
詳しく述べてみよう。

まずピタゴラス派の音楽論では，一つの音程を二つ以上の音程（たと
例え

ば 8 度を 5度と 4度）に分解する問題が大切なのだが，彼はこれを，比
a : bの間に項 cを挿入して a : c = c : bとする問題（比例中項 cを求め
る問題）の一種と解し，むしろ後者の方が基本的だと考える。ところが
この比例中項の問題は，代数的にいえば c =

√
abという平方根の計算

であり，幾何学的にいえば長方形の正方形化であり，またもしこれを
二つの比例中項 c, d (a : c = c : d = d : b) を求める問題にすれば，c

は立方根ないし直方体を立方体化したときの一辺であって，いずれに
しても，ここにはメソポタミアの代数学の影響が考えられるのである。
しかも直方体の立方化となると，これは有名な立方倍積問題にもつな
がるわけである。おもしろいことに，上で名前を出した音楽論のアル
キュタスは，また立方倍積問題を二つの比例中項の問題に還元し，そ
れをさらに，力学的手段によって解いた人として知られている。

4　特にユークリッド『原論』第 7,8,9巻の形成について

ファン・デア・ワルデンはこのようなピタゴラス学派の数論の形成
を調べるに当って，それの内で特に音楽論と関係の深い部分に注目し
ている。実はこの学派の音楽理論の基礎には，今日の言葉でいって
A:　ある比の値の

ベキ
冪が整数となるならば，元の比の値自身が既に整

数である
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B:　比 n : (n+1)に対しては，（整数同士の比になるような）比例中項
は存在しない

と言い表わせるような二つの定理があって，その証明には，第 2.2図で

注意：「 」は「第 巻，定理 」を示す。定理の内容は誤解のない範囲で，現代
的に書きかえてある。なお著者 にもこれとほぼ同じ系統図が掲載されている)

定理 ある比のべき乗が整数となる
ならば，元の比自身が既に整数で

　等比例で初項が終項を割り切
れば，初項は第 項を割り切る

メンバーからなる等比例では初項
と終項とは互いに素

等比列 (a3 : a2b : ab 2 : b3) でメンバー
の‘‘最少’’のものを作ること

　

　 が と素なら，abは cdと素

　 が cと素なら，abもcと素

　ユークリッド互除法

　いくつかの数の比を，既約形
に直すこと

， 　互いに素な数同士の
比は，同じ比をもつ数の内で
最小 的比である

， 　 = で，
はその最小値であれば， は

のそれぞれ同数倍

　比とその積に関する定理

5

VII, 1-2 7

2

1-2

, 7

A.
ある 定理 比 n : ( n + 1) に対しては（整数の比

になるような) 比例中項は存在しない

　 = で 間に比例中
項が入るならば，　間 にも同数の比例
中項が入る

B.

VIII, 8

VIII, 3

VIII, 2

　‘‘最少’’

VII, 27

VII, 25-26

VII, 24

VII, 33

3　つ以上の数のVII, 3 G.C.M

VII, 1-2

a, b

a : b c : d c, d

c : d

部分 ，諸部分 に関する定理

a, b

a, b c, d

， 　与え
られた比と同じ
比をもつ数のう
ち 最小 のも
のは互いに素で
ある

e : fa : b a, b
e, f

VII, 4-10

VII, 11-19

aが bに素なら，a2 は b2 に，a3 は b3 に素

VIII

第 2.2図
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示すように，ユークリッドの『原論』第 7巻の大部分の定理が用いられ
ている。しかもこれを初めて証明したのが，今しがた触れたピタゴラ
ス学派のアルキュタスであるらしい。少なくともファン・デア・ワルデ
ンはこのようなことを手がかりとして，ピタゴラス学派の数論の形成
を論じようとしているのである。もちろんこのような考えには十分吟
味の余地はあるわけで，むしろこの筋書自身，ツォイテン (Hieronymus

Georg Zeuthen, 1839�1920)という先学に対する一つの挑戦なのである
が，話が余り繁雑になっても困るから，以下ではこのような点を断ら
ない場合が多い。
タラスのアルキュタスという人はプラトンの同時代人で，この二人
の間の書翰の一部は今日にも伝わっている（山本光雄訳『プラトン書翰
集』近藤書店，1944），生れたのは紀元前 430年頃で，没年は前 365年
頃，生年がかなり明確なだけに，この人をめぐる数学の動きを知るこ
とには，それだけでもかなりの意味があるのだが，それに加えて，た
またま彼の時代が無理量発見という大事件にからんでいるため，その
断片の読み方一つが古代数学史の解釈の上に非常に深刻な影響を与え
るという事情がある。その意味で，この人はまことに重要な歴史的人
物の一人なのである。
ファン・デア・ワルデンは，『原論』第 7巻の諸定理から上の音楽論
の定理A，Bに至る

えんえき
演繹の系統を吟味して，そこから多くの興味ある

結論を導き出している。彼の克明極まる論証のあとは適当に，はしょ
ることにして，次にその大たいの結論を見ていくことにしよう。
まず問題の第 7巻であるが，この本の主題は，整数の比，倍数・約数，
公倍数・公約数，互いに素な二数など，一口にいうと初等整数論の入門
書のような体裁をなしている。ファン・デア・ワルデンはこれを，ピ
タゴラス学派の数論の基礎であり，かつその音楽論のまとめであると
推定し，しかもその論理の運びが簡潔でよくまとまっているにもかか
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わらず，表現が古風でまわりくどい事などを考え合せ，何十年かにわ
たる

ちょうたく
彫琢を経た古いピタゴラス学派の教科書ではあるまいかと推定し

ている。また特にアルキュタスが前記の定理Bを証明するのにこれを
用いている

ありさま
有様を示して，アルキュタスの時代にその本は既にほぼ今

の形に完成していたものであり，ユークリッドの『原論』の中にもあ
まり大きな変化なしに取り入れられたものであろうと述べている。定
理Bの証明に至る諸定理の関連を図解したものも掲げてあるので，そ
れをここで引用しておこう（第 2.2図）。（なお第 7巻の終りの部分（定理
29～39）は，上記の論理の流れとは別の，一種の付録ないし付言のようなも
のであることも示されている。）
『原論』では第 7巻と並んで，第 8，第 9の両巻が数論を扱ってい
るのであるが，ファン・デア・ワルデンはこれらについても探索の歩
みを進めている。
第 8巻の中心問題は，比 a : bの間にいくつかの比例中項を挿入する
問題である。彼はこの巻を，アルキュタス以降の或るピタゴラス派の
誰かが一人で書いたものと見ており“問題を立て，かつそれを解いた
という苦労の程はよく分るが，簡潔性・論理性に欠ける処がある”と
言う。もっともこの問題は，定理Bの有理比の間に有理比が挿入でき
ないというような，無理量論にまつわる難題を既に背後にしょい込ん
でいて，その点に話の歯切れを悪くする重大な原因がある。しかしそ
れを別としても，

たと
例えば，一般論の証明をやった後で，その特殊例を

証明し直すなどという
ふ て ぎ わ
不手際があるというのである。

ところでこの一巻の著者は本当は誰なのであろうか。この一見困難
に見える問に対して，ファン・デア・ワルデンはあえてこれをアルキュ
タスであろうと言っている。比例論を縦横に用いて音楽論をやり，立
方倍積問題を考え，更にそれを力学的方法で解くことまで工夫したこ
の人物に対し，現代的代数幾何学のチャンピオンは“創意にみちた幾
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何学者，優れた力学者で音楽理論家，ただし残念ながら論理ないし数
論について恵まれざる愛 (unglückliche Liebe)をいだいていた人”とい
う，かなりきびしい評を与えるのである。
一方，『原論』第 9巻では，その前半（定理 1～13）が平方数・立方数・
幾何数列などを扱っている。ただしこの部分は論理的整理も十分行き
とどいている上，第 8巻の定理を援用しているから，アルキュタスよ
り後の人，おそらくはプラトン派の誰かの作であろうと彼はいい，ま
たその部分より後の部分は，古いピタゴラス派の偶数奇数論その他が
入っていて，そのあるものは紀元前 450年頃の古いピタゴラス学派の
ものであろうと言っている。どういうわけで，そのような編集がされ
たか，という理由までは推測しないけれども，ともかくずいぶん思い
切ったことを言い，しかもそこにはかなりの信頼がおけそうな議論を
積み重ねている。大したものだと思わざるを得ない。

注
(1)　 これについては前に『自然』1964年 6月号，7月号で紹介したことが
ある。

(2)　 前記『自然』の記事および，大出晃編『科学のなかのパラドックス』
(ダイヤモンド社，1970)所載の筆者の記事など。

(3)　三角錐と三角柱との比の値が 1

3
であることを，極限論的考察によらず，簡

単な比例算を用いて示す方法が，フランスの科学史家イタール (Jean Itard,

1902�1979) 氏によって示唆されたことがある。(《Quelques remarques

sur la similitude et les méthodes in�nitésimales（相似と無限小的方法と
についての注意）》；第 22回国際科学哲学会議の議事録として，Hermann

書店発行の叢書《Actualité Sc. et Ind. No. 166》所載，1949），次にその
大綱を書いておく。
まず次の三つのことを仮定する。
⑴　同底同高の二つの三角柱の体積は同一である。
⑵　三角柱と，その各稜の長さを半分にした相似三角柱との体積比の
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P1

P2

Q1 Q2

値は
(
1

2

)3

である。
⑶　三角錐 Pと，それに同底同高の三角柱 Qの体積比の値 xは，両者
の各稜の長さを半分にした相似形でおきかえたときにも変らない。

Pを，各稜の中点を使って，図のように分解する。P1,P2 は Pの各稜
を 1

2
に縮小した三角錐，Q1,Q2 は Qの各稜を 1

2
に縮小した三角柱であ

る。仮定⑴，⑵，⑶によってPの体積 (Pと略記)は二通りに計算される：
P = xQ.

P = 2
(
1

8

)
Q+ 2

(
1

8

)
xQ

∴ x =
1

3

(4)　リズムやハーモニーといえば聞こえはよいが，本当は原始宗教によく
あるような，神秘思想とつながる饗宴の中に育ったものなのかもしれな
い。しかし一方，この数学と神秘思想とのつながりという問題は，ある
哲学的な意味で，私にはかなり興味がある。これについて私の考えはま
だ十分まとまっていないが，筑摩書房版の『数学史』（「数学講座」第 18

巻，伊東俊太郎・原亨吉・村田全著，1975）には，これについて多少の
示唆を与えておいた。

(5)　 ファン・デア・ワルデンのこの考えは，彼の次代の数学史家であるサ
ボーによって，更に深く吟味されている。
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1　フォン・フリッツについて

フォン・フリッツ (Karl Albert Kurt von Fritz, 1900�1985)という名は
わが国の数学界では，ほとんど知られていないと思うが，この章では
この人の論文
The discovery of incommensurability by Hippasos of Metapontum

（メタポンツムのヒッパソスによる通約不能性の発見），Annals of math-

ematics（数学年報），Vol. 46, 1946.

を紹介してみよう。（この雑誌も，前章のMathematische Annalenも，日
本語にすれば共に『数学年報』とでもいうのであろうが，前章のはドイツの
雑誌，本章のはアメリカの雑誌である）。
このような人にこのような論文のあることを，私はいつの頃であっ
たか，立教大学の山本進教授から聞いた。ただ，そのとき一読しての
印象は，なるほどこんな考え方もあるのだなというくらいのところで，
決して深いものではなく，いつとはなしにその名も忘れていた。しば
らく時が経って，やがて述べるはずのサボー教授の大論文を読んだと
きには，その規模雄大でしかも精密な議論にすっかり魅せられたので
あるが，それと共にその

ぼうだい
厖大な引用文献に圧倒され，脚注の中にフォ

ン・フリッツの名のあったことを不覚にも見逃がしてしまった。私の
フォン・フリッツ再認識は，ようやく，関西学院大学の中村幸四郎教
授がサボーに対するこの人の影響の大きさを注意して下さったときに
始まる。こうした意味で，今回の話は私の過去の粗雑な読み方に対す
る

ざ ん き
慙愧と反省の記録でもある。
もっとも，私は今もってフォン・フリッツ氏個人のことをほとんど知
らない。彼には上記のもののほかにも，もちろん多数の論文があるが，

35
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私の知っているのは二，三の標題だけで，上の一編以外に読んだこと
はない。本来が数学畑の人ではなく，言語学ないし文献学の方面の人
である。ただ今度読み返して気づいたのであるが，上の論文の脚注に
は，その内容がボホナー（Salomon Bochner, 1899�1982）教授との討論に
負うという意味のことがあって，この辺に一つの学問的系譜が

か い ま
垣間見

られるような気がする。というのは，ボホナー教授というのは，普通
には数学の思想的側面というよりも，テクニックの方面に長じた専門
的な数学者だと思われていたのが，1966年《The Role of Mathematics

in the Rise of Science》（拙訳『科学史における数学』，みすず書房，1970）
という書物を著わし，数学史への

なみなみ
並々ならぬ造詣のほどを世間に示し

た人だからである。もちろんここでいう数学史とは，その人固有の研
究，ないし固有の識見を含むもののことであって，手軽く編集された
通史，同じく伝記，年代記などを指すのではない。ボホナーの書物の
ことは，このあとでも折にふれて取り上げるであろう。

2　古代無理量論の発見年代の問題

フォン・フリッツの論文の標題にあるヒッパソス (Hippasus, 前 450

頃)という人のことは後で述べるとして，全体の内容の骨子は，ギリ
シャ数学における無理量の発見，もっと正確にいえば，公約量をもた
ない一

つい
対の量の発見された時期を推定することである。ここに二つの

量 a, bの公約量というのは自然数の公約数のようなもので，aも bも
共に量 dの自然数倍 (a = pd, b = qd)になっているとき，a, bは公約
量 dをもつといい，a, bの比は p : qであるとされる。どうしてもそん
な dが見つからなければ，a, bは公約量をもたない，または通約不能
であるというわけで，a, bの比を自然数の比 p : qのような比で表わす
ことはできない。もちろん今日でいえば「比」a : bの値が無理数とな
るだけの話だが，無理数などという後世の知識をもたぬ古代人の立場
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になって虚心に考えると，そもそもそんな一組の a, bの存在すること
に気づいたのが，数学史上の容易ならぬ大事件だったわけである。
そこでその発見の時期であるが，古代末期からの伝承によると，その
かなり進んだ段階が紀元前 5世紀の第 4四半期に見られるといい，し
たがってその発端はまた大分以前であることが匂わされている。とこ
ろがフランク（Erich Frank, 1883�1949）という学者は，1923年に書いた
《Plato und die sogennanten Pythagoreer（プラトンおよびいわゆるビタ
ゴラス学派）》の中で，発見の正確な時期はともかくとして，少なくとも
前 5世紀の終りまでにはその発見はなかったとの説を初めて公けにし
ており，また前回触れたメソポタミア数学発掘のノイゲバウアーなど
も，フォン・フリッツ宛の私信によると，それとほぼ同意見だという。
しかしフォン・フリッツはそれらの説に反対し，通約不能量の形成に
ついて一つの新しい視点を提供して，もう一度その理論の誕生の時期
を古代の伝承の言う紀元前 5世紀の途中に引き戻そうとするのである。
フランクやノイゲバウアーの説そのものを紹介しないのは公平を欠く
かもしれないが，実をいうと私は，フランクの本を前から見たいと思
いながら，まだ見ることができないでいるので，そちらはちょっと紹
介するわけにいかない1)。そこでとりあえずフォン・フリッツの言う
ところを追ってみよう。ただその前にちょっと触れておきたいことが
ある。
言うまでもないことであるが，今考えている種類の問題は現代数学の
緊急の問題と，もとより何らの直接的なつながりももっていない。し
たがってこの方面の学問を現代数学の視点のみから見た場合，それを
無用の長物とする評価があっても致し方ないことであろう。そしてそ
の視点からすれば，その学問を宣伝する私が，一方で年代記や伝記を重
視しないことなども，いわば目くそが鼻くそを笑うようなものと見え
るかもしれない。しかし私には私なりの言い分があるので，しばらく
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脇道をしてそのことを聞いていただくことにしよう。というのは，こ
れはこの散策全体を通じて最も本質的な問題の一つだと思われるから
である。
正直に言ってしまうと，数学と数学史とは元来，関心の対象も研究
の方法も別個な二つの学問なのだと割り切っていただく方がよい。本
当はこうまで言うのもやや行き過ぎだが，それでも，数学史を数学に
隷属すべきものと頭から決めてかかるよりは，初めにそう認めてもら
う方が話の通りがよくなると思うのである。言うまでもなく，ある数
学史研究が現代数学の一分野なり，あるいはその全体の動向なりに益
したとすれば，それはそれに越したことはないし，時代が現代に近づ
くにつれて，少しでもそうなってくれる方がよいに決まっている。し
かしだからといって，そうでない型の数学史研究が存在してならない
わけではない。むしろ数学史家は数学，特に現代数学を知らず，数学
者は数学史を知らないのが普通なのだから，双方に適度の関心さえあ
れば，互いに知識をもちよって相互の理解を深め合うことこそ望まし
いのではないか。もとより関心がなければそれはそれでよいので，た
だお互いに邪魔をしあわなければよいことである。たとえば私は，た
とえ本格的な研究であっても，伝記その他，ある型の「歴史」にあま
り関心をもたないが，それはそれなりに存在意義をもつと思っている。
さてそこで今度は私のいう「歴史」であるが，私の関心の焦点は，数
学に内在する（本質的な）歴史的側面とでもいうべきものにある。世間
には，自然科学を，外的な自然界に実在するものの単なる映像とみる
考え方がある。私はその考え方自体にかなりの疑問をもつものである
が，かりに自然科学についてはその考え方を受け容れるにしても，数
学の方は段ちがいにそうは思えない。数学は深く人間精神の内奥に根
ざす一面をもち，過去の歴史に本質的といえるほどまで左右されるも
のだというのが，私の考えである。数学の歩みに必然的な方向がある
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ならば，甲の理論が乙の理論より先にできても後にできても，終局的
に変りはないはずだが，どうも数学の歩みにはどこへどう転ぶか分ら
ない一面があって，甲が先にできると乙の可能性は消滅したりするこ
とが少なくなく，ひいてはそのことが後世に決定的に影響することさ
えあるようである。
早い話が，今考えている通約不能量の存在にしても，ギリシャ人が
それに気づいたのは客観的世界の忠実な反映としてだといえるのかど
うか。しかも紀元前何世紀かのギリシャ人が初めてそれを行なったと
いうのは，いわば一つの歴史的偶然であって，そのときそこでそのこ
とが起こっていなかったとしたら，以後現在に至る数学の歩みがどの
くらい変わっていたか，ちょっと想像がつきかねるほどである。しか
もこれに似たことは数学史のいくつかの重要な段階においてしばしば
見られることであり，ましてそれほどの革命的変化がもはや今後はあ
りえないだろうとは，とても言えることではあるまい。人間精神の内
奥には，自然界と同様，なお多くの隠された可能性がひそむものと，私
は信じたいのである。
それとも現在はすでに人類の歴史が壮年期以後の状態にあり，もは
や青少年期のみずみずしい創造能力は涸渇したとでもいうのであろう
か。考えてみると，言語や文字や道具などの“発見”まではともかく，
論証法や記号法や数理的自然科学の発見に比肩しうるような根本的変
化が今後もなお起こりうるのかどうか。たとえば現在進行中の計算機
革命がそういうことの一つの前奏曲なのかどうか。そうなるようにす
るのが現在の学問の徒の道であるなどと吹くのはたやすいが，本当に
正直にいって現在の私はそれらの問いに右とも左とも答えようのない
感じである。
ともかく私の「歴史」は間接にはそのような問題へのつながりを意
識の底にもっている。過去の数学の歩みには現代数学に対して根本的
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な契機となったものがいくつかあって，それらは現代の数学者にとっ
ては必然的な歴史的与件である現代数学を，歴史の流れの中では一つ
の歴史的偶然として支えている。そしてことによると，それらはまた
将来の数学への最も根底的な契機をも，自らの中にひそめているかも
しれないし，忘れられた過去の遺産の中にもそのようなものがないと
はいえない……。こういう考え方は誇大妄想とまではいわないにして
も，一介の散策的ロマンティケルのたわごとかもしれない。しかしと
もかく私は，過去の数学の歩みの中にあったいくつかの歴史的「天王
山」に深い関心を寄せている。人間がいつ，いかにして通約不能量を

つく
創

り出したか―――
しか
然り確かにこれは半ば以上，人間の創造物である―――

そしてその展開の歩みはどうであったか，そのような問題は私には真
正の学問的興味（あえて数学的興味とはいわないが）の対象であって，
その種のことに本質的に関連する歴史こそ，私にとって最も関心の深
い「歴史」なのである。
通約不能量論の起源を前 5世紀の半ばあるいはそれ以前におくか，そ
れとも前 4世紀初頭のこととするかが問題になるのも，結局はそのよ
うな「歴史」にかかわるからにほかならない。すなわちこの創造展開
がどのくらいの期間に行なわれたか，十年か二十年のことか，百年あ
るいはそれ以上もかかったことかの問題は，このような視点から観察
する限り，すでに単なる物好きの領域を越えている。
実はギリシャにおける通約不能量論は，たとえばユークリッドの『原
論』第 5巻（比例量論）や第 10巻（無理数論）その他で見られるように，紀
元前 4世紀の半ば以前に，すでに一つの古典的完成に達していた。古
代のデデキントと言うべきエウドクソス (Eudoxus, 前 408頃�前 355頃)

の生涯は紀元前 408年から 355年にわたると信じられており，しかも
デデキントの無理数論の原型となったその通約不能量の比例理論の完
成は，エウドクソスの比較的若年の頃のこととされているからである。
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そこでその通約不能量論の誕生の時期決定の問題は，後がこのように
つまっているだけに，その形成期間の長短に直接つながってくるし，ひ
いてはギリシャ人の業績の評価や人間の能力の評価にまでひびきかね
ない。というのは，ギリシャ人の数学上の業績なりその知的能力なり
への高い評価はどうせゆるがないとしても，彼らは本当にそれだけの
大理論を十年や二十年で

つく
創り上げたほどの想像を絶した超特急的民族

だったのかとか，あるいは人間にはそこまでの知的能力が実際にある
ものだろうかというような疑問にも，ことは

ただ
直ちにつながるからであ

る。すなわちそこにおける百年足らずの年月の差は，決して
こ う ず か
好事家流

の末梢的段階にはないといえるであろう。もっともこのようなことを
フォン・フリッツが言うのではなく，彼の論の中に文化史的視野があ
るというのではないが，少なくとも私は以上のようなことも念頭にお
きながら，今回の話題を選んだという次第である。そしてこのことが
大なり小なりこの散策の基本方針でもあることは，すでに言うまでも
ないことであろう。

3　ヒッパソス

第 3.1図

ヒッパソスはピタゴラス学派の一人として，半ば伝説
中の人物である。ヒッパソスという名は知らなくても
ピタゴラス学派の秘密を世間に知らせたために天罰を
受けて海に溺れた人といえば，思い当ることのある人も
少なくないであろう。その原因となった秘密なるもの
は，紀元後 4世紀（ヒッパソスの約八百年後！）のヤンブリコス（Iamblikhos,

250頃�325頃）の伝えるところによると，12個の正 5角形で囲まれた正
多面体に関係することだというのであるが，同じヤンブリコスはまた，
あるピタゴラス学派の徒がやはり学園の秘密であった通約不能量のこ
とをもらして溺死したともいう。秘密をもらして溺死するという人が
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そうそう出るのは困ったことだが，もし「秘密」の方に，合わせて一
本というような事情があり，溺死者がヒッパソス一人ですむようであ
れば，当人には気の毒だが話はむしろ解りやすくなる。ところがまも
なく示すように，フォン・フリッツの説の中では，その双方が

あいたずさ
相携え

て話の筋にのってくる。これは彼の説のうまいところである。
ヒッパソスについては，このほかに一種の実験音響学や理論音響学

（音階論）の仕事があったとか，前回に触れた比例中項の問題への寄与
があったとかと伝えられているが，フォン・フリッツはその議論の中
にこれらの伝承も抜け目なく取り込むことを忘れない。すなわち彼は
このヒッパソスに関する伝承を介して，前 5世紀のギリシャにあった
らしい或る種の実験学を考慮すると共に，極めて初等的段階にあった
当時の理論幾何学，ピタゴラス学派の哲学なども適当に考え合わせて，
次のような結論を出すわけである。番号は原著者自身のつけたもので，
数学屋流に見ると，内容に多少の重複があるようだが，そのまま抄録
しておこう。
⑴　通約不能量発見の第 1段階を前 5世紀の第 4四半期におく古代
の伝承は信ずるに足る。
⑵　その伝承には間接的な裏づけがある。
⑶　この発見は，前 5世紀半ばのギリシャ数学の“初等的”水準で
行なわれたものである。
⑷　前 5世紀初期における科学研究の性格から見て，その発見が伝
承のいう時期に起こったことは，可能性があるのみでなく，むし
ろ
がいぜんせい
蓋然性が高い。

⑸　この古代後期の伝承は，その発見が実際に行なわれた過程につ
いても，いくらかの

し さ
示唆を与えてくれる。

⑴の言葉の裏でフォン・フリッツが通約不能量発見の第 1段階とい
いたいらしいのは，ヒッパソスないしその時代のことであり，⑷でい
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う“科学研究”の内容もまた密接に彼につながっている。そこでヒッ
パソスの生きた時代を決定することは，前節で述べた事情と思い合わ
せると，なかなか重要な論点になってくるわけである。ところが，（今
は失われた古い数学史書，政治史書などを見ることのできた）4世紀
のヤンブリコスによると，ヒッパソスは前 5世紀の第 2四半期（すなわ
ち，前 475�前 450頃）以後に活躍した人であり，前 5世紀後半（すなわち
前 450�前 400）の数学者であるヒッポクラテスやテオドロス（Theodrus,

前 465頃�前 399頃）は，彼の仕事を継承したというふうに言われてい
る。特にテオドロスは，（プラトンの対話篇『テアイテトス』の記述から）
前 470前後の生れと推測されるから，ヒッパソスの生まれたのも，だ
いたい前 500年より後とみてよいのであろう。もちろんこれは彼を実
在の人物と認めた上での話である。このあたりの状況を表にしてみる
と第 3.1表（次ページ）のようになる。
一方，上記⑷に関連するというヒッパソスの音響実験なるものは，こ
れも古代末期（紀元 4世紀のテオンや別の無名の著者）の伝承の中にある。
それらによると，彼は同一直径で厚さの比が 1，4

3
,
3

2
，2の 4枚の円

板を二つずつ打ち合わせて，それと同じ長さの比をもつ弦の場合と同
じ和音を得たり，円板の代りに，ある深さ

(
0,

1

4
,
1

3
,
1

2

)
まで水を入

れたコップで同様の実験をしたりしたという。
元来，ギリシャの実験科学の特徴ないしその消長を論ずるというの
は大問題で，古代ギリシャ人のことを，「ギリシャ」といいながら実は
アテナイ周辺の狭い地域だけについて考えたり，それを静観的民族あ
るいは奴隷使用の有閑民族と呼んで，そこに実験学はなかったと簡単
に言い切ったりするだけでは，本当の事情はなかなか説明できないで
あろう。今回はこの方面には立ち入らないが，どうも紀元前 5世紀の
ピタゴラス学派の中には，音響に関する実験的学問の伝統があり，そ
れが次の前 4世紀初めのピタゴラス派の一人であるアルキュタス（前）
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（ 注意）現在の話題に関係のある人名および事件をあげた。生没年は 1，2

の例外を除きM. Cantorの『数学史』第 1巻によった。
第 3.1表
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（章参照）につながったものらしいのである。
ところでフォン・フリッツは，当時の実験を，だいたいは既存の原
理に対する追試実験であったらしいと言う。その意味はこうである：
たとえば上のヒッパソスの実験にしても，すでに弦に関して知られて
いた長さと和音との関係を，円板やコップの例でも，今一度確かめよ
うとした追試ではないか；しかもことによると，音の調和に本当に影
響するものが，円板やコップのような立体的なものの場合でも，弦と
同じように一次元的な長さであることを，意識的に探求していたので
はあるまいか；そしてそのような探索の途上でこそ，数の比という非
常に抽象的なものが認識され，ひいてはそれがいわば窮極的な原理と
して構成されていったのではあるまいか……。フォン・フリッツの想
像はこのように進展していく。そしてこの想像を助ける一つのおもし
ろい観点として，比を意味するロゴスという言葉に関する考察が行な
われることになる。そのことを次に述べよう。

4　ピタゴラス学派と比―――術語の分析による研究―――

ピタゴラスとその学派のことは半ば伝説の中に隠れていて，本当の
ことはよく分らないが，彼らが上記の音響学（あるいは音楽論）のほ
かに，天文，幾何，数論を特に“学科”と呼んでいたらしいことはア
ルキュタスの断片などにその証拠が残っている。この“学科（μάθημα
（マテーマ）”（複数は μάθηματα（マテーマタ））というような意味の一般
的な言葉は，やがてアリストテレスの時代以後，もっばら上記の四科
を指すようになり，ついにこの種の（数学的）学問の総称として，西欧
二千年の歴史の中で，次第に今日のmathematicsという言葉になりか
わったのである。
ところでこの学派では，「比」ということを διάστημα（ディアステー

マ）または λογος（ロゴス）と呼んでいたが，前者は interval（区間，音程）
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に当る言葉で，後者は wordに当る言葉である。しかもこの“word”
は，フォン・フリッツに言わせれば，語り言葉 (επος)ではなく，内在的
な意味，いわば事の真相を伝える言葉の方であるとされる。そしてそ
こから彼は次のような一連の推測を試みる：ピタゴラス派の人びとは，
音のハーモニーを聞くのは耳だが，その真相を伝えるものは「比―――
ロゴス」なのだと考えたのではないか;ヒッパソスの円板などによる
“追試”実験も，結局この“真相”に対する追試ではなかったか……。

第 3.2図

そういえば，四科のことを伝えたアルキュタスの
上記の断片にも，“音響学を仕上げた人が天文，幾
何，数論にも明断な洞察力をもっていた”という意
味のことがあって，詳細は不明であるが，それらの
間に深い関連のあったことが

し さ
示唆されている。そ

こで，フォン・フリッツはさらに次のように推測を
進める：天体の規則的運動や軌道間の関係などにも
何か「ロゴス」があったに違いない；しかしもっと
大切なのは幾何の方で，その最も有力な例はピタゴラスの定理であろ
う；特に，おそらくその最初に知られた一例である 3，4，5の比の辺
をもった三角形だったのだろう。（彼はこの三角形を carpenter's square

と呼ぶ；建築家向きの直角作製法とでもいうようなことかと思うが詳細は知
らない。）彼はさらに推測する：この最後の例でもヒッパソスの音響実
験と同様に，形の大小に関係なく辺の比 (3:4:5)と共に直角の定まるこ
とが検証されただろうし，ひいてはそこから辺の「比」が決まると（三
角形が）相似になるという認識も生まれたことだろう；そしてここまで
考えてくると，眼に見える相似という性質に対して，その本質（ロゴ
ス）が「比」というものによって表わされるのに，再び気がつくでは
ないか……。
私はこの辺の推測がどの程度まで当たっているかについて，ほとん
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ど何も言うことはできない。しかしいずれにせよ，このギリシャの古
い時代のように古くかつ重要で，そのくせ現存する史料が極めて

とぼ
乏し

いという状況ともなれば，片々たる史料の飛び石を推測の網でつない
でいく以外に，実行可能な方法はまずないに違いない。特にその網の
できばえがよいと，それは「真相」をついたものと見なされ，決定的
な反対資料が新たに発見されたりして，よほどつじつまの合わなくな
るようなことでも起こらない限り，その「真相」はほとんど揺がぬも
のになってしまう。フォン・フリッツの上の説なども，「真相」とまで
はいわないにせよ，かなり事の本質をうがったものと言ってよいであ
ろう。
もっとも，こういう言い方をしていると，古代史はいかにも頼りに
ならぬ「つくりもの」だとの印象を人びとに与えるかもしれない。そ
してまた，事実が或る程度までそうでもあるのだから困るのだけれど
も，その反面，あまり本気で，当てにならぬものときめつけるのも考え
ものだとはいっておきたい。すなわち，読者諸氏は今迄の私の話だけ
でも，史料への言及その他にいい加減うんざりされたことであろうが，
本物の数学史論はそれに数倍する史料の引用をもち，しかもその史料
の信憑性について，ああでもない，こうでもないと議論しながら，い
やが上にも慎重に事を運ぶのである。一口に“

とぼ
乏しい”とはいっても，

各時代各方面の人たちの残した，読むとなれば気の遠くなるような量
の史料を吟味しつつ，その間に適当な脈絡をつけるという仕事は，一通
りや二通りの骨折りではない。しかしまたそれだけに，うまくできれ
ば，特にその推進者にとっては，それがそのまま事の真相だと思われる
ようになり，他の可能性を考慮する余地もなくなりがちになる。こう
した事情は私には一応も二応も分るのであるが，それにもかかわらず，
私がここであえて舞台裏の話のようなことを言い出したのには，もち
ろんそれだけの理由がある。すなわち世間には，ギリシャ数学史など
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分るだけのことは分ってしまっており，新史料の発見でもない限り新
しい研究などありようはずはないと思っている人や，あるいはそれほ
どの反省すらなくて，歴史は数千年来連綿とつづいているように錯覚
している人が，まだまだ少なからずありそうに，私には見えた。そこ
で私としては，多少この方面の学問の実態（と思われるところ）を説明
し，一方では“見てきたような嘘をいう”のが講釈師に限らないこと
を意識してもらうと共に，他方ではその「嘘」に大いなる汗が流れて
いることを知ってもらおうと思ったからにほかならない。
そんなことをいい出せば，ピタゴラスと共に有名な「万物は数であ
る」という言葉にしても，それが本当にその学派のものかどうか疑問
視する人がある。この言葉をピタゴラス派のものとするのには，同学
派のピロラオスやアリストテレスからの証言さえあるのだが，たとえ
ばずっと上で触れたフランクなどは，ピタゴラス派の数学の水準をあ
まり高く評価しないために，あえてそれをプラトン学派の誰かのもの
と主張する。それがまた一応つじつまが合うから困るのであるが，も
ちろんフォン・フリッツの方はピタゴラス学派再認識の組で，少なく
ともこの場所に関する限りは，安心してアリストテレスの証言を信用
し，しきりにフランクに牽制をするわけである，もちろん別の場所で
フォン・フリッツがアリストテレスを信用しないことも十分起こりう
る。そうなると歴史家なるものいささか勝手な連中と思いたくなるこ
ともある。
さて大分話がくどくなったが，ピタゴラス派のこの次の段階につい
ては伝承もやや多くなり，それから推測できることもふえてくる。そ
の一つは，直角三角形の三辺を形づくるような整数比を見つけること
で，奇数mに対する

m2 +

(
m2 − 1

2

)2

=

(
m2 + 1

2

)
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に当たる関係の発見などは，かなり古い時代のピタゴラス派にも知ら
れていたらしい。またしても「本質の表現，それこそロゴスだ」とフォ
ン・フリッツは言いたげである。
しかしここに，わざと今まで伏せておいた一つの三角形，すなわち
人類が最も古い昔から，たとえば装飾図形などの中でしばしば見てき
たはずの直角二等辺三角形が問題になってくる。それらはいわば形の
大小にかかわらない相似という本質（ロゴス）はありながら，その本質
を表現すべき整数比（ロゴス）を欠いた三角形である。その具合の悪さ
は，上のような式（に当たる結果）が得られた後では，いっそうはなは
だしいものとなったことであろう。ヒッパソスが学園の秘密をもらし
て海に死んだという伝説の「秘密」なるものが，もし今述べたこの問
題にからむとすれば，それはとりもなおさず，この問題がピタゴラス
学派に投げかけた衝撃の大きさを示すものであるに違いない。われわ
れは次章で，この問題に関するフォン・フリッツの考えを紹介しよう
と思うが，ここでひとこと断っておくと，彼はこの√

2に相当する問
題を，通約不能量の問題の第 1段階とは考えず，これを第 2段階とす
るような，もういっそう古いある段階があると主張するのである。

第 3.3図

その第 1段階とはどんなことなのか，それこそ例
の正十二面体の問題に関連する問題であり，また無
責任な私見ではあるが，ピタゴラス学派の紋章と伝
えられる右図のような星形に関連しているように
思われる問題である。話を読み進めるに先立って，
読者諸氏もフォン・フリッツの向うを張って，推測
の網を広げてみるとおもしろいかもしれない。
なおこのフォン・フリッツの中で利用された言葉の意味の助けをか
りる歴史研究法を，よりいっそう本格的な形で用いたのは，今までし
ばしば触れたサボーである。上で，比に当たる言葉としてロゴスと共
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に挙げられたディアステーメは，彼の手で後に詳細に調べられ，一方
ロゴスについてもフォン・フリッツとはやや違った側面についてであ
るが，吟味が進められている。この文の初めにフォン・フリッツがサ
ボーに影響したといったのは，

たと
例えばこのような研究方法のことであ

る。

注
(1)　 1971年にドイツの DarstadtのWissenschaftliche Buchgesellschaftで
再刊された。
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5　通約不能性の証明とその発見

ここで今迄の話を簡単に取りまとめておこう。前章では，ピタゴラ
ス学派の中で「比」の概念が非常に重要な役割を獲得した経路につい
てのフォン・フリッツの考えを説明した。すなわち，

たと
例えば和音の本

質の表現が弦の長さの比になるとか，三角形の相似性の本質の表現が
辺の長さの比になるなど，現象の本質を表現すべき言葉（ロゴス）とし
て，数の比（ロゴス）が演ずる役割のことが述べられた。そしてその最
後に，そのような事情にもかかわらず，直角三角形として一番身近な
はずの直角二等辺三角形に対して，相似という性質はここにもありな
がら，その表現として三辺の比を与えるべき整数の組は求められない
という難局の現われたことが問題とされた。この最後の点が今回の主
題である。

A

B C

D

第 4.1図

ところで，直角二等辺三角形の斜辺と他の一辺との
間に公約量のないことは，今日では高等学校の数学の
教材にもなっているはずであるが，もとはアリストテ
レスの『メタフィジカ』にあってそれは

きびゅうほう
帰謬法によっ

て行なわれる。

《対角線ACが辺ABと通約可能と仮定し，その最小（既約）の比を
α : β とせよ。α, βは整数で α > β，したがって α > 1。

AC2 : AB2 = α2 : β2で，かつAC2 = 2AB2

∴ α2 = 2β2.

すなわち α2，したがって αは偶数でなくてはならない。一方，β

は（α : β の既約なことから）奇数でなくてはならない。

51
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いま，α = 2γとすると，

(α2 =)4γ2 = 2β2

∴ β2 = 2γ2.

すなわち β2，したがって βは偶数でなくてはならない。
そこで βは奇数でも偶数でもあることとなるが，これは不可能で
ある。ゆえに対角線ACは辺ABと通約不能である。》

この証明は考えてみるとずいぶん論理的で，しかもこの事実に対し
ては，もっと簡単な説明はなさそうに見えるから1)，さほど理論数学
の進んでいたとも思われぬ前 5世紀のなかばにこれがあったというの
は，ただちに首肯しかねるかもしれない。そして実際，通約不能量の
発見を前 4世紀の初頭と見るフランクや，フォン・フリッツの議論の
当面の相手と見られるノイゲバウアーは，上のようなよくできた証明
が前 5世紀のピタゴラス派に生まれているはずはないとして，それを
その主張の一つの根拠にしているのである。

(1) (2)
(3)

(4) (5)

第 4.2図

もちろんピタゴラス派の伝承
の中には，正方形の対角線と一
辺との「比」をめぐって暗中模
索の行なわれた形跡は残ってい
る。その一つは，これもピタゴ
ラス派の有名な業績である三角
数，四角数などと呼ばれる理論
で，いわば点画と整数論とを結
びつけたようなものである。
たとえば三角形状にならべた点の個数 (1，3，6，10，· · · · · · )は三角
数と呼ばれ（第 4.2(1)図），それぞれ初項 1，公差 1の等差級数の和を表



　 5　通訳不能性の証明とその発見 53

わしている。また正方形状にならべた点の個数 (1，4，9，16，· · · · · · )
は正方数と呼ばれ（第 4.2(2)図），整数の 2乗であると共に，初項 1，公
差 2の等差級数の和であり，五角形状にならべた点の個数 (1，4，7，10，
· · · · · · )は五角数と呼ばれ（第 4.2(3)図），初項 1，公差 3の等差級数の
和である。さらにそれらの間には，

たと
例えば正方数が相つづく二つの三

角数に分割され（第 4.2(4)図），縦横の差が 1である長方数が，相等し
い二つの三角数に分割される（第 4.2(5)図）などの関係が見出される。
フォン・フリッツの意見によれば，ピタゴラス学派の人びとは，こ
のような図を目の前におきながら，一定の図形には

しか
然るべき一定の数

の比を与えるという，例のロゴスの考え方を展開していったものと見
られている。正方形の対角線の問題にしても，第 4.2(4)図や第 4.2(5)

図のような見方の下で，手をかえ品をかえて，いろいろの試みがなさ
れたのではないかというわけで，ピタゴラス派の多面数論の起源など
も，これらの問題に関係があるかもしれないと言っている。少なくと
も相似というような概念を人が把握するについて，この種の考え方は
ある役割を果たしたかもしれない，と私も思う。
正方形の斜辺と一辺との間の通約可能性は，こうしてしだいにむず
かしそうだという予想がつき，ついに，それが不可能であることの証
明にまで行きついたということは十分考えられる。そしてそれは，お
そらく人類文化史上で最初の不可能性の証明だったに違いない。ただ
それにしても，ちょっと見てすぐわかるものでもない通約不能性など
という性質―――数に関する人間の経験範囲を超越して，いかにしても
それは整数の比になりえないとの断定を許すような性質―――がこの世
の中に存在することを，人はいかにして認識するようになったか？ こ
の問題は依然として残る。その種の認識のないところで，上記の間接
的証明などが果たして生まれるだろうかという問は，たしかに発見と
いうことの実態をよくとらえたものと思われるのである。
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しかしフォン・フリッツは，この点に関して，ただちにフランクたち
との決戦をやろうとはしない。というのは，ここでまともに論戦を始
めてみても，要するに双方の史料評価と史料評価，推測と推測が衝突
するだけで，しょせん，

みずかけろん
水掛論になりかねないことだからである。そ

こで彼は自らのほうで新しい見方を提出し，その場所で（決定的とまで
はいえないにせよ）一足先に有力な地歩を占めてしまおうとする。
その筋書は，正方形をめぐる通約不能性の証明以前に，すでに別の
対象について通約不能な一組の量が発見されており，その土台に立つ
とき，一見して通約不能とまでは見えそうにない正方形関係の通約不
能性が吟味の対象となる，という見方である。もちろんその新しい対
象の通約不能性の証明は，当時の初等的な幾何学の水準その他で十分
すいこう
遂行できるものでなくてはならない。その代り，もしそれができたと
すれば，直角二等辺三角形の斜辺と一辺との通約不能性にしても，す
でに存在のわかっている通約不能性というものをその三角形にあて
はめて吟味してみるという，前回に述べた追試実験の思想圏内のでき
事として取り扱われることであろう。そしてそれに例のゼノン達のエ
レア学派に特有の，否定したい前提から出発して矛盾を導こうという，
きびゅうほう
帰謬法的論法が一枚加われば，上記のアリストテレスにある証明の原
型ぐらいはできたであろうし，その時期もフランク達の説くよりはか
なり古くとることもできるであろう。
この辺のことについて，もっと精密な吟味を行なおうとすれば，

たと
例

えばユークリッドの『原論』の形成史などを，数学や文献学その他の知
識を動員することによって，より一層明らかにする必要がある。そし
てこのことは，このフォン・フリッツの論文から約二十年たった今日
も，少しずつ着実に進行しているように思われる。私がしばしば口に
するサボーはもちろんその一人であるが，別に �Archives for History

of Exact Sciences�の第 4巻，1�2号（1967年 3月）にも



　 6．正五角形と正十二面体 55

F. Beckmam: Neue Gesichtspunkte zum 5. Buch Euklides（ユーク
リッド『原論第 5巻』への新観点）。

という 150ページにも及ぶ大きな論文が出ている。私は一通り目を走
らせただけで，まだよく読んではいないが，この人の立場はユークリッ
ドを“現代の目”で読み直そうということらしい。全体としては“ファ
ン・デア・ワルデンやブルバキ（Nicolas Bourbaki）の数学上の仕事”を
はっきりと前面に押し立てて事を運ぶのであるが，そのくせ，（という
か，それだけに，というか）第 5巻の分析などは自分でも《This is done

�word by word�.》といっているくらいに詳細精密である。

6　正五角形と正十二面体

第 4.3図

私は前章の話の途中で，ヒッパソスが正五
角形で囲まれた正十二面体の発見にまつわる
学園の秘密をもらしたため，神の怒りに触れ
て溺死したという伝承について述べ，ただし
その“秘密”については，別に通約不能量（無
理量）の発見との関係を匂わせる伝承もある
と述べておいた。そのくせ前章の話はこの第
二の伝承の方に終始して，正五角形や正十二
面体のことには触れられなかったが，今度はこちらの方を取り上げる。
正十二面体について，その内接球，外接球のことなどを含めて，幾
何学的に最も正確な理論を展開した人は，とりもなおさず，その問題
を扱っている『原論』第 13巻の実質上の著者であり，それは普通に
は（プラトンの対話篇『テアイテトス』の主人公たる）テアイテトスだと考
えられている。したがってその通説からいうと，それより百年も前の
ピタゴラスと正十二面体とを結びつけるのは，一見かなり無理なこと
と思われるかもしれない。しかし正確な理論づけはテアイテトスのも
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のだとしても，その結びつけを単なる好奇心あるいは探求心の段階の
ものとして考えると，話の様子は大分変わってくるであろう。しかも
この問題の場合，そうした結びつきがあっても，おかしくなさそうな
事情が別に存在するのである。
私などは正十二面体なるものを旧制中学の幾何の時間に教わるまで，
見たことがなかったので，ついこれを人間の思考の中で始めて生まれ
た図形かと思っていたが，実はイタリア産の黄鉄鉱の結晶にはこの形
のものがあるという。もちろんイタリア産だけに限るわけでないだろ
うが，ともかくこの形は古代イタリア（エトルリア）ではずいぶん古く
から知られていたらしく，紀元前 1000年頃のものと思われる出土品に
までその形があるそうである。当時はそれが　・さ・い・こ・ろ　の形として使わ
れたり，宗教的意味のある形として使われたりしていたともいう。も
し特にこの最後の事実が，何百年もの間，民間伝承か何かの形で同じ
イタリア（南部）のピタゴラス学派に伝わっていたとするならば，彼ら
のこの図形に対する関心の根はずいぶん深いことになる。この推測は
ここだけのもので，特に根拠があって言うことではないが，そういう
ことを頭において見ると，ピタゴラス学派の紋章が正五角形の対角線
を結んでできた星形であることなどが，新しい意味を帯びてくるので
はないか。この紋章のことは，古代末期の伝承（4世紀のヤンブリコス）
以外に，アリストパーネスの戯曲『雲』（前 423頃）の中にも出てくるの
で，こちらはまず確かな事実と考えてよいであろう，そういえば，今
日でもこの形のお守り札 (pentacle)は，ヨーロッパに広く残っている
ようである。
さてそこで，仮にピタゴラス学派のヒッパソスか誰かが，この正五
角形について当時の水準での理論的興味をもったとする。前章で述べ
たような状況からいえば，当時のピタゴラス学派の一つの重大な関心
事は，ある特定の図形の本質を表現すると見られる比であって，正五
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角形の辺と対角線との比などは，上記の紋章のことからいっても，も
ちろんとり上げられておかしくないものである。
ここで話を先に進めるために，二つの自然数p, qの最大公約数 (G.C.M.)

dを求める方法で，ユークリッドの互除法と呼ばれるものについて述
べておく必要がある。それは次のとおりである。

　 p > qとすると，dはまた，pと p− qとのG.C.M.でもある。実
際，p = p1d, q = q1dとおいて p1, q1を互いに素とすると，p− q =

(p1 − q1)dだから，q1と p1 − q1とにも公約数はなく，dがG.C.M.

になる。
次に p÷ qの商を n1，余りを r1とすると

p = n1q + r1, 0 ≤ r1 ≤ q

となり，r1 = 0ならば d = q，また r1 ̸= 0ならば，（r = p − (q +

· · · · · ·+q)だから），上と同じ理由により，dはまた qと r1とのG.C.M.

となる。
こうなると，以下は同じことのくり返しで，q ÷ r1の余り r2が 0

ならば，d = r1, r2 ̸= 0ならば，dは r1, r2のG.C.M.となる。

自然数 p, qの場合には，この過程はいつかは必ず終わる，という
のは，各 rnがその前の rn−1より小さく，したがって qより小さく，
しかも負数にはなりえないからで，実際上これはもちろん，dに等
しい余りの現われた次の段階で終わる。
この互除法はユークリッドの『原論』第 7巻のはじめに，二つの長
さ p, qの公約量を求めるための方法としてあげられている。その際，p
から qを何回か引き去って r1を求め，qから r1を何回か引き去って r2

を求め，……という手続きは上とまったく同じであるが，今度は自然
数の場合とちがって，これが有限回のうちに必ず終わるという保証は
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ない。というよりも，それがいつまでたっても終わらないときこそ，p
と qとが通約不能な場合に当たるわけである。しかし“いつまでたっ
ても終わらない”ような実例の存在がどうしてわかるか，たびたびい
うように，それが問題の根本である。

A

B E

C D

A'

B'

C'D'

E' C'' D''

E''

A''

B''

第 4.4図

さて，フォン・フ
リッツは，このよう
な公約量の求め方が，
古代の技術者にはよ
く知られていたと考
える。彼はここでは
職人の知恵という以
上のことをいわない
が，好意的に考えた
場合，当然思い浮か
ぶのは，弦に操作し
て音階を捜す手段や，
天文学上の観測周期
（古代の実例でいえば
メトン周期など）を求める手続きのことである。そして事実，今から二，
三年前 (1965)に例のサボーが精密な試論を展開してみせたのも，この
ユークリッドの互除法と音階論との関係についてであった。いずれに
せよ，前 5世紀のころに，このユークリッドの互除法が少なくとも実際
上の知識として存在したと考えることはけっして無理な話ではないで
あろう。そしてフォン・フリッツは，ヒッパソスか誰かがこの方法に
よって正五角形の対角線と辺との比を求めんと試み，そのあげく，両
者の間には公約量がないという驚くべき事実に直面したのだと考える
わけである。
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与えられた正五角形ABCDEの対角線の長さを p，辺の長さを qと
し，対角線の交点を第 4.4図のようにA′, B′, C′, D′, E′と名付けると

五角形A′B′C′D′E′は正五角形となる (1)

ことがわかるので，この対角線および辺の長さをそれぞれ p1, q1と書
く。以下，正五角形 A′′B′′C′′D′′E′′がその中にでき，その対角線，辺
を p2, q2と書く，というように，この作図は，理論的には，どこまで
いっても終わることなく続けられる。
ところで pと qとの公約量は，上で示した通り，qと p− qとの公約
量に等しいが，p− qは図によって次のように変形できる。

AC−AB = AC−AE′ (∵ △ABE′は二等辺) (2)

= CE′

= B′E′ (∵ △E′CB′は二等辺) (3)

∴ p− q = p1.

すなわち pと qとの公約量を求めるには，qと p1との公約量，ひいて
は qと q− p1との公約量を求めればよいわけだが，さらに q− p1は次
のように変形される。

BC− B′E′ = CD′ − CE′ (上の (2)，(3)と同じ)

= D′E′

∴ q − p1 = q1

要するに
(p, qの公約量) = (q, p1の公約量)

= (p1, q1の公約量)

という等式がえられたわけで，そうなればこれはまた，
= (p2, q2の公約量)

= · · · · · ·
となることも見やすい道理であろう。そしてこの作図がどこまでいっ
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ても終わらない以上は，p, qの公約量もまた結局求まらないといわざ
るをえない。
ここに残る問題は，ユークリッドの互除法は仮によいとしても，上
記 (1)，(2)，(3)その他，この証明に必要な知識を，前 5世紀のピタゴ
ラス学派が本当に持っていただろうかということであるが，それにつ
いてフォン・フリッツの方には次のような説明がある。
まず当時確かに知られていたと思われる知識として，二等辺三角形
の底角相等の定理がある。これは，前 7世紀の終りから前 6世紀半ば
にかけて生存したと考えられるタレス (Thales,前 624頃～548頃)が，初
めて定理の形に述べたと伝えられているもので，ただその逆定理であ
る“底角相等ならば二等辺”という方には，そのような記録がない。し
かしこれにせよ，この後で挙げる一，二の定理にせよ，フォン・フリッ
ツのいう通り，“証明といってもユークリッドやヒルベルトが満足す
るほどのものでなくてもよい”わけで，重ね合せか何かで一応の“証
明”ができておればよかったのであろう。そうならば，上の (2)，(3)

は角の相等の問題におきかえられることになる。
角の問題となると，ピタゴラス派が三角形の内角の和の 2直角にな
ることを知っていたという記録は，（紀元後）5世紀のプロクロスにあ
る。第 1章でも述べた通り，プロクロスはアリストテレス時代のエウ
デモスに拠っていることでもあり，これを信用できることだとすると，
正五角形の頂角が 2直角の 3

5
(108◦)に相当することも，知られていた

公算は大きい。実際彼らが多角形を三角形に分割した例は他にもある
ことが知られている。ところがそうだとすると，頂角が 2本の対角線
で 3等分されていることもわかり，上記 (2)，(3)の証明もたやすくで
きたに違いない2)。また，もしそういうことがなかったとしても，重ね
合せの方法やピタゴラス派お得意の相似形の理論などを，例の“ヒル
ベルトほど正確ではない証明”で，やってのけるくらいのことはでき
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たと見てよいのではないか ―――この辺の私の説明は，どうもフォン・
フリッツの

しりうま
尻馬にのって，彼のいわないことまでいっている気味であ

るが，ともかくこの筋立てはかなり納得のいくものだと私は思う。
ユークリッドの互除法の証明も同様で，本当の公理的証明はユーク
リッドまで待ってもよいのである。私はそんなことよりもむしろ，正
五角形の対角線と辺の比が神秘な星形の重なりの中で無限の彼方へ吸
い込まれてしまうのを見たときの彼らの驚きの方に，本当に学問を動
かした原動力が見えるように思う。ヒッパソス遭難の伝承の伝えよう
としているものも，まず第 1にその驚異の情だったのではないか，そ
してもう一つ，ここで私なりの無責任な想像を付け加えれば，これは
ギリシャ人の無限に対する恐怖の最初のきっかけではなかっただろう
か。それともむしろ，その恐怖の中にこそ，正五角形なるものの“神
秘”のはるかな起源があったのであろうか3)。

7　“√
2”と“√

3”以下と

フォン・フリッツの説くように，通約不能量が正五角形の中で発見
されたとすると，正方形の対角線と辺との関係にも，同様に公約量がな
いかもしれないという可能性は意識されるであろう。ただ問題は，こ
の（現代流にいえば√

2に当たる値をもつ）比の発見される時期であるが，
フォン・フリッツがこれを伝承通り前 5世紀の第 4四半期とみて前 4

世紀説のフランク達と対立していたことは既に述べた。正五角形の問
題は上の通りでよいとしてそれに遅れる“√

2”の問題をフォン・フ
リッツがフランク達のいうプラトン時代にまで下らせない根拠は何か，
これがまた結構長い話になりかねない。しかし紙面の都合もあること
だし，枝葉を切りはらって物をいうことにすると，第一にプラトンの
対話篇『テアイテトス』が参考になる。
テアイテトスの話はこの書物ではできなかったが，『テアイテトス』
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という古典は通約不能量に関する最も古い記録を含んでいる点で，数
学史の上でも，しばしば論議のタネになる書物である、登場人物は 70

～80歳の老数学者テオドロス，それよりやや若いソクラテス，そして
20歳前のテアイテトスの三人で，初めの方にテオドロスが，√

3から
√
17まで（に相当する量の比）の（√

4,
√
9を除く）無理数性（通約不能性）

の説明をする部分がある。フォン・フリッツは，この書物が元来，病
死したテアイテトスヘの追悼の意のあるものであることを頭において，
“√

3”以後の無理数の発見者がテアイテトスだったら，よもやそれをテ
オドロスの口から語らせまいという。もっとも，この位のことはフラ
ンクの方も十分承知していて，そちらは別のプラトンの書物（『法律』）を
引合に出すことによって自からの説を支えているのであるが，フォン・
フリッツはそれについても適当に処理をしている。そこで“√

3”以
後の無理数の発見者はテオドロスかその辺の誰かであるとして，フォ
ン・フリッツは，その中に“√

2”が出てこないことを強調する。とい
うことは，紀元前 460～470年頃に生まれたと思われるテオドロスの
活躍期（第 3�1表参照）に，既に“√

2”は知られていたと言いたいので
ある。
ただし以上の議論はかなり主観的判断に支配された気味があって，
さもありそうだとは思えても決定的な主張にはなりそうにない。この
弱点を補強するのが再び古代の術語の研究である。ピタゴラス派が比
のことをロゴスと呼んだ話は，前章から本章にかけて何度か述べたが，
実はそれには続きがあって，彼らは通約不能な「比（ロゴス）」を発見
した後，これに対してしばらく「ア・ロゴス」（no logosの意味）という
言葉を与えたらしい。しかしこれは考えてみると奇妙な話で，相似性
という事実の表現（ロゴス）がア・ロゴスすなわち「ロゴス（比）でない
もの」で与えられるということになる。そのせいかどうか，ア・ロゴ
スという言葉は別の言葉でおきかえられ，やがてもう一度学界に採用
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されたのであるが，そのとき新しいア・ロゴスの意味は
√

a
√
b のよ

うな特別な形の無理数（に相当する量）を示すものになっていた。とこ
ろがこれらの無理数は，『原論』では第 10巻の主題の一つであり，正
多面体論（第 13巻）にも関連をもつものであって，テアイテトスに関
する例の通説に従う限り，テアイテトスこそ，その新しい意味づけの
主人公と想定される人物だということになる。そしてこうなると，無
理量の発見からテアイテトスまでの間には，結構かなりの年月が流れ
ているはずだとフォン・フリッツはいうわけである。もっとも，私自
身この辺のところの細かい事実をいちいち当たったわけではないので，
この説の当否についてとかくの論をすることはできない。興味のある
読者はフォン・フリッツの論文に引用された文献を中心に，田中美知
太郎氏訳の『テアイテトス』（旧版）の註釈（岩波文庫版では略されてい
る）で引用されている論文，また特に下記のサボーの著書などを参照，
吟味していただきたい。
このあと，この方面の話となると，さしずめ“ア・ロゴス”の洗礼
を受けた後のギリシャ比例論の行方ということになるが，これには
O. Becker : Eudoxus-Studien（エウドクソス研究）I～V），Quellen

und Studien zur Geschichte der Mathematik u.s.w., Abt. B. Bd. 3.

（『数学・天文学・物理学の歴史：史料と研究』B部門，第 3巻）
という大論文がある。しかし古代のこの辺の話ばかりを続けるわけに
もいかないので，次は今までしきりに口にしたサボーの仕事を紹介し
てみたいと思う。もっともこの人の論文にもテアイテトスと無理量の
問題を論じたものはあるのだが，それがまた現存する史料に拠る限り，
テアイテトスが今日考えられているような大数学者であったとの判定
はできかねる，というような話なので，どうもこの辺は話し方がむず
かしい4)。
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なお，通約不能量の存在を念頭においた比例論こそ，おそらくはプ
ラトンとその周辺の理論的数学を，「数」の学でなく図形の学とした
原動力であろうといわれているが，これはギリシャの数学者を論ずる
について，もっとも根本的な一点である。すなわち，ギリシャ人のい
う「数」なるものが厳密に自然数である以上，「数の比」という概念で
処理できる対象は有理数の範囲に限定されてしまう。ところが，それ
では律しきれない「量の比」というようなものが現実に存在し―――こ
の「現実」とか「存在」とかということの意味づけはなかなかむずか
しいが5)―――しかもそれは「数」では表現できないとなれば，その「量
の比」を描き出している図形そのもの，ないし図形の長さや面積や体
積に関する理論がより本格的な理論になるという説などは，けっして
　・こ・じ・つ・け　ではなく，むしろ大いに妥当な考えであると思われる。
してみるとギリシャ人たちは，世間でしばしば言われるように，その
国民性や風土の影響によって図形学を好んだというのでなくて，むし
ろ今日のわれわれが有理数体を位相完備な実数体に拡大するのに相当
する仕方を，数論から幾何学へという変化によって行なっていたとい
うべきかもしれない。この辺の話も数学と歴史の双方から当然十分の
根拠を示して行なわれるべきだが，そうなれば

たと
例えば上記のベッカーあ

たりに戻らねばならない。しかし手近いところでいえば，ブルバキの
『数学原論』の「歴史覚えがき」（特に『位相』第 2巻）をはじめ，二，三
の数学史書にも出ているので，ここではこのくらいでやめることにす
る。茂木勇氏と私との共著『数学の思想』（NHKブックス，日本放送出
版協会，1966）の第 1章にも荒けずりのスケッチながら，そのことに触
れてある。

注
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(1)　フォン・フリッツの論文の後，この問題に対しても帰謬法でない形の
証明が与えられている。本書第 7章にあげた S. Hellerの論文を参照。

(2)　 頂角が 108◦の二等辺三角形の底角は，簡単な計算によって，36◦であ
ることがわかる、これは 108◦ の 1

3
である。

(3)　ただしここには，もう一つ，線の幅という問題がある。“幅のないくせ
に延長はある”という，いわば矛盾にみちた理念的な「線」という数学
的対象が生れてこない限り，無限に続く作図など考えられようはずはな
い。してみると，このような，がむしゃらな理想化を推進するに当たっ
て，今述べているような問題も一役かっているのかもしれない。

(4)　 これについて，本書では触れる余猶がなかったが，『科学史研究』に佐
藤勝造氏による紹介論文（他の諸説との比較を含む）が掲載されている。
なお Á. Szabó : �Anfänge der griechischen Mathematik� (1970)には，そ
のテアイテトス論が収められている。これはこの方面のことに関しても
必読の書物である。

(5)　「数」あるいは「図形」というものの存在性の問題である。これにつ
いては上注⑷の他，広重徹編『科学史のすすめ』（筑摩書房，1979）所載
の拙論 p.57～58，本書第 15章などを参照されたい。
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―――ユークリッド公理系の起源―――

1　めぐり合い

私がハンガリーの数学史家アルパッド・サボー (Arpád Szabó)の名
を知ったのは，1961年のことだったと思う。ここ数年来，日本大学の
広重徹氏の処で月に 2回ぐらいの割で，科学史関係の論文を読む会が
続いているが，たまたまその席で私は発刊されたばかりの科学史専門
の雑誌
Archives for History of Exact Sciences.（『精密科学の歴史論叢』とで
もいうか）

を教えられ，そこにのっていた一つの論文の紹介を頼まれた。それが
問題のサボーの大論文
Á. Szabó : Anfänge des euklidischen Axiomensystems（「ユークリッ
ド公理系の起源」，1960，同誌第 1巻第 1号）

であって，量から言っても，その号の後の半分以上を独占していた程
の力作であった。この論文の印象は極めて強烈で，私は当時余り健康
ではなかったのだが，途中で止められなくなって，読み終えたら，既
に東の空が白むどころではなかったのを覚えている。当時の感想を振
り返って分析してみると，一方で，古代史とはこんなにおもしろいも
のかという感激があり，それと共に，それは何という不安定なものか
という慨嘆が微妙に入り交じっていたと思う。要するに，私がこの本
で述ベようとしている

おも
重だった知見の一つは，まさにこの論文に触発

されたものだったのである。
私はそのときの印象を仮にサボー革命と呼びたいのだが，その気持
はこの話の読後には，いくらかわかってもらえるのではあるまいか。

66
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もっとも，そう考えられるほどの読者であれば，こうした事情にかな
り明るくて，“また革命か”と思われる方もあるかもしれない。実際，
こういう革命的な大論文は，そういつもいつもあるものでないにせよ，
必ずしも絶無というわけではなくて，

たと
例えばいつか触れたフランクの

『プラトンおよびいわゆるピタゴラス学派』(1923)にしても，当時に
おける革命的業績であったはずだからである。ただそれにしても，や
はりこのサボーの革命の根が深いように思えるのは，私が過去におけ
る数々の優れた業績についてまだ余り多くを知らず，したがって最初
にめぐり合ったサボーに

ひ と め ぼ
一目惚れをしたということなのだろうか。私

はサボー教授一人の名誉のためのみでなく，自分自身の名誉のために
もそうでないことを願っている。

2　最初の紹介

ここに 1962年 6月の『科学史研究』にのせた，このサボーの論文に
対する私の紹介記事がある。特に改める所もないし，当時なりの私の
反応もわかるので，所どころを抜粋しておこう。ただし〔 〕内は今回
の挿入である。

《論理的数学の体系はいつごろ，どこで，どんな原因と経過をもっ
て形成されたものであるか，これがこの論文の基本的問題であるが，
それに対する著者の答は極めて注目すべきもので，この種の問題の
今後の取り扱いにかなりの影響をもつもののように思われる。著者
は論理的数学の起源を社会的環境や数学の内的要求によるとは見ず，
もっぱら哲学との関係によると見る立場をとる。論理的数学は紀元
前 5世紀のエレア学派の学問的活動の中に生まれ，プラトン学派を
経て形成された；その間の事情は当時の数学用語の変遷をたどるこ
とによってあとづけられる；その考察の結果は，

たと
例えばアリストテ
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レスの意見と反する場合でも，必ずしも無条件に捨て去る必要はな
い；アリストテレスのような個性ある〔学者は，〕祖述者〔として〕
は，時として自分の意見によって事実をまげる可能性をもっている
からである―――これらが著者の基本的な考え方であろう。この基本
線を一般的抽象論で批判するのは簡単であろうが，豊富な文献の引
用に支えられたその個々の立論を具体的に批判するのは容易なこと
ではあるまい。……》

このあと本文の五つの章の簡単な紹介をしているが，これは以下の
各節で形を改めて取り上げることにし，次に上の引用の結論を聞いて
頂こう。

《既に触れた批判をはじめ，いくつかの根本的批判がこの論文に対
してないわけではない。

たと
例えばエレア学派における間接証明法の誕

生の原因などは十分に論じられているとまでは言いにくい。またこ
の論文に現われる古代人が余りに哲学的，合理的であって宗教や迷
信に縁が薄く，あまりに近代的であり過ぎないかとの疑いも，全体
を通じてぬぐい去ることはできない。この著者の作業仮説と相反す
る別の作業仮説，

たと
例えば論理的数学のメソポタミア起源説や，その

社会的環境起源説なども，決してこの仕事によって消え去るべき性
質のものではあるまい。ただこれらの批判は実は単なる批判ではな
くて，むしろ新しい労作の出発点を意味する。紹介者はこれらの点
を含めて本論文を稀に見る力作として評価するものである。なおこ
の著者の経歴などについて紹介者は

まった
全く何も知らないが，本文中の

引用によると，著者には同系統のいくつかの論文がある。……》

この後半の引用の初めに書いた“既に触れた批判”というのは，実
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は批判というより感想といった程度のもので，文献解釈に，ところど
ころ“別の解釈の可能性”のありそうな気のする個所があること，“実
数論，集合論などの現代数学的知識がこの著者の予断としてかなり強
く働いているのではないかと疑われる個所”のあること，“エレア学
派やプラトン学派以外の学者，例えばデモクリトスの，これらの問題
への貢献がほとんど触れられていない”こと，だいたい以上の三つで
ある。このうち第一の，文献解釈に一義性がないという問題はむしろ
この種の論文の宿命のようなもので，これは言わでものことだったと
思う。それより，第二の現代的学問の過去への投影という問題は，私
自身も今後できる範囲で吟味してみたい重大な論点の一つであり，む
しろ数学史学全体の基本問題の一つでもある。また第三の，特にデモ
クリトスの問題ともなると，これはプラトン派との反目が伝えられて
いる人物であり，プロクロスの『歴史概観』に出てこないばかりでな
く，源泉的文献の不足が著しくて，これを研究すること自身サボー革
命に匹敵するくらいの大問題である。やや古いが（1節で言及した）フ
ランクの研究もこれに関するものであり，サボーといえどもこの辺は
容易に手がつけられないことなのかもしれない。こうしてみると当時
における私の“批判”的感想なるものは，どうも，めくら蛇におじざ
る態の雑感に過ぎなかったようである。

3　人と仕事と

前節で引用した記事を書いた 1962年には，私は前記の通りサボーの
ことを何一つ知らなかったが，今では大分わかってきた1)。他方，も
ちろん彼はその頃でも，一部の人の間では有名な学者だったはずだが，
この「ユークリッド公理系の起源」や，それを要約して科学哲学の国
際会議（1965年，ロンドン）で行なわれた講演
�Greek dialectic and Euclid's Axiomatics�（ギリシャの弁証法とユー
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クリッドの公理論）
などによって，今や純粋数学の学者の間にも次第に名を知られつつあ
る。わが国では早い時期に中村幸四郎氏が名著
『数学史』（新興出版社・啓林館，1962）

で言及された他，伊東俊太郎氏に優れた批判的紹介論文
「純粋数学の起源」（雑誌『思想』，1967年 3月号）

がある。私もまた大分しゃべっている。1962年の上記の紹介の他に，
「ギリシャ数学史におけるゼノン」（雑誌『自然』，1964年 6月号，7

月号）
『数学の思想』（茂木勇氏と共著，日本放送出版協会，1966）
「ゼノンのパラドクス」（『科学のなかのパラドックス』所収，ダイヤモ
ンド社，1970）

など，またサボーの別の論文の紹介も
『科学史研究』（第 85号，1968）

にしているが，その論文のことは次回に取り上げる。
さてサボーはギリシャ哲学，特にエレア学派の研究から数学史の研
究に入った人で，次のような論文がある。（この表は同氏の私信による
もので，ハンガリー語で書かれた論文その他いくつかのものは省かれている
模様である。）

1　 Zur Geschichte der griechischen Dialektik（ギリシャ人的弁証法
の歴史について），Acta Antiqua Acad. Sc. Hungaricae, I. 1953.

2　 Zur Geschichte der Dialektik des Denkens（思考の弁証法の歴
史について）, (ebd. II) 1954.
3　Zum Verständnis der Eleaten（エレア学派の理解のために）, (ebd.
II) 1954.

4　 Eleatica（エレア学），(ebd. III) 1955.

彼はこれらの哲学史研究から数学史に入って
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5　 Wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft

geworden? （数学はいかにして
えんえき
演繹的学問になったか）, (ebd. IV)

1956.

6　 `Deiknymi'，als mathematischer Terminus für �beweisen�（証
明という意味の術語「デイクニミ」），(Maia N. S., X), 1958.

7　 Die Grundlagen in der frühgriechischen Mathematik（（初期
ギリシャ時代の数学の基礎），(Studi Italiani di Filologia Classica),

XXX, 1958.

8　 The Transformation of Mathematics into Deductive Science

and the Beginnings of its Foundation on De�nitions and Axioms

（数学の
えんえき
演繹的学問への移行，ならびに定義および公理によるその基礎

の起源），(Scripta Mathematica, XXVII) 1960.

9　 Anfänge des euklidischen Axiomensystems（ユークリッド公理
系の起源），（既述）1960.

10　Der älteste Versuch einer de�nitorisch-axiomatischen Grundle-

gung der Mathematik（数学の定義―公理―的基礎づけの最古の試み），
(Osiris, XIV) 1962.

11　 Der Ursprung des Euklidischen Verfahrens（ユークリッド互除
法の起源），(Math. Ann. 150) 1963.

12　 Der mathematische Begri� dynamis und sog. geometrische

Mittel（数学的概念としてのデュナミス，ならびにいわゆる幾何平均），
(Maia N. S., XV) 1963.

13　Ein Beleg für die voreudoxischen Proportionenlehre（エウドク
ソス以前の比例論に対する一つの典拠），Arch. für Begri�sgeschichite,
9) 1964.

14　Die frühgriechische Proportionenlehre im Spiegel ihrer Termi-

nologie（術語に反映した初期ギリシャ時代の比例論），（Arch. for Hist.
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of Exact. Sc., II）1965.

15　 Theaitetos und das Problem der Irrationalität in der griechi-

schen Mathematikgeschte（テアイテトスならびにギリシャ数学史に
おける無理数性の問題），(Acta Antiqua Acad. Sc. Hung., XIV) 1966.

もちろんこの後にも多数の著書，論文が期待される2)。

4　「ユークリッド公理系の起源」―――話の筋書き

「ユークリッド公理系の起源」は，上記の通りわが国でも既に何回か
紹介されたわけだが，病中の私を眠らせなかった程の「革命」的業績
といった手前，やはりここでも一言せざるを得ない。批判的な伊東氏
の論文や，ゼノンの逆理を中心にした私の過去の紹介（共に前出）など
と，できるだけ

ちょうふく
重複しないように，かなり原文の趣旨に忠実な解説を

試みてみたいと思う。もっとも，伊東氏の論文は本稿とは別に一読を
おすすめしたい。
サボーは純粋数学の起源を（第 2節の引用でも述べたように），ギリシャ
哲学，特にエレア派の哲学におこうとする。すなわち彼はこの数学の
起源の問題を，第一に（背理法などの）間接証明法が形成される歴史か
ら，第二に（定義・公準・公理など）数学における「自明なこと」の概念
の形成史から，それぞれ考察し，従来の数学史によく見られた意見で
ある，純粋数学の母胎をプラトンの中に求めるという説に修正を迫る。
エレア派こそ純粋数学とプラトンとの共通の祖先だ，というのが彼の
説の骨子であって，そのだいたいの筋書きは次のようになる。
まず間接証明法については，その誕生こそ真正の純粋数学の生まれ
るときでもあって，それは経験的数学の自己発展によるとするよりも
エレア起源とする方が，その哲学から見て一そう無難であるとされる。
次に「自明なこと」についてであるが，一番古い時代の「自明なこと」
は，経験的―直観的なものであったのが，前 5世紀頃から反経験的―
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反直観的のものに変ってきて，しかもそれは間接証明法の生まれるの
と時を同じくしているといわれる。この二つは相携えてエレア学派を
指すという仕組みなのである。そして『原論』第 7巻の「単位」「数」
「偶数」「奇数」などの定義や，有名な「全体は部分より大きい」など
のいくつかの公理が，エレア派に起源をもつものであるとして，断定
に近い口調で主張される。
このように大胆な主張は何を根拠として唱えられるのか，それは一
種の空中楼閣ではないだろうか，こうした疑問は誰にもすぐに起こる
ことであろう。実際，われわれはしばしばギリシャ数学史の決定的な
資料不足について述べ，さらに，その

とぼ
乏しい材料をやりくりして組み

立てられる推測の網についても述べてきた。したがってサボーが新説
を出したという事実は別に驚くに当たらないけれども，その説が従来
の定説を打破しうる力をもっているというならば，それは大いに問題
であって，少なくとも相対的な意味にもせよ客観性のある論拠がそこ
に与えられねばならない。ここにサボーお得意の，術語の意味の変遷
を見るという方法がものを言い始める。われわれは次にその点につい
て述べることにしよう。

5　「定義」「公準」「公理」

ユークリッドの『原論』の初めには，周知のように定義，公準，公
理の三つが掲げられている。これらは普通は上から順に，「術語の意
味を定めること」，「幾何学上の自明の真理（作図の公法その他）」，「より
一般な自明の真理（相等の公理その他）」などと説明されることが多い。
もっとも数学史の専門家の間では，従来からこの点をめぐって種々の
異論があって，上のように単純率直には，きめつけられぬ点もあるの
であるが，それにしてもサボーは上の説明に対して極めて根本的な反
省を求めるのである。
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簡単に言うと，ユークリッドの時代までに用いられた「定義」「公
準」「公理」の原語は，元来すべて対話討論の法，すなわち弁証法のき
まり文句のようなものであり，しかもそのどれもがほぼ同じ意味に用
いられていた―――サボーはこう指摘し，さらに，それらの用語の意味
の変遷に注目する。すなわちそれらの言葉は，『原論』の中に定着す
る迄の間に，学派の違いや意味の変化によって，お互いの間におのず
から或る種の区別を生じ，それがひいては上記のような解釈を誘った
のだと考えられるのである。
この点でアリストテレスの役割は特に注目される，というのは，こ
の人の組み立てた優れた論証理論こそ，定義，公準，公理などの言葉
のもっていた歴史的ニュアンスを

ぬぐ
拭い去り，今日に続く一つの解釈を

後世のために確立したものだと，サボーは見ているからである3)。
そこで次はいよいよ，「定義」その他の言葉が初めにもっていたと
思われる歴史的用法の検討の段階である。
ここで本題に入るに先立ち，ちょっと注意しておきたいことがある。
それはユークリッドの『原論』が，前 3世紀の昔から 20世紀の今日に
到るまで，平穏無事に伝承されてきたのでは決してないという事実で
ある。数多くの異本を整理統合した『原論』再現の仕事は，古典学者
ハイベルク（Johan Ludvig Heiberg, 1854�1928）を初めとする多くの学者
の努力によって，今世紀の初めにようやくでき上がったものであって，
しかもサボーの仕事の出た今日では，その編集方針自体が再び根本的
に検討されかねない状態になっているのである4)。
こうした事情を頭におくと，定義公準・公理の原語にいくつかの異
例があったとしても，別に不思議というには当たらないであろう。下
の表はサボーの説によって作ったものである。
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ユークリッド『原論』 プロクロス
　『原論第一巻注釈』

定　義 ὁροι（ホロイ） ὑποθἐσις（ヒュポテシス）
公　準 αἱτἠματα（アイテマタ） αἱτἠματα

公　理 κοιναἱ ἔννοιαι （例外なく）άξἱωματα
（コイナイ・エンノイアイ）（アキシオマタ）

この表の言葉はすべて複数形で与えたが，話を簡単にするため，以
下では原則としてこの形を用いることにしたい。ところでこの内，公
理を意味するコイナイ・エンノイアイというのは，“万人に共通な表
象”という意味をもっており，公理を証明なしの自明の真理とする見
方の起こりは，まさにこの言葉の中にあるということができる。とこ
ろが他方，これは，ユークリッドの時代以後に始まりむしろローマ帝
政時代（紀元後 1�2世紀）に全盛期をもった後代のストア学派の用語で，
この言葉が用いられた背後には，上に述べたアリストテレスの解釈の
影響が既に現われていたと考えられる。そうなると，前 5世紀から前
3世紀にかけての語義の変遷を問題にしようという現下の問題に対し
ては，その言葉は考慮からはずされるべきであり，その代わりには，上
表のプロクロスの『注釈』で使われたアキシオマタが取り上げられね
ばならない。
他方，定義を意味するホロイに対しても，同じプロクロスに現われ
たヒュポテシスが主として吟味される。これは，後者の方が用例の幅
が広いためのようであるが，特に無理なこととは思えない。実はこれ
らの他，意味用法の似た別の言葉が弁証法の中ではいくつか用いられ
ているのだが，サボーはこの状況を指して，古代ではこの種の言葉の
用法が必ずしも固定されていなかったためだろうと述べている。そう
いえばこのような状況は，今日の最先端の数学においても，しばしば
見られるところである。
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これだけの準備を経た上で，彼はいよいよヒュポテシス，アイテマ
タ，アキシオマタなどに関する吟味を開始する。

6　ヒュポテシスの論法と間接証明法

ヒュポテシスは英語の hypothesis（仮説）の原語で，もとの意味は“下
におかれたもの”という位のところである。古代では数学で「定義」
の意味に使われている他，哲学者などの間で「数学の原理」という意
味で用いられた例もあり（プロクロス），またさらに広く，弁証法の中
で，「仮定」の意味に使われた例も非常にたくさんある（プラトン『メノ
ン』，『国家』etc）。要するに議論の前提というようなことなのである。
ところが，プラトンの弁証法では仮定（ヒュポテシス）は相手の同意を
得て立てられたと言われる。もちろん仮定なるものは一般にでたらめ
に立てられるものではなく，後あとの見透しが

あらかじ
予め十分に読まれてい

なくてはならない。プラトンも対話篇の中で，“仮定を吟味せよ”とか，
“信頼できる真なる仮定”とかということを，しばしば口にしている。
その吟味がどんなものか，それがわれわれのこの次の問題である。な
お，こうした意味での公理論の祖としてはよくアリストテレスの名が
挙げられるが，すでにプラトンにそういう実際の例がある以上は，ア
リストテレスよりプラトンの方が「祖」にふさわしいし，サボーに言
わせると，本当はエレア派のパルメニデスやゼノンの方がもっと古く，
かつ重要だということになる。
プラトンはヒュポテシスの論法の実際を示す例として，幾何学を例
にとることが多い。（たと

例えば『メノン』，これは手近くは
『世界古典文学全集』第 14巻『プラトン (1)』筑摩書房，1964

に入っている。）そしてここから，幾何学と弁証法とは極めて親しい間
柄のもので，どちらが古いかは別であるが，同一の系統の学問だとい
うことが推測される。
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ところで言うまでもないことかもしれないが，プラトンのヒュポテ
シスの論法においては，仮定自身よりもそれから得られる帰結の方が
大切である。仮説が真と見られる場合，その帰結も真と見られ，これ
にはしばしば，「つじつまが合う（シュンポネイン）」という言葉が用い
られるが，実をいうとこの言葉は「つじつまが合わない」という否定
形で使われる方が多いらしいのである。一つの例として，「知識とは
何か」を主題とするプラトンの対話篇『テアイテトス』（前出，岩波文
庫にあり）をとると，それでは「知識と感覚的知覚とは同じか違うか」
という問題に際して，これを同じと「仮定」すると矛盾に陥るので（第
29，30節），この仮定は支えられないとされている。
要するにヒュポテシスの論法では，それが「基礎」という意味に用い
られた場合なら，帰結自身が問題になるけれども，それが「暫定的仮
定」の意味に用いられた場合には，帰結に矛盾があるかないかが第一
の問題になるというのである。したがって「仮定を吟味せよ」という
言葉にしても，否定したいヒュポテシスなら早く倒れてほしいし，そ
うでないものなら無暗に倒れないでほしい。そうしたことを頭におい
た吟味というべきなのである。
ところがプラトンの弁証法での帰結吟味の手続きはつねに一つで，
結局いろいろな帰結の間でつじつまが合うかどうかが問題なのである。
今日の言い方を使うと，無矛盾の判定法はなくて，矛盾の判定法だけ
があるというわけである。そして，仮説からの帰結がともかくも認め
られるのは帰結が仮説と矛盾しない場合に限る―――とサボーはいうが，
ここ迄くるとそろそろ眉につばをつけて聞く方がよいのかもしれない。
こうした論法は今日の数学では極めて自然なものなので，この説明は
かえって現代数学の考え方を過去に投影したものではないかと疑われ
るからである。しかしその反面，それは人間の思考の本性に基づくこ
とのような気もするので，これだけでは，余りどちらかに割り切った
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結論は出さぬ方がよい。
以上のような保留条項はあるにもせよ，要するに弁証法は

まった
全く間接

証明法の上に立っているようである。しかもプラトンの口ぶりなどか
ら察するのに，間接証明法はむしろ幾何学の特質と見られていたらし
い。―――以上のことは一応承認してもよさそうであって，これを認め
ると今度は幾何学と弁証法とのどちらが古いかが，改めて大切な問題
になってくる。

7　弁証法と幾何学

弁証法と幾何学との古さを比べる問題に対して，サボーは，弁証法は
数学より古く，むしろ数学は弁証法の一部だと結論する。今日の数学
者の中には、あるいはこの結論に不満を感ずる人も現われるかもしれ
ない。しかし，別段，天地

かいびゃく
開闢以来「数学」という理論的学問があった

わけでもないだろうから，メソポタミヤやエジプトの数や図形に関す
る技法が弁証の術の中であげつらわれている内に，今日につながる理
論的数学の原型ができたといっても，さほど数学をおとしめた推測に
はならないであろう。むしろそうして生まれた「数学」なるものが，特
に西欧の学問的伝統全体を底流する理論的性格を獲得するようになっ
たという事実の方が，

ちんちょう
珍重すべくもまた不思議なことと言ってよいで

あろう。
ともかく，数学と弁証法とはどちらが古いかと言ってみても，その
時代に

しか
然るべき数学の例は見当らない。また間接証明法の数学上の実

例を古いギリシャの文献で捜してみても，せいぜい，あると思えばそ
れらしいが，ないと思って見れば神通力を失うといった程度の資料し
か見当らない。数学のことで確かな処といえば，まず√

2の一件あた
りであろうが，第 3章，第 4章で述べた通り，それの確実な証拠はとい
うと，一挙にアリストテレスまで時代が下がってしまう。こうなると，
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紀元 5世紀のシンプリキオスの伝えるものではあるが，エレアのゼノ
ンの

きびゅうほう
帰謬法的論法―――

たと
例えば，もし存在するものが「多者」であると

仮定すると，そこからはその多が有限であるという結論と，無限であ
るという結論とが一緒に出て，論理的な矛盾を生ずる―――が，かなり
大きい評価を受けざるをえない。
もっとも，これで背理法の起源の話がすっかりおさまるわけではな
い。私はかつて，ギリシャの文献より古いものを含む可能性のあるも
のとして，『聖書』の一部，メソポタミア出土の資料による『世界最古
の物語』（ガスター著・矢島文夫訳，みすず書房，1958），『ホメーロス』，
『オデッセイヤ』などをとり，その中に間接証明法の根跡はあるまい
かと，予備的ながら捜してみたことがある。今のところはっきりした
結論は得られていないが，特に『聖書』の方は，その内に，もっと徹
底的に調べてみたいと思っている。ともかくこの辺は，曲りなりにも
サボーに切りこんでみたい論点の一つである。
もちろんサボーの説の範囲でも問題はまだ終っていない。ゼノンは
それをどこから得たかとか，彼は当時の数学からヒュポテシスの論法
ないし間接証明法を学んだのではないか，などという疑問はすぐにも起
こってよいことであろう。ただそれに答えてくれる具体的な証拠は何
一つなくて，しかもその一方，青い鳥はゼノンの目の前にいた。

きびゅうほう
帰謬法

的論法に最も長じた古代人として，彼の師パルメニデスという人物が
既にいたのである。
パルメニデスはアナクシメネス（Anaximenes of Miletus,前 585�525）の
宇宙生成論―――空気は稀薄化して火となり，濃厚化して風，水，土……
星となる―――に対抗して，「有るものだけが有る，有らぬものは有らぬ」
という論法を用いたといわれている。この論法の相手はアナクシメネ
スでなくて，「万物流転」のへラクレイトスだという意見もあり，資料
ぬきの素人考えでいえば，「万物は数（=多者？）」のピタゴラスだっ
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たとしても，小説としてなら結構通用しよう。というのがパルメニデ
スのいう「存在」はあくまで「不動不変」の「一者」であって，彼が
弟子のゼノンと共に「多者」あるいは「運動」に対して行なう反論は，
並みたいていの烈しさのものではなかったからである。このようなこ
とについて，手近い処では
山本光雄訳篇『初期ギリシア哲学者断片集』（岩波書店，1959）

がかなり便利な資料になる。もちろん本格的には，有名な
H. Diels u. W. Kranz, Fragmente der Vorsokratiker（ソクラテス以
前の断片集）

が手始めである。
以上，いろいろ面倒な話になったが，要するにサボーは，“諸般の事
情を考慮すると，間接証明法が前 5世紀のギリシャにおいて，かなり
普通に知られた論法だったと信じよう”と言っているのである。それ
がエレア学派の方を向いた話になっていることは言うまでもない。
さて以上の考察から，一つの重要な副産物として，プラトン学派に
対するエレア学派の重大な影響ということが浮び上ってくる。すなわ
ちプラトンは知ということについて，感覚の介在する知と介在しない
知とを分け，後者の優越性をつねに強調するが，感覚や経験を超えた
知を高しとすることこそ，超経験的存在の唯一不動性を論ずるエレア
学派の一つの大きな特色であり，プラトンの同じ傾向はむしろエレア
の遺産と見られるという見方である。
こういう場合，われわれは古い常識に何となくしばられ，どうかす
ると眉につばをつけ過ぎて，新しい説を話半分に聞く傾向をもってい
る。新しがりのおっちょこちょいも，もちろん困ったことで，梶のと
り方のむずかしい処ではあるが，それにしても，プラトンの中身が本
当に分ってきたのは，きびしく言うと 19世紀の哲学史研究の所産で
あるし，その背後には，プラトン学派の文献が比較的多く後世に残っ
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たという事情も，ものを言っているかもしれない。もちろん多数の文
献が残ったことこそ彼の学問の重さを示すとも言えるけれども，偶然
がそこに働いていないと断定できる理由もまた存在しない。いずれに
せよ，事は余りに古いので，代わりに，いたずらな偏見を去って心の
自由を守りたいところである。
お説教はともかくとして，感覚不介在の知を重んずることが，本当
にエレア‐プラトンの傾向であるとすると，間接証明法のエレア起源
というサボー の説には，さらにもう一つの支えが加わることになる。
―――というより，彼はそれを勘定に入れて話を組み立てているのであ
ろう。それというのが，少し前に述べたことで，プラトンの弁証法に
おけるヒュポテシスの帰結は，論理的矛盾が出るか否かで吟味された
というサボーの意見を思い出していただきたい。すると感覚的知覚に
もとづくような真偽判定の道を閉ざされた学派にとっては，この判定
法こそ真偽判定の可能な手段として，ほとんど唯一のものであること
が分ってくるはずだからである。話がこの辺まで来ると，先刻来，私
が眉につけておいた　・つ・ば　は，残念ながら次第に涸れてきて，この一連の
筋書きに関する限り，私はどうもサボーの説に従いたくなってしまう。
なおこういう事情を頭におくと，プラトンがその対話篇『パルメニ
デス』の中で，自分の恩師ソクラテスを，パルメニデスやゼノンの弟
子か何かのように

ふ る ま
振舞わせていることも，少しも不思議ではなくなっ

てくる。実際，『パルメニデス』におけるソクラテスはまだ 20歳位，そ
こに居合わせた人びとの中の最年少で，パルメニデスは彼に“お若い
の，仲々やるね”というような調子で接しているのである。
いうまでもないことと思うが，ゼノンを，ソフィズムの間接の祖先
とする位ならばともかく，れっきとした一人の「ソフィスト」とするこ
とは誤りであり，ソクラテスを「ソフィスト」という悪玉の犠牲となっ
た人物とすることでさえ，必ずしも信ずるに足りぬ俗説である。『パル
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メニデス』のソクラテスが，論敵ソフィストの主領に師事しているの
はおかしい，などと考えては，むしろそちらの方がおかしいのである。
ちょうど都合よくソフィストが出てきた処で一言しておくと，サ
ボーは，エレアの学問がその後二つに分かれ，一方では言葉の

あげあし
揚足と

りのようなソフィスト論法（エリスティケ）や，プラトンの弁証法（ディ
アレクティケ）に流れると共に，他方では前 5世紀の理論的数学の開花
への道を拓いたと言っている。
なお，ギリシャ数学との関係には触れられていないが
田中美知太郎『ソフィスト』（『田中美知太郎全集』第 3巻所収，筑摩
書房，1969）

は，今述べている方向の考え方について大いに参考になりそうな文献
である。

8　「仮定」はいかにして「定義」となったか

今までの話によって，「ヒュポテシス」の論法が間接証明法を伴う
もので，古代の理論的数学の形成に大きい役割を演じたということは，
ともかくも説明できたと思う。しかしこのことと，現在，『原論』に
おいてそれが「定義」と解されているという事実とが，どこでどのよ
うにつながるかは依然として問題である。実際，6節の初めに述べた
ように，ヒュポテシスには「暫定的仮説」の意味と共に「数学の原理」
という意味もあり，しかもさらに，少なくとも『原論』のある伝承の
中では，もっぱら「定義」という意味として用いられているのだから，
その事実に対する説明はどうしてもほしい処である。
実はユークリッドの『原論』の「定義」には多すぎる面と少なすぎ
る面とがある。定義の中には，必ずしもそれを掲げなくても話の通ず
るものもあるし，その反面，やかましく言うと，

たと
例えば「平行四辺形」

という言葉が「定義」なしに用いられていたという不備もある。この
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事実などは小さい見おとしとして
み の が
見逃すとしても，一般にこれらの事

情は，ユークリッドの「定義」なるものが，ユークリッド以前にあっ
た別の研究における「ヒュポテシス」「ホロイ」などの，必ずしも十
全の吟味を経たとは言えない

う
承け

つ
継ぎだったのだろうとして，新たに

説明されている。しかしサボーはさらにこれから一歩を進める。すな
わち彼によると，

たと
例えば「単位」「数」「偶数」「奇数」「図形」等々の

ヒュポテシスは，今日いうところの「定義」となる前に，実は最も古
い「数学原理」でもあったのであり，しかもそれらの「原理」自身が当
初においては「仮定」だったはずだというのである。すなわちそれら
の術語は，説明あるいは証明のできないものとして，理論体系の初め
に前置されたものであるらしく―――プラトンにはそれを裏づける記述
があり，アリストテレスはそのことを明記している―――，その意味で
は確かに「数学の原理」と呼ばれるだけのことはあったわけだが，一
方，6節の初めにすでに述べた通り，ヒュポテシスは相手の同意を得
て立てられたものであり，その点からいうと，その「原理」はまず「仮
定」の形で提出されたということらしいのである。
しかも問題はそれに止まらない。実際，「不変不動」の「一者」を重
んじて，「多者」の概念や「運動」の概念は真正の学問の対象になりえ
ない，と論じたエレア派を一方におき，他方でこれの相手というもの
を考えるならば，「数」「偶数」「奇数」などの「多者」や，「多者」を予
想する「単位」，あるいは，点の「多者」なり，点の「運動」なりを予
想しそうな「図形」の概念などは，当然エレア派の苦情を招きそうで
あり，したがって，その同意を得た後でなければ話はなかなか前進し
なかったはずである。もちろんこれは，一方にメソポタミヤやエジプ
トから伝来の経験的数術を理論化しようとするある学派があり，エレ
ア派がその学派の論敵として一役買っている，と考えた場合の話であ
る。またここに言う論敵なるものは，ことによると一つのエレア学派
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の中に形づくられた仮想敵国であった可能性さえないわけでない。そ
のいずれにしても，現にエレアのゼノンの同時代に，「数学者」オイ
ノピデスの名が残っている。その人が初めて「直線外の 1点からその
直線に垂線を下ろすこと」，ほか一件の問題を「証明」したという伝
承のあるのもおもしろい。その程度の「作図法」は，実際にはとっく
の昔にできていたはずだから，それがここでわざわざ述べてあるのは，
やはり何らかの意味での理論的問題があったに違いないし，そうなれ
ば，それは多分にエレア派との関係を

し さ
示唆するのである。

これとは別に，サボーは「定義」に相当するもう一つの言葉「ホロ
イ」の始まりも，やはりパルメニデスだと主張している。それという
のが，パルメニデスがアナクシメネスの宇宙生成論を論難したときの
論法は，まず「存在」を「非存在」から「切りはなす」ことだったの
だが，この「切りはなす」という動詞（ホリゼスタイ）こそ，「ホロイ」
の動詞形なのだというわけなのである。この辺のところ，いろいろ理
由が重なって一段とエレア説は強固になったはずであるが，聞いてい
るこちらの方は何か不安が残らぬでもない。遠慮なく言うと，一発必
中の決定打の不足を，これでもか，これでもかの連打で補っているよ
うな気さえする。すなわち，この辺のところ，全体の筋書きはまずよ
いとしても，このホロイの一件など，やや勇み足の恐れがあるのでは
なかろうか。少なくとも私には，パルメニデスを，「切りはなし」型
の「定義」の最初の人だと言う場合，それ迄の数学の歩みがおそすぎ，
その後の数学が早すぎるように思われる。もちろんこの反対の考え方
も可能であろう。実際，19世紀から 20世紀にかけての百年は，ギリ
シャ時代の或る百年間に勝るとも劣らぬ足どりを示しているから，こ
れをもってそれを見れば，パルメニデス時代の数学の足どりも，さし
て早すぎはしないかもしれない。ただ 20世紀には

ぼうだい
厖大な過去の蓄積

があるのに対して，ギリシャの方はどうであったか，かなり怪しいと
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ころがあるように思われる。こういう問題に関連してもメソポタミヤ
やエジプトからの数理的伝承などが，また改めて気にかかって来るけ
れども，散策をうたう以上は，例によってこれも結論ぬきのまま放り
出す他ない。

9　アイテマタとアキシオマタ

ヒュポテシスの話は少し長くなり過ぎた上，私の話術のまずさもあっ
て，必ずしも分りやすいものにならなかったかもしれない。しかしと
もかくこの後の話は大いに，はしょってしまおうと思う。
簡単にいうと，アイテマタ（公準〔複数〕）も，アキシオマタ（公理〔複

数〕）も，もとの意味は弁証法の言葉であって，“どうか～を認めて戴
きたい”という申し出の用語に他ならない。サボーは，アルキメデス
（Archimedes, 前 287頃�前 212頃）（アリストテレスではない）およびアルキ
メデス以前の数学的文献に，「アキシオマタ」を，「信ずべき前提」あ
るいは「自明の真理」と解しうるような文例は皆無である，と断言し
ている。要するにそれらの言葉は，ヒュポテシスのときにも述べたよ
うに，あることを議論の出発点とすることについて，相手の同意を求
めるときの言葉で，それ以外の説明はすべて後世の，恐らくはアリス
トテレスの，解釈の影響下にあるというのである。ついでに断ってお
くと，サボーはアリストテレスの精密な論証理論が，古代の数学，

たと
例

えばアルキメデスの数学論文の中で，実際に用いられた形跡はないと
明言している。これは傾聴に値する事実だと思われる。
これより一段と重大な問題で，しかも私の個人的印象では，先の，合
わせて一本的な連打に比べて，まさにサボー快心の一打といいたい一
件がある。それは『原論』の二，三のアキシオマタの立てられた事情
を推測する話である。彼に言わせると『原論』のアイテマタやアキシ
オマタは，経験的要素が強かったり，「多者」や「運動」の概念に関係
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があったりして，元来エレア派の喜びそうにないものであったという。
その中でも特に，「全体は部分より大なり」や「同じものの半分同士
は相等しい」などの「アキシオマタ」は，有名なゼノンの逆理の一つ，
「ある時間とその半分とは相等しい」を思い起こさせて，いかにも「ど
うか上の二つのアキシオマタを認めて戴きたい。さもないと幾何学が
少しも動き出さない」というようなニュアンスをただよわせていると
思われる。私はこの辺のサボーの主張には，大きな真実が隠されてい
るという思いを禁じえない。
以上のように考えてくると，或る「仮定」を「ヒュポテシス」と呼
び，また或る「仮定」を「アキシオマ」「アイテマ」（単数）その他の
名で呼んだのは，個々の学者や学派の好みに左右された一個の偶然の
ように思われる。恐らくその中から，まず「ヒュポテシス」が「意味
づけ」という風な性格に傾いていき，他方，アキシオマタやアイテマ
タも，次第に，原理というような気持の或る傾向を示し始めたものな
のであろう。私はここでしばしば，「群」「環」「体」とか「正規空間」
「正則空間」などという，現代数学の用語の選び方の“偶然性”を連
想する。実際，今日「群」と呼ばれている対象が，歴史的偶然によっ
て「体」とか「環」とかと呼ばれていたとしても，別に苦情は起こら
なかったはずである。
いずれにせよ，特に古代の整数論の方面の「基礎づけ」は，相手が
数えあげ可能で，割合にねじふせやすい対象であったためか，「数とは
何か」，「偶数とは何か」などの，「意味づけ」という形の「仮定」ない
し「原理」を前置するだけで事がすむことだったのであろう。これに
対して幾何の方は，運動，連続，無限などの難問をかかえ込んでいる
せいか，とても対象の「意味づけ」ぐらいで形のつく問題ではなかっ
たに違いない。そこで人びとは手をかえ品をかえて，「どうか～を認
めて戴きたい」との申し入れを繰り返さねばならなかったのではある
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まいか。ユークリッドの『原論』第 1巻の最初に掲げられた「定義」
「公準」「公理」の三つの区別の真相は，実はこういうことなのだと，サ
ボーは推測するのである。
もちろん，以上の説を受け入れても，その線上に『原論』の形成過
程を再現するのには，なお多くの困難がつきまとうことであろう。特
に根本的資料の不足ということは致命的で，それだけに，将来なにか
決定的な資料の発見でもあれば話は別だが，いかにサボーの説の説得
力が強くても，建てたり崩したりの論議の種は今後もやはり尽きない
であろう。実際，私なども，サボーのこの論文には心服に近い気持さ
えもっているくせに，その反面，心の隅では，誰かメソポタミアあた
りで古い図書館でも掘りあてて，そこから間接証明法の歴史を一変す
るような資料でも引出してはくれないものか，と思ったりすることが
ある。もっともその時でも，20世紀半ばにおけるサボーの仕事は残る
ような気がする。それは 19世紀の数学史学の仕事が，サボーに超えら
れた後も依然として残っているのと，結局同じようなことなのである。

× × ×
私はまだこの先に，このサボーの論文が，ひとり古代数学史と言わ
ず，古代の哲学思想史全般について，非常に大きい影響をもつことを
書こうと思っていた。それは上の話の細かい中身よりむしろ大切な問
題だったとさえ思われる。しかしすでに少々話が長くなり過ぎたこと
だし，それは別の機会のことにしよう。というよりも，賢明な読者諸
氏はすでに，サボーの仕事の中に重大な思想史的意義の潜んでいるこ
とを，十分に看取しておられるだろうと思う。ただ心配なのは，

ことがら
事柄

がかなり厄介だった上に話のまずさが加わって，そういう処までは話
の内容が伝わらなかったのではないかという点である。

注
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(1)　本書発行現在，ハンガリーのサボー教授宅には中村幸四郎，伊東俊太
郎の両氏と私との三人の日本人が，入れかわり訪ねている。同教授の話
によると，例の論文に対するわれわれの反応は，世界中でとびぬけて早
くまた真剣であった由である。こういうことをあえて書いたのは，われ
われの先見の明を誇るためではなく，この分野における日本の学界の水
準が必ずしも低いものではないことを示すためである。

(2)　私が初めてこの記事を書いた 1968年暮以後，1973年現在までに，既
刊未刊を併せて，私の手許にはすでに数編のものが届いているが，その
内ここでは特に Die Anfänge der griechischen Mathematik（ギリシャ数
学の起源），Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969という著書を挙げておく。

(3)　ここには以前からいろいろとむずかしい問題があった。そのことにつ
いては，戦前にも
末綱恕一・荒又秀夫『数学通論』（岩波書店，1942）

の中に示唆が与えられている。
(4)　『原論』復元のことについては，手近くはヒース（T. L. Heath著，平
田寛訳『ギリシア数学史（上）』，共立出版，1968）を見られたい。ただ
しこの本は約半世紀前に書かれたもので，全般的にかなりの修整を必要
とする。より本格的ということになれば，（その原書の親本である T. L.

Heath，A History of Greek mathematics, Vols. 1, 2, Cambridge, 1912な
どよりも）
Á. Szabó,“Anfänge der griechischen Mathematik”, 1969（『ギリシャ
数学の始原』中村幸四郎他訳，玉川大学出版部，1978）
『ユークリッド　原論』（訳・解説　中村幸四郎・寺坂英孝・伊東俊太
郎・池田美恵，共立出版，1971）

などをひもとくベきである。



第 6章　サボー革命 (II)

―――ギリシャ初期の比例論―――

1　プラトン革命説への異論

前章では，ユークリッド幾何学の公理系の形成に関するA.サボーの
説を
《Anfänge des euklidischen Axiomensystems（ユークリッド公理系の
起源）》，1961.

によって紹介した。しかしこの論文の意義は単に「数学」の一部たる
幾何学の起源の問題だけ―――といってもこれはこれで大変な問題だが
―――に止まるものではない。現に彼は上の論文の最後に，「新しい観点
からする初期ギリシャ数学史の諸問題」という一節を設けてその意図
をほのめかし，さらにその後いくつかの論文によって実際にその“諸
問題”に迫っている。今回はその方面における彼の活動の一端を紹介
してみよう。
別に数学史学に限ったことではないが，一般に学問が学問らしくな
るところでは，それはしばしば先入観との戦いという形をとる。「起
源」の第 5節であるこの「初期ギリシャ数学史の諸問題」の場合も，そ
れは先学ツォイテンに対する挑戦になっていて，便宜上その論点は「作
図と数学的存在との関係」，「いわゆるプラトン革命について」の二つ
に分かれている。
まず第一の論点について述べる。ツォイテンの意見によると，古代
ギリシャ数学において，作図可能ということは図形の“存在”の保証で
あるという。手っとり早く言えば，これは，ギリシャにおいては作図
可能なものこそ本当の意味での数学の対象だったとする主張で，この
意味からすると，直線や円の作図に関するユークリッドの公準は，彼

89
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の世界における真実在の基本的性格を表明したものと見られることに
なる。
しかしこのツォイテンの考えにサボーは反対する：ユークリッドの

『原論』に現われる或る種の存在定理，
たと
例えば「有限個の素数に対して，

そのどれとも異なる素数が存在する」（第 9巻，命題 20）などは，別段，
作図によってその存在が保証されているわけではなく，証明は間接法
によって行なわれている；ところがその証明の手本はパルメニデス‐
ゼノンのエレア学派の論法にある上，同じ考え方は作図可能性の本質
についても，重大な

し さ
示唆を与える，とサボーは言うのである。

そういえばエレア哲学の中心問題は「存在」あるいは「一者」とい
う抽象的なものであり，彼らは

たと
例えば「存在がある (Das Seiende ist)」

を示すのに，「存在はあらぬ」とか「存在はあり
か
且つあらぬ」などの

仮定から矛盾を導くという，間接的な方法をとっている。数論におけ
るいくつかの存在証明はこれに習ったのだと言われても，さほど不思
議な気はしないようなしろものなのである。さらに幾何学についてサ
ボーはこう付け加える：幾何学は，点や線のように元来は感覚的であ
るものから事を始めるので，エレア学派本来の“存在”の範囲を逸脱
しており，ひいてはその存在証明も作図という，（一見）実際的な形を
とるようになってしまったのであろう；ただし哲学的に見れば，その
ような図形は「存在」でも「非存在」でもない中間的なもの―――感覚
的な図形の形をかりて理想的な「図形」を

し さ
示唆している何物か―――で

あり，かつこの見方こそ，ギリシャにおける幾何学の公理的理論の形
成をうながした原動力であり，またサボーに言わせれば，それこそ（エ
レア派の後継者であるところの）プラトンが数学を見る見方でもあるの
である。
以上の議論からも推測されるように，経験的・断片的な段階の幾何
を，理論的・体系的な学問に昇化させた原動力は，プラトンの中にこ
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そ求められるべきであるとするところの，いわゆるプラトン革命の説
に対して，サボーは或る種の異論を持っている。これが上記の第二の
論点である。
「プラトン革命」という名前は，例のツォイテンが 1913年の或る論
文の標題に用いたもので，有力な意見とはいうものの，学界全般の承
認を得ているものではない。特に，幾何学のもつ論証的側面を誤解し
たり嫌ったりする人びとの間では，（おそらくはプラトン哲学全般に対す
る反対意見をも内に含んで，）プラトンを数学の発展に害を与えた人と見
る例もかなり数多く見られる。その反面，大筋はツォイテン説の線上
にありながら，それに何らかの修整を加えようとした人も，（O・テプ
リッツ (Otto Toeplitz, 1881�1940)，O・ベッカー (Oskar Becker, 1889�1964)，
B・L・ファン・デア・ワルデンなど）と，けっして少ないわけではない。
サボーは大局的にはこの後者のグループに入るが，その意見はもう少
し

はげ
烈しくて，「プラトン革命」というものは近代の生んだ推測ではあ

るまいかと主張する。すなわち，プラトンが数理思想の中で物を言っ
たり書いたりしたのは事実だし，後世に対するその影響ももとより無
視しがたいものではあるが，彼が「革命」を行なったという点につい
ての具体的な根拠はない，と言うのである。

SA
R

P
Q

R

B C

第 6.1図

実はここにはキオスのヒ
ッポクラテス (Hippocrates of

Chios, 前 5 世紀後半)という人
物の業績評価の問題がからん
でいる。ヒッポクラテスとい
っても医聖として有名なコス
生れの人とは別人で，前 5世
紀の後半あるいは末頃にアテ
ナイを中心に活躍した数学者であり，業績としては新月形の正方化と
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立方倍積問題への寄与が有名である。立方倍積問題には今は立ち入ら
ないことにして，新月形の正方化というのは，前頁図の斜線の部分の
面積を求めることである。すなわち

AB2 +AC2 = BC2 （ピタゴラスの定理）
∴ 半円ABR+半円ACS =半円APBCQ (*)

この両辺から弓形ABPとACQとを除くと
‘新月形'APBR+ ‘新月形'AQCS = △ABC

というわけだが，ここで (*)を出すのに，円の面積が直径の平方に比
例することが使われていることは，注目に値する。というのは，この
ことの証明が，ユークリッドの『原論』の中では，近世になって「

と
取り

つく
尽しの法（method of exhaustion）」と名付けられた間接的方法によって
行なわれており，かつ通常その発案者はプラトン派のエウドクソスだ
ということになっているからである。
キオスのヒッポクラテスのことは，断片的ながらアリストテレスを
はじめ，何人かの古代人の記事の中に出てくる。特に，彼が円の面積
は直径の上の正方形の面積に比例することを知っていたとする記録は，
たと
例えば紀元後 5世紀のシンプリキオス (Simplicius, 6世紀頃)のものな
どにも見られる。ただ問題は，その「証明」がどの程度に理論的なも
のだったかという点であり，ツォイテンその他の人びとは，その理論
性を余り高く評価しなかったというだけのことである。もっとも，そ
れにもそれ相応の理由はある。すなわちまず，ヒッポクラテスに関す
るアリストテレス以下の源泉的記事が，少なくとも結果的には，彼に
さほど好意的ではなかったという事情があり，この事情の上にツォイ
テン以下の人びとのプラトンへの強度の信頼を加えると，プラトン以
前の数学への評価はどうしても余り高いものではなくなってくるので
ある。
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ところがサボーは，少なくともエレア学派のことに関する限り，既
に前章でも大分強調したように，アリストテレスの与える歴史的記録
に余り信用をおいていない。数学者あるいは哲学者としては信頼でき
る人が，自分の固有の仕事に関する歴史的序説の中などで，意識的にせ
よ無意識的にせよ，歴史としていかにいい加減なことを書く場合があ
るかは，失礼ながら今日の学界にもよく見かけることである。そこで
サボーの立場からすると，いわゆるプラトン革命の説の起こりは，ひと
つには，このプラトン時代に先立つヒッポクラテスの仕事を人びとが
信用しなかった点にある，ということになる。すなわち人びとは，ヒッ
ポクラテスの時代に既に間接証明法が知られていたということが想像
できず，あるいはむしろ間接証明法発見の功績をプラトン派のエウド
クソスのものとしようとして，プラトンを革命の原動力と見なす一方，
ヒッポクラテスのほうはそれより一段低いソフィストの数学として処
理してしまった―――サボーはこのような解釈の下で，“勝手にソフィス
トの数学なるものを作り，従って勝手にプラトン革命なるものを作っ
たのは，実は近代の数学史家だったのだ”と，大胆なことを言っての
けるのである。
ついでながら，前章で触れた
田中美知太郎『ソフィスト』（弘文堂，1940）

の結論もまた，これと似た方向にあって，“勝手にソフィストの哲学
なるものを作り，ソクラテスの哲学に革命的意義を付与したのは，近
代の哲学史家だった”という意味のことが，書かれている。サボーの
研究よりかなり昔のものであるが，サボーの説と思いあわせてみると
なかなかおもしろい。もちろん，それもこれも，しっかりした史料分
析を踏まえての議論である。
要するにサボーにとって，総合的かつ

えんえき
演繹的な数学は，その当初に

おいてエレア哲学の特殊領域だったのであり，数学の基礎づけ，特に
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幾何学という形での数学の理論的基礎づけの過程の中から，ギリシャ
幾何学は哲学から次第に独立したものと見られているらしい。こうい
う議論を本気で確認しようとすれば，上で触れたアリストテレスその
他の参考文献を精読し，その史料の信憑性を吟味しつつ，多くの議論
を行なわねばならない。もちろん私はサボーの説を全面的に信用しよ
うと言っているわけではないが，それ以前に，信，不信を明確に論ず
ることすら，この通り困難だということは白状しておかねばならない。
ただそれにもかかわらず，敢て言えば，私はこのサボーの説に大きな
真実が隠されていることを信ずるものである。

2　息ぬきの話

ここまで書いてきて，ふと思い出したことがある。
まった
全くの脇道であ

るが，今述べたことの弁明にもなりそうなので，それについて多少書
きとめておきたい。
大司教 (archbishop)の地位にあって，『ノックス聖書』という新しい
英訳聖書を完成した他に，探偵小説まで書くという健全な趣味をもっ
たノックス (Ronald Arbuthnott Knox、1888�1957)という学僧のことは，
割合に広く知られていると思う。ところで，この人の『陸橋殺人事
件 (The Viaduct Murder, 1925)』という作品の終りに，とんでもない人
物を犯人だと早合点して精密な議論を展開したAという男を，頭の回
転はさほど早くもないが着実型のBが冷かすところがある。それがま
た馬鹿に今の話に適切なので，ところどころを適当に抜き書きしてみ
ようという次第である。話はとんだ空中楼閣が消滅した直後のAの反
省から始まる。

「なるほど，僕はいい加減馬鹿だったわけだ。一つの解釈にこれほ
ど迷わされた人間が今迄にあったかね」
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「あったかねだって？ 近ごろの人間は四人の内三人まで迷わされて
るじゃないか。それも大てい借り物の解釈に迷わされてる。その点，
君はまだしも自分の立てた解釈に迷ったんだから……（中略）……こ
こで借り物の解釈といったのは，僕のつもりでは，学者連中が過去
のこと，つまり人類史の意味について述べている

さまざま
様々の学説のこと

なんだが……」
「するとダーウィンやなんか，ああいう連中の説のことかい？」
「いや，そうとも限らない。もっとも，進化論も僕のいったことの
一例にはなるがね。ともかくあれは一個の学説に過ぎんのだが，長
い間はっきり反駁されずに来たものだから，誰もが，それはもう証
明されたもの，というような気になっていて，科学者はこれを定説
のように扱うし，教師はまるで事実のように扱う。いったい学問の
世界では，学者が五十年もの間，上手に嘘をつき通すと，その学者
を嘘つきと呼ぶことはできなくなるものらしい。……まあ，学説を
樹立する人物というのは，何もない平地に波を立てる態の人物でね。
君が，Dを殺したのはCだ，といったときのやり方も，それによく
似ていたよ」
「ふーん。―――僕はつねづね素人探偵になりたいと思っていたんだ
が，―――そいつはどうもあまりうまくなさそうだな。君の話を聞い
ていると，学問でもやった方がよかったかね」
「まったくだよ。人類学者になりたまえ。……（中略）……うん，歴史
でもいい。Cを疑ったときにやったように，人間の性格なんぞはで
きるだけ無視して，確かな証拠はすべて外的な事実から選び出すの
さ。そうすると君は歴史の上で好き勝手な学説が立てられる。もっ
とも，どこかの馬鹿者が大理石の塊かなんかを掘り出して，君の大
学説がすっかり駄目になることもあるかもしれない。そうなったら
そうなったで，その大理石は人をまどわす目的で計画的にそこにお



96 　第 6章　サボー革命（II）　

かれてたんだと言ってのけるのさ。その調子でいけば，君に逆らう
証拠なんぞいくら出てきても，ちっともこわくァないよ。―――もし
それでもうまくいかなければ，最後は批評家という処におちつけば
いいや。ここへ来さえすれば，安全なもンだよ。臆測ばかりやって
る分には，常識的な攻撃なんぞ手もなくあしらえる……」

―――調子よく引用しているうちに，批評家うんぬんまで来ると，何だ
かこちらが叱られているみたいになってきたので，ここいらで引用は
やめるが，私はこれを，“批評家”のつもりで引用したのではない，とだ
けは言っておきたい。すなわちこのノックス大司教の説は，サボーの
説への批判をも含みうるであろうけれども，それと同じくらいの強さ
でもって，プラトン革命説その他，既成の諸学説にもあてはまるとい
うことを強調したかったのである。もちろん自分に対する反省に使う
分にはますます結構である。

3　“（アナロギア）analogia”

サボーはエレア学派の研究に基づいて，プラトン以前の時代に既に，
間接証明法を含む理論的数学ができていたと考える。そして 1960年
の「ユークリッド公理系の起源」以後は，そのことに関するより具体的
な立証という方向に，いよいよその進路を向けていくのであるが，私
の知る範囲で言えば，この方面の最初の試みは
《ΑΝΑΛΟΓΙΑ（アナロギア）》，Acta Antiqua. Sc. Hungaricae（ハン
ガリア学士院古代学学報），第 10巻，1962.

であろう。これは 9ページの小冊子だが，その内容は 3年後には 70

ページ余りの大論文
《Die frühgriechische Proportionenlehre im Spiegel ihrer Termino-

logie（術語に反映した初期ギリシャ時代の比例論）》，Archives for History
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of Exact Sciences（精密科学の歴史論叢），第 2巻，第 3号，1965.

の前半 20ぺ一ジ余りにまで発展した。もしこの二つの論文が，その 3

年間における着想とその結実という関係にあるとすれば，それもまた
極めておもしろい話題になるはずだが，ここでは主として後者に即し
て紹介を試みることにしよう1)。要するに彼は，ユークリッドの公理
論の形成史に用いて成功した術語変遷史による研究法を，このアナロ
ギア（比例）という言葉の周辺にも適用して，古代からの伝承さえ語ろ
うとしない古い時代の数学理論を，何とか浮かび上がらせようと企て
ているのである。
比例に関する理論がギリシャの最も古い時代以来，その数学的諸分
科に共通な一つの顕著な領域であったことは，前 3世紀のエラトステ
ネスをはじめ，多くの伝承によって伝えられている。通説によると，そ
の起源はピタゴラスであり，その最も精密な理論化はプラトン派のエ
ウドクソスであるというのだが，この特に後半の部分については，以下
でサボーの反論をとくと拝聴することにしよう。ただいずれにしても，
このギリシャの比例論なるものは，すでに何度か注意したことである
が，今日の小学生が教わるような整数の比の論などではない。それは
量に関する理論として，少なくともユークリッドの時代迄には，論理
の精密さにおいて現代の無理数論にも比肩しうるほどのものに成長し
ていたのであり，ギリシャの理論的数学の中心的位置を占めていたも
のなのである。このことは，今回の話に限らず，十分承知しておいて
いただきたいことの一つである。
さてこのギリシャ語アナロギア (άναλογια)が，今日の analogy（類

似，相似）の語源であることは言うまでもあるまいが，これは古代では
文法用語であり，さらにその前には「比例」を表わす数学用語だった
と言われている。数学用語が文法用語になった原因は，名詞等の活用
と数学的比例とのそれこそアナロジイだった，とサボーは論じている
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が，今回はそのほうの話は省略する。ともかくそれは数学上の大切な
用語であるうえに，意味の変遷はかなり顕著であり，しかも今日のギ
リシャ語の辞典での説明は，サボーから見て，すべて適正を欠いてい
ると言われる，そしてこの辺のことを吟味していくうちに，「記録一
つない古い時代」の数学が，何かしら，でっち上げられて――― はいけ
ない―――浮かび上がってくる。この間の手なみは，見ていてなかなか
見事である。
彼はまずアナロギアの類語を検討して次のような結論を得る。すな
わち，名詞アナロギアは形容詞アナロゴス (ὰνάλογος)から，また後者
はずっと古い時代に（ちょっと破格の形の）副詞アナロゴン (ὰνάλογον)

から，そしてこの最後のものは（やはり破格の形の）古い副詞句アナ・ロ
ゴン (ὰνά λόγον)から，それぞれ派生したものだと認められる。特に
最後の副詞句は，プラトンや（それと同時代の）アルキュタスの，それ
も数学書の中だけに，確かに残っているものだという。
それではアナロゴンまたはアナ・ロゴンとはどういう意味なのか，こ
れに対する一応の答はユークリッドの『原論』第 5巻の中で得られる。
すなわちそこには，「同じロゴス（比）をもつものをアナロゴンと呼ぶ」
（定義 6）という説明があって，a : b = c : dである場合，a, b, c, dはア
ナロゴンである，というように言ったものらしいのである。しかし語
源学的あるいは文献的な立場からいうと，このアナ・ロゴンが「同じ
比をもつ」というような意味をもつにいたる経路にはいろいろの問題
があり，サボーはこの

あた
辺りに一つの重大な鍵を見つけたようである。

今日の普通のギリシャ語辞典では（有名な Liddel-Scottの辞書なども含
めて），アナロゴンなどの言葉は「ロゴス（比）に従って」というように
説明されるのが常である。しかし，少し話が細かくなり過ぎるようだ
が，「アナ」には「～に従って」の意味はないばかりか，それはむしろ
「アナ (άνα)」（上に）の反対語である「カタ (κατά)」（下に）のもつ意味
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であるなど，そこには奇妙なことがある。ところがそうした事情にも
かかわらず，プラトン時代以後になると，今日の辞書の意味でも，と
もかく話のつじつまは合うといわれる。これは

まった
全くどうしたことかと

言いたいところであるが，サボーはここでうまい知恵をもち出してく
る。すなわち「アナ」には別に「～ごとに」という風な意味があるが，
「アナ・ロゴン」は，それより古い形の「アナ・ロゴン・イソイ (άνά

λόγον ίσοι)（比ごとに等し）」を省略した形ではないか，という意見で
ある。残念ながら，その形は現実には今までどこにも見つかっていな
い。ただ，それをいいことにして，「比例論の歴史はそれほどまで古
いのだ」とたたみかけてくるあたり，ノックス大司教の小説ではない
が，サボーもなかなかの「歴史学者」だと言いたくなるではないか。
ところがこうして現実に無いものを洞察してみると，『原論』をは
じめとして，それで都合よく説明できる用例があちこちに見出される。
というより，これは当然の話で，始めからそうなるように事を運んで
いるのである。もちろん，さほど，うまくいきそうにない例もあるに
はあるのだが，それも大体はいわば誘いのすきというに近く，結局は，
これこの通り説明がつきます，という次第に相成ってしまう。
ただここに，（プラトンと同時代の）アルキュタスの断片その他に見ら
れる或る特例があって，それによると，「アナロゴン」を「ロゴスごと
に等しい」ととるのはよいとして，このロゴスにはいろいろな意味の
あることがわかってくる。すなわち a : b = c : dという場合以外にも，

a− b = c− d

(a− b) : b = (c− d) : d

その他，一対の数の間にこのような或る種の関係が，「対ごとに」な
りたつとき，古いピタゴラス派においては，それらをすべて「アナロ
ゴン」の名で呼んだらしいのである。しかもこれは単に概念的な区別
ではなく，その学派における弦などの音響実験，あるいはそれに伴う
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音階理論などと或る種の密接な関連のあったことが想定される区別で
あって，サボーの『比例論』の論文の後半 40ぺ一ジ余りは，もっぱら
この「比例論と音楽論」というテーマについての考察に捧げられてい
る。「ロゴス」の意味の多様性といい，古代ギリシャにおける幻の実
験再現の試みといい，まことに興味は尽きないところだが，話が長く
なり過ぎるのでこのほうの紹介は別の機会を待ちたい。

4　『原論』における比例論の用語

前節で述べたように，アナロゴンあるいはアナロギアという言葉の
意味は，ロゴスということの意味いかんに，かなり左右されている。と
ころが同じく上で述べたアルキュタス流の広義のロゴスは，アリスト
テレスの中にこそ類例が見られるものの，ユークリッドの『原論』には
まった
全く見ることができない。後者のロゴスは

まった
全く比一本であって，ロゴ

スの意味がこのように狭く限定されたのはいつごろからのことか，ま
たそれはどんなきっかけで生じたことか，今度はそれを考えることに
する。
すぐわかることだが，アルキュタスにせよアリストテレスにせよ，プ
ラトンとはほぼ同時代の人だから，ロゴスの意味がアルキュタスの頃
以後，急に狭くなったとは到底信じられない。そこでこの変化はアル
キュタスより古い時代から既に生まれていたと考えるほうが自然で
あって，この場合アルキュタスやアリストテレスに見られる広義のロ
ゴスは，古い時代のその意味がなお忘れられずに残っていたものと解
釈すればよいであろう。どちらにしても，サボーの言うことだから，比
例論の起源が古いほうへ追いやられるのは望むところで，この辺は特
に改まって言うほどのことではあるまい。
一方，ロゴスの意味が「比」に限定されるきっかけという問題だが，
サボーはこれを，幾何学的な相似の理論のせいだろうと言っている。相
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似と比例のことは，前にフォン・フリッツの章で話したが，サボーは，
今回の記事の初めで触れたキオスのヒッポクラテス，プラトンやアル
キュタスよりかなり古い時代のあの数学者が，相似の理論をたっぷり
使っていることを，自分の主張の一つの傍証に使っている。
ところでここに，今までの話とちょっと違った方向から，ギリシャ
の比例論の古さを示すべきもう一つの論点が存在する。私見によれば，
これはなかなか説得力のありそうなことであって，その眼のつけどこ
ろは，『原論』において「比例」あるいは「比の相等性」を示すのに，
どのような言葉が用いられるかをたずねるところにある。

て っ と
手取り早くというと，それは三種の形があって，第一は，前置詞を
使って「Aプロス (πρός) B（A対B）」とする比の表わし方を用いるもの，
第二は例の「アナロゴン」，第三は「ホ・アオトス・ロゴス（ό αυτος
λογος；同じ比）をもつ」という言い方，となっている。『原論』でこれ
らに密接な関係をもつ第V巻（比例量論），第VI巻（相似形論），第VII

巻，第VIII巻（整数論）などを通覧すると，上の三つの用語は区別な
く同等に使われているように見えるが，さらに注意して見ると，そこ
にはかすかな変遷の跡が見られる―――とサボーは言う。すなわちエウ
ドクソス以後は，比の相等性は原則として「ホ・アオトス・ロゴスを
もつ」という第三の形で表わされており，「アナロゴン」という形は，
昔から承けつがれた定理の中だけで使われているように見えるという
のである。
話が話だけにもう少し具体的に述べてみると，（本当の執筆者は不明

であるが）内容的にはエウドクソスのものとされている第 V巻の場合，
比の相等性の定義（定義 5）を「ホ・アオトス・ロゴス」の名の下で与
えた直後に，古い文献を参照するときの便をでも計っているかのよう
に，「アナロゴンとはホ・アオトス・ロゴスのことだ」という定義 6が
添えられている。
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さらに細かく見ると，第V巻の中の比の相等性に関する 17個の定
理のうち，12個までが「ホ・アオトス・ロゴス」で，「アナロゴン」は 5

個であるうえ，次のような事実まで現われている。すなわちこの 5個
の中には，（第 V巻より古い巻であることが確かな）第VII巻の中に，そ
れとほとんど逐語的に同じ形の定理のあるもの（定理 12，16）まであっ
て，それらの定理が，より古い定理の引用であることが推測されるの
である。しかもなおうまいことに，第 VII巻での「比」は自然数（ア
リトモス ὰριθμός）の比と書いてあるのに対し，第V巻では量（メゲトス
μέγεθος）の比と書いてあって，結局，第V巻の執筆者は，新しく得ら
れた結果は新しい言葉で述べたけれども，古い定理を数から量へと拡
張した位のときには，できるだけの定理の原型を保存したのではある
まいかとの推測までなりたつ。こうしてみると，「アナロゴン」の意
味を説明している上記の定義 6なども，当時の著者の古典愛護の精神
の下では，どうしても欠かせぬものだったと見られる，というわけな
のである。
たとえ推測にもせよ，こうも，うまく事が運ぶと，また一段と欲が
出るものらしくて，サボーはさらに「アナロゴン」が「ホ・アオトス・
ロゴス」に変わるのはいつごろだろうかと考えている。もちろん決定
的なことは言えるはずもないことだが，ここまで来ればその第一着手
は『原論』の中で一番古いと目される第VII巻について，同じような
ことを調べる以外にあるまい。ところがその結果によると，「定義」に
は「アナロゴン」が二度使われているのに対して，「ホ・アオトス・ロ
ゴス」はなく，「定理」では前者が三度で後者が七度。これでは第VII

巻のできた時代にも，既にアナロゴンは後退しつつあったという他な
さそうに見える。もちろん，ここで無責任な放言を敢てするとすれば，
現存する第VII巻は，内容はそのままながら，用語は，古代のある時代
における訂正版だと見て，「アナロゴン」の比較的少ない事情に，苦し
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い弁明を与えることも可能ではあろう。サボーでも事と場合によって
は，それくらいのことはしかねまいと思うのであるが，現在の場合，ア
ナロゴンがすたれていった時代の方が，第VII巻のまとめられた時代
より古いらしいというのは，サボーにとってはむしろ思うつぼであっ
て，これをとやかく言う必要は当然なかったのである。
以上で「比例論」の前半の紹介は終わる。途中でも述べた通り，こ
の後半「比例論と音楽論」もまたサボー独特のおもしろい論文であっ
て，特にユークリッドの互除法の起源を，音階の形成史と結びつけて
論じた彼の試論は，ぜひ紹介しておきたいことの一つである。そうい
えば前にふれた「テアイテトス論」も，彼の反プラトン的比例論を紹
介した後では一段と興味がもたれるかもしれない。ただいつまでもサ
ボーの説の紹介をつづけるわけにもいかないので，サボーの話はまず
これで打ち切ることにし，次章あたりで古代に一応のまとまりをつけ
ることにしたい。語り残した話題についても，いずれまた取り上げる
機会があるであろう2)。
そういえば，サボーの話の最後にぜひ言っておきたいのは，いま触
れたものを含めて，彼の一連の論文が，実に万事うまく割り切れている
という印象を与えることである。正直にいって，それはしばしば，で
き過ぎているという感じさえ与えかねない，私なども，「ユークリッド
公理系の起源」に動かされたのと比べると，この「比例論」や「テアイ
テトス論」は，何といってもでき過ぎているように思えてならないが，
そのくせ今度なども，これを書くために読み返してみると，やはりそ
の力には動かされる。たとえ細工物だとしても，確かにこれはちょっ
とやそっとの細工ではなくて，少なくともエレア派なるものの大綱に
関する限り，彼は確かに的を射抜いているという感が深い。―――とい
うよりも，ここではむしろ学問の歴史というものの本質についてさえ，
ある種の想念をかきたてられるかのような気がするのである。
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注
(1)　 1972 年にサボー教授とあったとき，このことについても訊してみた。
それによると，同教授の研究は始めからギリシャの比例論そのものの歴
史を中心問題としており，特にここで考えたような事情はなかったよう
である。

(2)　これについては，さしあたり，前章の脚註で触れた佐藤勝造氏の論文
を参照されたい。
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この散策では，最初は一章で一論文を紹介するつもりだったが，な
かなかそうもいかなくて，しかもこの一，二章は我ながら話が大分面
倒になったような気がする。ところがふと気がついてみると，古代は
まだまだ書けそうだが，それに見合うように中世・近世と書き続ける
ことなど，とてもできそうにない。現代となると，多少材料があるけ
れども，これはかなり

かたよ
偏った話題になる上，私が現在書いている別の

書物の主題と衝突してしまう1)。そういうわけで古代はこの辺で打ち
切ろうと思う。終章は周章に通ずるのである。

1　ベッカー編の論文集

ちようどこの話の準備を始めたばかりのころ（1968初夏）
O. Becker編“Zur Geschichte der Griechischen Mathematik（ギリ
シャ数学史のために）”，1965

という論文集のあることを知って注文したが，多少の手違いがあって，
品物が届いたのはようやくその年の暮であった。もしこれが「散策」
開始以前に手に入っていたら，論文の選択をはじめ，全体の構想も大
分変わっていたかもしれない。ただこれを開いてみて，いささか気を
よくしたのは，この本の

くわ
詳しい内容は知らぬままに選んでいたわれわ

れの主題が，ほぼこの本の中に取り上げられていたことである。もっ
とも私はベッカーとは違って，

ぼうだい
厖大な量の論文の中から，慎重な考慮

を経てそれらを選んだというよりは，手当り次第に手にとったのが当
たったようなものだから，正直なところあまり大きな顔をするわけに
はいかない。
O・ベッカーの名はフォン・フリッツの話（第 4回）の中で，その

論文『エウドクソス研究 I～V』（1933～36）に言及したが，この人の名

105
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もギリシャ数学史を論ずるのに忘れがたいといっても，決してオベッ
カにはならないであろう。
私の承知する範囲でいうと，彼は元来，現象学で有名な哲学者 E.

フッサールの門下で，1926年には 400頁近い論文
“Mathematische Existenz（数学的存在）”

を書いている。これは現代の数学基礎論に対する哲学的考察（特にL・E.
J・ブロウエルの直観主義に関する考察）から出発し，一転してギリシャ以
来の数学の基礎に関する歴史をその立場から論じたもので，古代史の
部分はこの頃からなかなか本格的である。その後は（美学などの著書も
あるが），次第に古代数学史そのものの中に沈潜していったらしい。戦
後の著作として
“Geschichte der Mathematik（数学史）”，J. E. Hofmannとの共著,

1951.

“Grundlagen der Mathematik in Geschichtlicher Entwicklung（数
学の基礎・その歴史的展開）”，1954.

“Das Mathematische Denken der Antike（古代の数学的思考）”，
1957.（第 2版 1966）．

などがある。最初のものは見ていないが，第二のものは上記の「数学
的存在」の歴史的な面を表面に推し立てた 400頁に余るの大冊で，一
つの明確な主張によってまとめられた立派な資料集，また最後のもの
は 130頁ほどの要領のよい概観書である。実をいうと，ここに見られ
る学問的傾向は，その関心の方向や足どりもろとも，私には非常に身
近なものに感じられ，学問の大小深浅を別にすると，何だか偉い親戚
でも見ているような気分である。そこで最初にあげた『ギリシャ数学
史のために』にしても，どんな論文が選ばれているかからして，一つ
の関心事だったのである。
この本の序文をベッカーが書いたのは 1964年 7月だが，彼は同年
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11月に同書の発行を見ることなく亡くなっている。享年 75歳。その
序文によると，彼は過去から今日までの数学について，その哲学的基
礎はギリシャ哲学，特にプラトンの哲学に発するとの見解を持してお
り，論文選択の基準にもそうした自己の好みが影響したことを認めて
いる。しかしそれと共に，包括的な論文集でこそないが，これが，そ
れで最近の一世紀におけるこの方面の研究のはっきりした映像が得ら
れるようにと，1874年のハンケル (Hermann Hankel, 1839�1873)の
書物から 1960年のサボーの論文に至るまで，その間の一世紀に発表
された主要論文を集めたのみでなく，その主題も，ギリシャの最古代
を扱ったものから，古代末期への言及のあるものにまで及ぶように考
えたと言っている。たとえて言えば，近代の著者の時代的分布を縦軸
にし，主題の時代的分布を横軸にして一つの正方行列を作り，その各
行各列から一つずつの代表を出した，というような形なのである。次
にその目次をあげる。

1　H. Hankel：「前 5世紀の数学者たち」，（『古代中世数学史のため
に』(1874)の一部）
2　H. G. Zeuthen：「ギリシャ数学：4. 幾何学的代数，14. ユーク
リッドの幾何学的仮説」，（『古代中世数学史』(1896)の一部）
3　O. Toeplitz：「プラトンにおける数学とイデア論との関係」（1929）
4　W. Stein：「アルキメデスにおける重心の概念」（1930）
5　 J. E. Hofmann:「アルキメデス及びヘロンにおける平方根の近
似」（1934）
6　O. Becker：「ユークリッドの『原論』第 9巻における偶数・奇
数理論」（1936）
7　 A. D. Steele：「ギリシャ数学における円と直線の役割につい
て」（II部，III部）（1936）
8　 B. L. van der Waerden：「ピタゴラス学派の数論」（1947/49）
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9　 E. M. Bruins：「ティマイオスの化学」（1951）
10　K. von Fritz：「メタポンツムのヒッパソスによる通約不能性の
発見」（1945）

11　 Z. Markovi¢：「一者及び不定の二についてのプラトンの理論，
ならびにギリシャ数学におけるその痕跡」（1955）

12　 S. Heller：「ピタゴラス学派による連比例分割 (die stetigen

Teilung)の発見」（1958）
13　Á. Szabó：「ユークリッド公理系の起源」（1960）
以上のうち，第 8（ただし前半）と第 10，第 13の各論文は既に紹
介した。白状すると，第 8論文の後半を紹介しなかった一つの理由は，
第 5回引用のサボーの論文 14とこれとの間に衝突する点のあること
だったが，同書の第 8論文の末尾にはサボー説の正しさを認めたファ
ン・デア・ワルデンの後書きがあって，問題は私には解決した2)。以
下ベッカーの論文集の一連の論文を話のきっかけにして，ともかく古
代の取りまとめをはかることにしよう。

2　それらの論文をめぐって

論文 1はハンケルの著書の一部であり，ここに引用された文章は，そ
の後のこの方面の研究の一つの推進力となったものである。今までも
しばしば述べたように，古代ギリシャ数学の全貌がともかくもはっき
りしてきたのは 19世紀も後半以後のことで，ツォイテン，タンヌリ，
ハイベルク，ヒースなどの，数学というより文献学の専門家である人達
の貢献が大きいのだが，数学者ハンケルはその人達の数学的黒幕だっ
たといわれている。もっとも，P. タンヌリの場合は J. タンヌリとい
う数学者の弟がおり，事情は多少違うかもしれない。
いずれにせよ，もし今後この 19世紀の古代史学への批判が進み，20
世紀的な「数学」の思想に従った形で，新たな修史の事業が行なわれ
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るとすれば，（そしてそれはいずれ行なわれねばならないと思うが，）
今述べたような歴史形成の事情，特に 19世紀の数学者―数学史家と
してハンケルの思想を支配していた「数学」観などは大いに批判され
ねばならないであろう。そしてその意味で，ハンケルのこの著書も改
めて読まれねばなるまいという気がする。ただしそのためには，論文
1だけではもちろん不足である3)。
論文 2のツォイテンのことは今までにも何回か触れた。例のプラト

ン革命の主唱者である。ユークリッドの公理は，ここでは，作図可能
性に関する仮定と見なされている。それをサボーが批判したことは既
に述べた。
論文 3をはじめ，4，6，7は，ベッカーの『エウドクソス研究』と

同じく
Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie

und Physik.（『数学，天文学，物理学の歴史：史料と研究）』）
という雑誌に出たものである。この雑誌は史料の部と研究の部とから
なる充実したものだが，1929年の創刊以後，そう続かないで廃刊に
なった。私の手もとにはあるのだが，論文 6以外はまだ読んでいない。
論文 5で扱われている Archimedesは言うまでもなく数学史上一級

の人物である。私はひそかに，一にアルキメデス，二にニュートン，三，
四，とんで五にガウス，と思っていたが，たまたま或る人から，秋月
康夫先生が，一にニュートン，二にアルキメデスと言っておられる由
を聞いて有力な仲間を得たような気になった。（もし誤伝だったらお
ゆる
許し下さい。）私はどうも，近いものほど大きく見えるということを意
識して押えすぎるほうで，ニュートンが数学的自然科学の事実上の創
始者だという点を考えると，ニュートンとアルキメデスの順番は引っ
くり返すほうがいいかもしれない。またガウスも，その数論開拓の仕
事の深さを思うと，わざわざ三，四をとばして五位におく必要はない
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かもしれない。いずれにせよ，アルキメデスの仕事は大きすぎて，こ
の論文だけではおもしろくない感じである。
もっとも，この論文で扱われた「平方根の近似」という問題は，アル

キメデスの行なった πの計算にも関係がある上，プラトン‐アリスト
テレスの活躍するギリシャ本土とは別の系統の，おそらく古代バビロ
ニアの計算術とのつながりまでも想像させる奥の深い問題である。こ
れだけではおもしろくないといっても，それはアルキメデスの大きさ
のせいで，この論文のせいではない。むしろこれは，1932年（同論文
執筆時）以前におけるこの方面の研究状況が最もよくわかる包括的な
論文である。ただそこには
C. Müller :“Wie fand Archimedes die von ihm gegeben Näherungs-

werte von
√
3（アルキメデスはその与えた√

3の近似値をいかにして見つ
けたか）” (1932)

が漏れているが，かつて 5とこれとを並べて読んだときの記憶では，
ミューラーのほうが明快でおもしろかったと思う。この機会に，もう
一度読み比べてみるとよかったのだが，今回はその機会がつくれな
かった。
アルキメデスの仕事全般について言えば，
T. L. Heath :“The Works of Archimedes, edited in modern nota-

tions with introductory chapters（アルキメデス著作集―――現代的記号
法による解説付）”,（初版 1987，第 2版 1912）

が手に入りやすい。この本の 10章からなる“Introductory Chapters”
には，ツォイテン，タンヌリその他の研究の概要（ただしその初版発
行の時点以前に発表されたもの）があって便利である。ただアルキメ
デスの原論文の英訳の方は，“in Modern Notations”というところに
ヒースの解釈が入り過ぎていて，少々おもしろくない。その意味から
いうと，アルキメデスのものは



　 2　それらの論文をめぐって 111

P. Ver Eecke：“Les ×uvres complètes d'Archimède，1921，（Blanchard

書店）”
で読みたい。（今なら比較的簡単に手に入る。）いずれにせよ，アルキメ
デス のことは 17世紀の微分積分学にひっかけてでも何か話さないと，
いつまでも借金をしょっているような気分である。
論文 5の標題に出ているもう一人の人物であるへロンは，数学者と

してより，蒸気仕掛けその他の珍奇な装置を発明した人として有名で
ある。もちろん三角形の三辺の長さからその面積を算出する，いわゆ
るヘロンの公式も有名だが，これは，その『測量術』にある。ただこ
の人の場合，そもそもその生きた時代がわからず，「へロンの著作」と
いわれているものが，実際に「へロン」という一人の人物の手になる
ものかどうかにも種々の疑いがあって，これらを論ずることを，わざ
わざ「ヘロン問題」と呼んでいるほどである。すなわち彼の生涯で或
る程度以上確かなことは，

i)　ヘロンはアルキメデス（前 3世紀後半）の著作を知っている。
ii)　パッポス（前 3世紀末期）がヘロンの著作を知っている。
iii)　ヘロンはピロンの著作を知っており，ピロンと同時代のクテシ
ビオスの弟子であったらしい。ただし残念ながらクテシビオスの
生年がわからない。

iv)　ヒッパルコス（前 2世紀後半）より後の人ということは，ある程
度確からしい。

という惨たんたる有様であって，前 2世紀以後の人とする説から，後 3

世紀前半の人とする説まで，極端に言えば十人十色である。たとえば
サートン『古代中世科学文化史 I』（平田寛訳，岩波書店，1951）

では，一応前 1世紀前半に詳説しているが，前 1世紀後半，後 3世紀
前半，同後半などにそれぞれ，“ここに生きていたかもしれぬ”と書い
てある。実際，有名な科学史家の間でも，M．カントル（1829�1920）は
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前 1世紀といい，ハイべルク，タンヌリは後 2世紀といい，ヒースは
3世紀という。へロンがどこの時代に生きようと勝手だといえばそれ
まで。ただそれにしても，古代史の知識が穴ぼこだらけであることと，
それにもかかわらず，プラトン，アリストテレスを中心に，あれだけ
の仕上げがよくできたものだという感慨とが，例によってこもごも去
来する。そういえば私は今までこの場所で，「穴ぼこ」のほうを強調
し過ぎたかもしれないが，「仕上げ」のほうもやはり十分強調する値
打ちはあるのである。
論文 8については，その前半の要約の形ではあるが，すでに紹介し

た（第 1，第 2章参照）。
さて大分脇道をしたが，論文 9，11，12はこの書物で初めて知った論

文である。論文 9の標題「ティマイオスの化学（La chimie du Timée）」
（ただし独訳で掲載）は，数学史のものとして一見異様であるが，ここで
いう「化学」とは，プラトンが対話篇『ティマイオス』の中で展開し
た宇宙生成論における「元素」のことで，この対話篇には，地水風火
及び神の働きの五者に対応して，五種の正多面体に関する一部は数学
的，一部は神秘主義的な記述がある。たとえば
“まず第一に火と土と水と空気とが物質であることは誰にもわかる
ことであろう。ところで物質的なものはすべて体積がある，体積は
また必ず平面にかこまれていなければならぬ。また平面の基底は三
角形からなる……”
“それではその他の物質は何から作られるか，それにはそのもとに
なる二種類の三角形を選び出さねばならない。一つは二等辺直角三
角形，他の一つは直角をはさむ長辺の二乗が，短辺の二乗の三倍に
なるものである……”
“……そこで土には立方体〔正六面体〕の形を与えよう。……また正
しい理論から言っても，もっともらしさから言っても，ピラミッド
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形の立体〔正四面体〕が火の基本体であり，種子であるとしよう。ま
た第二に作ったもの〔正八面体〕は空気の基本体，第三に作ったもの
〔正二十面体〕は水の基本体であると言おう……”
（この訳については“Great Books”のその巻，および岡田正三訳『プラト
ン全集』第十巻を参考にした。）

といった具合である。この Bruinsの論文はこのような記述の詳細な
「解説」を試みるもので，なかなかおもしろそうだが，数値がたくさ
ん出てきて，その点あまり読みやすいものではない。
なお，『ティマイオス』は，大西洋（あるいはエーゲ海）に沈んだとい

うアトランティス大陸の話が出てくるのでも有名だが，元来はプラト
ンの神秘主義的宇宙生成論原典で，プラトンを好まない陣営からは好
個の攻撃目標になっている。ただ最近数学者ボホナーが“The Role of

Mathematics in the Rise of Science”（拙訳『科学史における数学』みす
ず書房，1970）の中で，これを冷静な目でアリストテレスの「物理学」
と対比していたのは，なかなかおもしろかった。論文 11は，まだ読
んでいない。
論文 12のほうはフォン・フリッツの論文の継承のような形で，

じょうぎ
定規

とコンパスによる正五角形の作図，およびそれと関連して線分を整数
比以外の比に分割することを発見したのが，例の海で死んだヒッパソ
スであろうと推定する話である。

3　ギリシャ数学の興亡

アルキメデス論を残してのことではあるが，この辺でそろそろギリ
シャ数学の性格や興亡について，一応の取りまとめをしておこう。
古代ギリシャにおいて，学問や芸術―――たとえば詩や戯曲，彫刻や

建築など―――が，にわかに発展したことを，人呼んで「ギリシャ人の奇
蹟」と言う。これは広く知られたことであるが，その奇蹟は自然学や
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数学の方面でも，というより数学においては特に，一段と顕著である。
ただし既に何回か話したように，より古い時代のことが明らかにな

るにつれて，ギリシャもまた，エジプトやメソポタミアなどの先輩た
ちに多くを学んだことがわかってきた。かつては，何もない処に

こつぜん
忽然

として生まれたかのように考えられたギリシャの理論的数学にも，長
い長い経験的な知識の

さき
先

が
駆けがあったわけであり，特に天文学その他，

一部の自然学の方面では，ギリシャはむしろ平凡な弟子と見られる余
地がある。実際天体観測の記録が極めて長期にわたって継続している
点では，ギリシャはもとより，16世紀ごろから今日までの継続記録で
さえ，古代バビロニアの記録―――約八百年4)にわたるといわれる―――
にかなわない上，そもそも星座その他の知識を初め占星術その他の迷
信めいたものに到るまで，ギリシャは古代東方からたっぷりと教えを
受けたものらしい。万事はギリシャに始まるという考え方は，たとえ
ばヒースなどの数学史に見られるが，これはむしろひいきのひき倒し
で，このごろは『歴史はスメルにはじまる』（N・クレマー, 1956）とす
る気配が強い。
もっとも，多少横道になるが，ギリシャ人の経験が前代を上回る点

もけっして少なくはなかった。ギリシャ人の社会が海上貿易に基盤を
おいたものだったことなども，その一因であるらしい。すなわち彼ら
の船は既に大西洋にまで進出していたため，地球の　・ま・る・さ　なども案外
早くから気付いていただろうといわれている。そういえば，余談なが
ら，最近邦訳の出た『アリストテレス全集』（岩波書店，第 7巻：1968，
第 8巻：1969）第 7巻，第 8巻の「動物誌（上）（下）」を開くと，魚の話
一つにも，何世代にもわたるような，しかも地中海だけではすみそう
にない

ぼうだい
厖大な観察実験の

あつ
跡がうかがわれる。

いずれにしても，数学の範囲だけで見ても，ギリシャが最初かと思っ
ていたら，そのまた先に多くの起伏があって，ギリシャはせいぜい「偉
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大なる中道」だったということになる。スフィンクスを背にして，「諸
君，何千年の歴史がわれを見下ろしている」と演説したのが，ナポレ
オンでなくアレキサンドロス大王であったとしても，別に不思議はな
いのである。
ところでその「中道」は何を後世に残したか。言うまでもなく，数

学の世界でのその筆頭は論証法の形成であろう。そしてそのことの意
義の大きさは，いくら強調してもしすぎることはないと思われる。私
はその意識の下でこそ，今までこの場所でこれに深く立ち入ることな
く，

さまざま
様々のことを論じてきたのである。ただ普通ならばこの後に，「し

かしそれに伴うほどの発見法は得られなかった」という話が続くのだ
が，そしてそれも決して　・う・そ　ではないのだが，私はここでは一応ギリ
シャ人の肩をもって，発見法がそう簡単に得られてたまるかと言って
おきたい。というのは，ギリシャ人はまず，自分達に

さき
先

だ
立つ何千年か

の人類の経験が獲得したもの，特にメソポタミアやエジプトで行なわ
れた多くの「発見」を「論証」し，さらにその上にある種の「発見‐論
証」を積み重ねたのである。「発見的方法」の「発見」は，このあとデ
カルトの時代を経て今日に至るまで，手をかえ品をかえて求められる
ものであり，しかも本当の「発見的方法」はそのたびに，いつもその
また奥へ逃げていくような気がするものである。早い話が，デカルト
(René Descartes, 1596�1650)の「方法」の所産であった解析幾何学に
しても，

いったん
一旦それができてしまうと，その方法を

すいこう
遂行するためのうま

い「方法」（メタ方法）が，すぐに求められるではないか―――私はまず
これだけのことを言っておきたい。
さてその論証法の形成ということが，プラトンの影響下のことか，エ

レア哲学の影響下のことかという問題は，例のサボーの研究にまつわ
る大問題だったが，もちろんこの他にもこの種の議論はいろいろある。
私は今まであまり触れなかったが，特に社会派的歴史家の場合には，論
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証の発生の動機をギリシャの社会の中に求めるのがむしろ通例である。
これはギリシャの社会が（自由人とよばれる或る階層の人たちだけのもの
にもせよ）或る意味で民主的な社会であり，古代の多くの文明社会が専
制君主的なものだったのと

いちじる
著しい対照をなしていた処にまで，話を引

き戻そうとする考えで，実際その社会が法的弁論の物を言う社会だっ
たことと，演劇や論証法の誕生とは結びつくのである。私はこの考え
は大筋において当たっていると思うけれども，その大筋の上で，さて実
際にはどのような風に論証が形成されたかを問題にする場合には，や
はりサボーの説の説得力のほうを高く買いたい。
さらに社会派の歴史家の中には，プラトン‐アリストテレスの観念

論的哲学を取らないと共に，プラトンが
じょうぎ
定規とコンパスとに作図法を

制限したことなどをさして，プラトン，アリストテレスを学問の真の
進歩を妨げたと見る人びとがあるが，私はその考えには賛成できない。
それはこれまで私の述べてきたところからも容易に想像のつくことで
あろう5)。
ギリシャ数学の勃興を論ずるのがむずかしいのと同じように，その

衰亡について論ずることも初めに思うほど簡単ではない。ギリシャ民
族の生命力が傾き始め，その社会がかつての活気を見せなくなると共
に，その学問芸術も次第に色あせていったことはむしろ自然の勢いで
あろう。数学にせよ，その他の学問にせよ，この大勢論ですむのなら
話はいたって簡単であるが，本当の処はそうとばかりも言えないよう
である。それというのが，たとえば先に触れたボホナーなどは，ギリ
シャ数学が前 6世紀のタレス‐ピタゴラスの時代に始まり，前 3世紀
の後半，アルキメデス，アポロニオスあるいはユークリッドの時代に
黄金時代をもち，

おとろ
衰えたりとはいえ，さらにその後にもつながってい

くことを強調して，建築，彫刻，演劇，あるいは史学や哲学など，そ
の他の諸文化と比べると，数学が文化の全般的退潮に抗して持ちこた
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えた力には驚くべきものがあるといっている（『科学史における数学』）。
考えてみればその期間は，17世紀から今日までよりむしろ長いのであ
る。この間に近代国家がどれだけ興亡したかをちょっと考えてみるの
もおもしろいであろう。ともかくこの点ボホナーもまた，社会的背景
を無視はしないけれども，それだけで数学の興亡を論ずることの危う
さを説く人の一人であるらしい。
ギリシャ数学史の中では，アルキメデスを中心とした黄金時代の直

後に，にわかに　・が・っ・く・り　と力の落ちる様子の見える点が注目をひく。
アルキメデスを殺したのがローマの軍人であることだけを見ても，あ
る社会的動きがこの底にあることは疑えないが，それにしても，われ
われの眼には，アルキメデスだけでなくギリシャ中の数学が一挙に下
降するらしく見えるのはどうしたことか。ファン・デア・ワルデン
（“Science Awakening（科学の目ざめ）”I, 1952. 『数学の黎明』村田全・佐藤
勝造訳，みすず書房，1984）やブルバキ（『数学史』の「微分積分学」，また
は『数学原論』「実一関数」の部の「歴史覚えがき」）のような，数学者にし
て数学史家をかねた人たちの意見は，多少のずれこそあれ，一種の共
通性をもっている。すなわち彼らは，定理の発見とその証明とが分離
したこと，しかも証明の文面は見づらくなって，言葉のやりとりで中
身のつかめるゼミナール式小グループの内部でしか，証明の精神は伝
わらなくなっていたこと，従ってまたそうしたグループがなくなった
ら，形骸化したような証明の文のみが

おう
鸚

む
鵡がえしに伝わるだけとなっ

て，特に発見的精神はすたれたことなどを，その急激な下降の真因と
見ている。この説は今日の記号化した数学，ないしその将来について
も，かなりよく当てはまりそうなことで，もともとは 20世紀数学の
現実に触発されて得られた解釈かもしれない。いずれにしても私はそ
れを，大いにありうることだと思っている。
そういえば少し上で，発見法と論証法とのギャップについて，私は
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大部ギリシャ人の弁護をしたが，定理発見の方法がそのまま証明法に
反映してくれるような道，という風に話を限っていうと，17世紀以後
の代数学，解析幾何学，微分積分学などは，ギリシャ人のもたなかった
そのような力を少しずつ獲得していて，私といえども，その辺に或る
変貌が生じていることを，感じないわけにはいかない。ギリシャ人の
技法には或る　・あ・ま・さ　があり，一方，後世には「方法」という意識があ
ることも古代と近代との極めて大きいちがいである。もちろんその力
を得た上では，また新しい，特に質の新しい「発見」が求められるから，
前に私の言ったこともあわてて撤回する必要はないと思うけれども。
最後にちょっと，ギリシャにおける実験学についてのサボーの意見

をつけ加えておこう。彼にいわせると，古代ギリシャにも或る種の数
学と結びついた実験物理はあったという。その一例は音響学で，弦の
長さの比の論や，

モノコード
一弦琴について和音を探る仕事，さらにはそれとユー

クリッドのとの関係，あるいは音階の 12等分の起源などについて，彼
は一方で文献学に基づき，他方で実験の実際をも考慮した一連の推測
的考案を行なっている。（その実験のあるものが，本当に実行可能なこと
かどうかについて，私はある音楽評論家にたずねたことがあるが，その人は
それらがおそらく実際にやれただろうと答えられた。）この意見は第 3章で
話したフォン・フリッツの考えていた実験よりもっと近代的な感じの
ものと見られるが，サボーはそのような実験が，プラトンよりかなり
古い時代のピタゴラス派の中にすでにあったという。彼は何もいわな
いけれども，それを東方の実際的学芸の伝統と結びつけても，あまり
まちがいではないであろう。このような伝統が意外に振わなくなった
のはどういうわけか。サボーはこの問に自ら答えて，その根本原因は，
エレアの哲学であろうと答えている。すなわちサボーはエレア派を一
から十までほめるということではなくて，反経験的なエレア哲学こそ，
一方で背理法の自覚を介して古代の論理的数学の形成を生み，またプ
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ラトンが観念的な哲学やそのを生む発端となったと共に，他方では問
答競技的な

き べ ん
詭弁論を生み，かつせっかく育ちかけていた古代の実験物

理学をつぶしたというのである。もっともこの最後の点になると，私
には何かまだしっくりこない処が残る。この辺から先，私の歴史哲学
はむしろ社会派的主張に近づくのかもしれない。

注
(1)　伊東俊太郎・原亨吉・村田全『数学史』（筑摩書房版「数学講座」第 18

巻，1975.）
(2)　佐藤氏の論文 (前出)を参照。
(3)　ここでにおわせた「数学」の概念と数学史との関係に関する私の意見
については，雑誌『思想』の 1969年 4月号，1972年 4月号にちょっと
書いておいた。

(4)　この「八百年」は私の記憶である。その文献上の根拠はノイゲバウアー
かファン・デア・ワルデンだと思うが，今のところ再発見できないでいる。

(5)　ただこの場所を借りてお断りしておくと，昔，私の訳した本の中にこ
の点に関する自説と反する内容のものがある、別の意義を認めたから訳
したのだが，翻訳という仕事はこの辺にやりにくい処がある。



第 8章　中　世　点　描

1　雑談的散策の弁

数学の歴史では，古代ギリシャ，17世紀，19世紀以後というのが，
三つの大きいヤマということになっている。純粋の数学史ではないか
もしれないが，前回にちょっと触れたベッカーの
O. Becker : Grundlagen der Mathematik in Geschichtlicher En-

twicklung（数学の基礎，その歴史的発展），1954

の場合でも，第 1章でギリシャ以前の数学の基礎を一瞥し，第 2章で
ギリシャの理論数学の基礎づけを論ずると（計約 130頁），第 3章では
一挙に 17世紀に跳び（約 40頁），その後は第 4章「19世紀」，第 5章
「20世紀前半（計約 240頁）という割当てになっている。これ程極端で
はなくても，大ていの数学史がこのような傾向をもっているのは疑い
のない事実である。
ところがこのごろ時おり思うのであるが，このような数学史の型も

また少しずつ変わってくるのではないか，という気がする。早い話が，
17世紀と 19�20世紀に挾まれた 18世紀なども，もう少し積極的な意
味を認められてよさそうに思うが，何といっても第一の問題は，古典
ギリシャ時代と 17世紀との間に横たわる約二千年の年月のことであ
ろう。偉大なギリシャの前に巨大なメソポタミアなどがあったのと似
て，17世紀の前には普通にルネサンスと言われる 15～16世紀があり，
その前にはまたいわゆる「十三世紀革命」があり，第 1章で触れた通
り，暗黒時代と言われた中世も，「暗黒だったのは中世に関するわれわ
れの知識だった」（サートン）と改められるようになってきたのが，今日
の状況である。しかもこの中世に関しては，当時の文化の主流であっ
たイスラムのことをまず第一に考えねばならないし，その背後にはま

120



　 2　ルイブニコフの『数学史』から（9～15世紀） 121

た，おそらくメソポタミアの文明と相当なつながりをもって，古代イ
ンドの文化というものもあったことを知らねばならない。
今回はこうした大きな時代の流れの中から，いくつかの断面をとり

上げてみたいと思うが，正直なところ，私はこの時代のことをほとん
ど知らないので，今までやってきたような論文紹介の形は今回はとれ
ない。むしろ以前から一度やりたいと思っていた雑談的散策を，この
機に乗じてやってみようという次第である。

2　ルイブニコフの『数学史』から（9～15世紀）

イスラム文明が今日の西欧文明の継父だというのは，よく言われる
ことである。しかしギリシャ諸学のイスラムヘの流入や，続いてはそ
のイスラム文明の西欧への流入となると，そのありさまは最近少しず
つわかりかけてきたことに過ぎない。たとえば
M. Clagett : Greek Science in Antiquity（古代におけるギリシャ科
学），1955

の続篇として期待される未刊の書物
M. Clagett : Greek Science in the Middle Age（中世におけるギリ
シャ科学）
M. Clagett : Greek Science in Early Modern Times（近世初期にお
けるギリシャ科学）

のテーマはまさにそれなのであろう。ただ，いかに期待のもてる書物
でも，未刊では話の仕様がない。またそれとは別に，この時代の中近
東での数学の歴史についてソ連で着々と進められている一連の研究は，
それを明らかにしつつあるのであろうが，残念ながら，私はロシア語
が読めないので，その辺の状況がほとんどわからない。
聞くところによると，今日，数学史の研究が最も活発な国はソ連である

らしい。古代以来の目ぼしい数学的古典のロシア語訳も大いに進んでい
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るというし，1948年以来“Историко-Математические Исследования

（数学史研究）”という専門誌も毎年刊行されている。その点からいう
と，早くロシア語を覚えたいところであるが，なかなかそうもいかない。
せいぜいルイブニコフ (Констанчин Алексёивич Рыбников, 1913�2004)

教授の
『数学史』（К. А. Рыбников : История Математики) I（1960）, II
（1963）の邦訳
ルイブニコフ（井関清志・山内一次訳）『数学史』I～IV（1963�66）（東
京図書）

などによってその片鱗をうかがう程度である1)。
この本には，今われわれの考えている時代について，「9～15世紀

における中央アジア近東の数学」という 1章がある。しかし，ソ連に
おける数学史研究が進んでいるとはいっても，この程度の一般書では，
まだ特に目新しいことは出ていない。すなわち，まず
「ヨーロッパにおける数学は，中世末期とルネサンス初期（12～15世
紀）に，はじめて著しい発達をみせ」たが，「この分野におけるヨー
ロッパの学者たちの知識のおもな源泉は，古代数学ではなくて，い
わゆるアラブ数学であった」

という話から始まり，この時代のこの地域でのことについては，
「現在でも数学史の分野に，莫大な空白と未解決で議論の余地のあ
る多くの問題が残されている。すなわち資料そのものが量的に不十
分であり，研究が不完全である。」

というところにおちつく。ここでアラブ数学（イスラム数学）という
のは，
「9世紀から 15世紀における中央アジア，近東および北アフリカ諸
民族の数学」のことで，「古代に形成された数学の理論や実用的な
知識がいかに発展し，ヨーロッパの数学者たちの業績の前提として
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どのようなものがあったか」が，それによって説明されるはずのも
のなのである。

以上はまことに常識的であり，それだけに妥当な線でもあるが，この
後の部分で，悪い型のソ連流公式主義が顔を出す。すなわち
「ところが，今世紀までの数世紀にわたったこれらの民族に対する
資本主義ブルジョアジーの植民地的搾取は，かれらの学問と文化に
つぐなうことのできない損失をあたえ」それが上記の資料不足の原
因だ。

というような話になるのである。
言うまでもなく，ルイブニコフは史的唯物論の立場に立ってその数

学史を展開しており，それは社会の大きい流れの中で，数学の大局的
な運命を

とら
捉えようとする場合などには，非常に的確な説明を与えてく

れる。たとえば
「15世紀中頃のアラブ数学の発展は，われわれがここで述べる範
囲では，停滞してしまった。この現象の原因は数学の外にある。こ
の原因はこれまでに述べてきた地域の全範囲にわたる経済的孤立で
ある。」

というのは，おそらく正しいであろう。しかしこの傾向が行き過ぎる
と，かえって，足で立つはずの唯物史観が頭で

さか
逆

だ
立ちしてしまう。まっ

たくの話，上の引用でも，中近東の学問・文化の破壊者として，資本
主義ブルジョアジーのことをあげるのみで，13世紀における

げん
元の侵略

について一言も触れないのは，いったいどうしたことなのか。もし
げん
元

の影響が意外に小さいという事実があるならば，われわれはそのこと
をこそ聞きたいわけだし，さもなくて，もし意識的に何もかもが「資
本主義ブルジョアジー」のせいにされているのであれば，それはせっ
かくのこの労作全体の信用を傷つけることであろう。もちろん私は別
に「資本主義ブルジョアジー」の肩をもつのではなく，客観的（と思
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われる）事実についてその当否を言っているのである。
同じような理由でかどうか，この『数学史』における「数学」のと

らえ方にも，いろいろ問題はあるようである。要するにこれは，20世
紀現在のある唯物論者の眼をかなり濃厚に反映した「数学」の歴史な
のである。もちろん人間の書く歴史にとって，その拠って立つ視点や
め が ね
眼鏡がついてまわるのは避けがたいことだが，それが時として，「数
学」の変遷のすがたを，

ゆが
歪めることのあるのが問題である。今考えて

いる問題でいうと，当時における「代数の独立」ということをめぐる
問題などがそれで，代数の形成の大きな要因としての社会的条件はよ
くとらえられているけれども，私などには，

かんじん
肝心の代数そのものの性

格描写が，あまり的確とは言えないように思われる。この件は第 5節
で述べよう。
ただし，こうした二，三の苦情はあるにもせよ，この時代のこの地方

での数学に関するソ連の学者の研究は極めて注目すべきもので，むし
ろ世界史的な意義さえ感じられる

ふし
節がある。―――などと言うと話が大

げさすぎるようだが，私のこの感想の背後には次のような事情がある。
すなわちまず，従来は「世界史」といっても西欧に視点をおいた「世
界」の歴史であり，特に「（世界）数学史」というときは，ほとんど西
欧数学史というに近いものであったことに注意する。また私が今まで
に何度か書いたことだが，今日の「数学史」の基調をなす「数学」の概
念は，あくまで，ギリシャ的伝統を継承，拡大した 18�19世紀の西欧
におけるものだったという点にも注意する。もちろんその時代が，同
時に近代における西欧の黄金時代であったことも意識しておいてよい。
そうした場合，アラビア数学が何としても数学史の

わきやく
脇役であり，アラ

ビアの歴史が世界史の傍系だということは，上のような意味で初めて
起こりうることであり，そこには，今は忘れられた或る歴史的主体性
の存在していたことも意識されてくるであろう。
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もちろんアラビア文明やアラビア数学それ自身は，今後の或る研究
の後でもまた「歴史」の脇役にとどまるかもしれない。現に私にして
も，「数学」と呼ばれる学問の本筋は，いかに「世界史」の慨念の上に
変化があろうとも，依然として

ギリシャ―――西欧近世―――現代
と続く線上にあると考えている。しかしそのような私見とは独立に，
私がここで言いたいことは，われわれのもっている「歴史」とは定冠
詞つきのものでないのだという自覚が，ここに伴いうるという事情で
あって，私はこれを「世界史的な意義」と呼んだのである。ともかく，
ソ連系の学者のこの方面の仕事が単にアラビア数学なるものの発掘に
とどまらず，ある一個の主体性のある「歴史」の再現にまで到りうる
ならば，そのことの意義は既に単なる数学史研究の域を越えていると
いえよう。
ついでに断っておくと，私が上でルイブニコフのソ連的な公式主義

（と思われるもの）に文句をつけたのも，あくまで今述べたような意識
に立ってのことである。実際，私にしてみれば，お互いの意見に多少
の相違はあっても，ともかくただの逸話集などと質的に異る「歴史」
として親しみも感じ，学ぶところもあろうというものが，こともあろ
うに，神話を「歴史」に入れたがる文部省の二，三の役人と，性質に
おいて

あい
相

に
似たことを言い出すものだから，いささかうんざりしたので

ある。

3　伊東氏のこと（12世紀・14世紀）

中世からルネサンスにかけての数学史研究において特に注目すべき
ものは，もちろんソ連系の学者の仕事だけではない。現にわれわれの身
近かなところで，東大の伊東俊太郎氏に大きな仕事がある。すなわち
伊東俊太郎「12世紀におけるユークリッド『補助論』(Data)のラテ
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ン訳について」（西洋古典学研究　第 XIII輯，岩波書店，1965）
伊東俊太郎「14世紀におけるユークリッド『エレメンタ』の一写本
――― MS Paris, Bibliothèque Nationale latin 7215について」（東京
大学教養学部人文科学科紀要　第 37輯，哲学 XIII，1966）
S. Ito : “On the Medieval Latin Translation of the Data of Euclid

（ユークリッドの補助線の中世ラテン訳について），Japanese Studies in
the History of Science, No.5, 1967.

などは，最近，日本でようやく現われはじめた少数の本格的数学史論
文の一例である。まっとうな話はいずれ同氏自身の口から聞くことを
期待するとして，せっかくの日本人の仕事をわざわざ避けるという法
もあるまいから，まずは簡単に紹介しておこう。
第一のものは，ユークリッドの「補助論」のあるラテン語テキストの

校訂を行なうかたわら，12世紀中頃にそのギリシャ原典をラテン語に
翻訳した人として，従来どこにも知られていなかった或るギリシャ古
典愛好家を，名はわからぬまま，業績によって発掘する話である。ギ
リシャ語やラテン語に関する面倒な考証さえなければ，まさに劇的な
一巻の物語になるはずのものだが，考証がない以上は劇的要素もまた
現前しないという運命にあって，しょせん，通俗物語にはなりがたい
のが残念である。
第二の論文は 30ページ位の小冊子で，しかも一般的解説の部分は

その半分ぐらいであるが，内容はなかなか豊富である。その骨子は次
の通りである:

ユークリッドの『原論』の伝承のありさまは（甲の写本と乙の写本か
ら写本丙が作られ，これと，別のこれこれの写本とから写本丁が作られる
など）は，従来主として 8～12世紀について調べられていたのを，14
世紀のものと推定される或る写本によって，その調査をその時代ま
で拡大した（その次の世紀は既に印刷術発明の世紀である）；何のために
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そういうことをしたのか；それは，『原論』の中世における伝承史を
たどることが，「中世科学史研究の cornerstone」だからである……。

伊東さんにおべっかを使う気持は
もうとう
毛頭ないが，上であえて「本格的数

学史論文」といった意味はこの辺で一応わかって
いただ
頂けたと思う。

なお，第 2節のはじめにあげたM・クラーゲット教授（ウィスコン
シン大学）は，現代アメリカにおける中世科学史の専門家で，伊東氏
のこれらの研究は主として同教授を中心とする研究グループの中で進
められたものである。

4　「数学 (Mathematics)」について（13世紀）

前節ではたまたま 12世紀と 14世紀とが話題になったが，ついでに
ちょっと脇道をして 13世紀のことに触れておく。いわゆる数学史か
らは少しそれるかもしれないが，大事なところまでは見失わないつも
りである。
伊東氏が上の第一論文で発掘した無名氏の生きた時代については，
H. バターフィールド，W. L. ブラッグ他著（菅井準一訳）『近代科
学の歩み』（岩波新書，1956）

の第 2章「なぜ中世に科学は後退したか？」（M. ポスタン）などが参考
になる。ここに浮んでくる中世像には，このごろの大学騒動2)の底に
ある世界観の分裂などにも一脈通ずるものがありそうで，いささか他
人事と思えぬ節さえある。しばらくその言葉を聞こう。
―――「もっと純粋に知識的な分野でも，12世紀末と 13世紀におけ
る科学的研究の活発化，つまりいわゆる中世のルネサンスは，やは
り或る点で例外的なものであった。それをなにもかも，翻訳が流入
したことに帰してしまったらまちがいだろう，翻訳は，科学的な活
動を説明するどころか，それ自身説明を必要とするものである。ア
ラビア人は，少なくとも三百年間，古代哲学の翻訳をたずさえてお
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なじ場所にいたが，……（中略）……中世初期の数世紀にしても，ま
た中世終りの数世紀にしても，この時代に匹敵するような翻訳の流
入はおこらなかったのであった。」
「それでは 13世紀における翻訳の洪水についてどう説明したらよ
いのか？ レヴァント〔地中海東部の国々〕におけるイタリア貿易や，
十字軍のせいでないことはたしかである。……（中略）……もっと根
本的な，もっと直接に知識的な原因が明らかにはたらいていた。な
ぜなら，私がまちがっていないならば，中世のなかばごろに，その
知識的な雰囲気がかわってきているからである。この時代には，信
仰そのものさえ，人の興味を

まった
全く占領することができなくなってい

たらしい。」
宗教的文化の世俗化の傾向，宗教内部での思想統一の乱れ，学問の
根底における意見の不一致など，19世紀の文明批評家テーヌのいう
「疑惑に苦しめられた時代」
「そしてこの 13世紀の疑惑のなかから……（中略）……知識的な好
奇心の流れ……が，必然的に生れてきたのであった。ここから，古
代の哲学説，科学説にたいする興味が復活し，それがギリシャ人や
アラビア人から学ぼうとする熱意を生み，さらに翻訳の洪水となっ
たのである」（ポスタン）
この「疑惑に苦しめられた時代」の知的側面を，もう少しはっきり
させようとすると，
J. ホイジンガ（兼岩正夫・里見元一郎訳）『中世の秋』（創文杜，1958）
や，第 1節で書名を借用した最近の本，
F. ファン・ステーンベルヘン（青木靖三訳）『十三世紀革命』（みす
ず書房，1968）

などがおもしろいであろう。もちろん普通の意味での数学史からは
少々離れ過ぎるかもしれないが，数学あるいは数学史とともに，それ
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を支える西欧的精神に関心を寄せる場合には，何かと参考になるとこ
ろがあるように思われる。もっとも，あまり手を拡げ過ぎて風呂敷が
結べなくなっても困るから，

しか
然るべきブレーキは必要であり，その意

味でこの話はこの辺で打切る。
ただここでちょっと気がついたので，触れておきたいことがある。そ

れは“数学―mathematics”という呼び名についてである。この名の
学問が，ギリシャ（主としてアリストテレス）的伝統をひきながら，中
世の学問体系の中でどのような役割を占めてきたか，というようなこ
とに対して，たまたまこの『十三世紀革命』の第 2章「研究の組織化
と，これらの哲学の動きにたいする影響」は，量こそ少ないが，しっ
かりした材料を与えてくれる。mathematicsの意味の変遷というこの
問題は，西欧思想史における「数学」の役割を示す一方，「数学」が或
る形で

つらぬ
貫いている西欧思想の或る側面をも示してくれる点で，非常に

意義深い問題だと私には思われるのだが，実際にやるとなると，「学
問史」一般を扱うのにも近くなって，ちょっとやそっとの問題ではな
くなってしまう。これについては，
下村寅太郎『科学史の哲学』（弘文堂，1941.）

のほか，茂木勇氏との共著
『数学の思想』（NHKブックス，日本放送出版協会，1966）

で私も少し触れたことがある。
そこであまり立ち入ったことは考えないことにして，それにしても，
今日の「数学」に対応するような学問的内容を，当時の人はどんな名
で呼んでいたのかと考えてみると，それがまた意外にわからない。実
際，当時の本格的な数学書で“mathematics”に当たる名のついたも
のは案外少なく，15世紀末のイタリアのルカ・パチオリ (Luca Pacioli,

1445�1514?)などはその代表的な数学書に
数論，幾何，比，比例大全 (Summa de Arithmetica, Geometria, Pro-
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portioni et Proportionalita)

という長い名をつけている。その一方，“mathematics”に当たる言葉
が，16世紀あるいはそれ以後まで，占星術や数占いの意味に使われ
ている例もかなり数多くあって，なかには 16世紀イギリスのレコー
ド (Robert Recorde, 1510�1558)のように，まともな数学書には“知識
の城” (The Castle of Knowledge, Londres, 1551) “知恵の砥石” (The

Wetstone of Whitte, 1500)（前者は天文学書，後者は代数書）などという
変った名をつけ，肝心の“mathematics”のつく標題の本では占星術を
扱う，などというひどい（⁉）例もある3)。
ともかくこういうありさまでは，たとえばルイブニコフに，「中世か

らルネサンスにおいて，mathematicsは迷信的なものに陥っていた」
などと簡単に言われても，うかつに聞いてはおれない気持になる。実
際，“mathematics”が占星術の意味なら，これはほとんど同語反復に
近いことだし，それがもし「数論，幾何，比，比例」であるのなら，そ
のどこが迷信であるか，大いに問題になりうるからである。―――ルイ
ブニコフだけを目のかたきにするという気は毛頭ないが，たまたまこ
れを書いているそばにあったので開いてみると，ここにも，こういう
混乱の心配される個所が見つかるのである。もちろんこの本に限った
ことではあるまい。

5　代数 (algebra) について（17世紀まで）

私は第 2節で，中世からルネサンスにかけての代数の形成について，
多少言いたいことがあるといっておいた。その言いたいことというの
は，この時代の数学のことをさして，「方程式解法としての代数がで
き，幾何学的解法もまたそこにあった」というふうに言うところの一
部の説に対する苦情である。
そもそも，代数の原語 algebraが，8～9世紀のアラブ数学者アル・
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フワリズミ（al-Khuw	arizm	i, 9世紀前半）の著書名の一部「アル・ジャブ
ル・ワ・ル・ムカーバラ (his	ab al-jabr wa'l muq	abala)」（普通には「移
項と消去」と解されている；異説もある）からきた，という話はよく知ら
れている。そこで掲げ足とりめいた言い方をすると，“algebra”とい
う名の代数は，もちろんこの時代以前にはないわけだが，“algebra”が
行なうような方程式の解法や，そのための式の取り扱い方などは，ギ
リシャより古く，古代メソポタミアにすでにあったことがわかってい
る。このことはすでにこの第 1章の「散策」でも話題にした。またた
とえば『原論』第 2巻なども，その内容によって，数学史家のツォイ
テンから「幾何学的代数」と名付けられているくらいである。
ところで『原論』の「幾何学的代数」などにはなくて，今日の記号的

代数にはあるような一番大切な要素は何かというと，それはおそらく，
記号を操作することによって問題を解き，あるいはまた証明を行なう
という，一言でいえば記号法の考え方だといってよい。ただちょっと
意外なことは，記号代数が本当に独立するのは 17世紀のデカルトか
らであって，アル・フワリズミをはじめとするアラブ「代数」は，まだ
記号代数ならぬ文章代数―――方程式に当たることを文章で書き，その
解法もすべて普通の文章で書きあらわすもの―――であった。むしろ記
号代数という点では，アラビアより数百年昔のギリシャ末期における，
ディオパントスの「記号代数」の方がはるかに本格的だったのである。
この人も生涯のよくわからない人物だが，紀元 250年ごろに生きたこと
はかなり確からしい。プラトンやユークリッドと系統の違う学派，お
そらくはメソポタミアの計算術に近い筋のある伝統を継いだ学派の人
ではなかったかという説がある。いずれにしても，彼の記号法は，方
程式の略記法としてはかなり整ったものだが，今日のわれわれの記号
代数と違って，方程式の記録用には使えても，そのままで計算や証明
に使うことはできなかったものらしい。したがって一見アラビアの文
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章代数よりは近代的に見えても，しょせんこれも今日の“algebra”の
イメージからは遠いものであり，しかも現在知られている範囲でいえ
ば，少くともルネサンス以前には世に知られておらず，その意味で後
世への影響はあまりなかった模様なのである。
代数の領域でギリシャ数学が後世に与えた影響という場合，直接的

なものではないけれども，3世紀後半のパッポスの『解析論（トポス・
アナリュオメノス）所収の論文について』という本の影響は案外に大き
いかもしれない。この人は，ギリシャ数学の諸成果を集めた『数学集
成（シュナゴゲー）』という書物を残しており，それは，アルキメデス
を初めとする学者たちの直接の論文についで，ギリシャ数学史に関す
る最も大切な資料集になっているが，『解析論……』はそれの第 7巻
である。
解析というのは，いわば発見のための手段のようなもので，パッポ

スによると，それは，与えられた問題が解けたものと仮定して既知の
領域の方へ議論を進め，そこに問題解法の鍵を探す仕事である。一方，
綜合というのはその反対で，解析によって得られた鍵から始め，道を
逆にたどって最初の問題の解決に至りつくことである。これは証明問
題にも，作図問題にも，求答問題にも，それぞれありうることで，そ
ういえば幾何の作図問題という形で，「解析―作図―証明」などとい
う手順を教えられた覚えのある方もあることであろう。考えてみると，
これは作図練習に名をかりつつ，ギリシャ幾何学における発見と証明
の実態を体認させる手段だったのではあるまいか。そして，もしそう
だとすれば，これはまた，教育という仕事の因習的側面の中で，学問
の精神が死んで形骸が残るということの一例になるであろう。
さてそこでいよいよアラビアからルネサンスにかけての代数の話に

なるが，当時における代数と幾何との関係は，決して，これこれの方程
式は代数でも解ける，幾何でも解ける，という並列の関係ではなかった。
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それらはじつは解析と綜合，あるいは発見と証明という，互いに相補
い合う関係に立っていた。すなわちまず，方程式に解があると仮定し
て，その値を発見しようという解析の段階は代数の仕事，その値が本
当に求めるものであることを，逆の道をたどって論証するという綜合
の段階は幾何の仕事と，役目がはっきり分かれていたのである。そし
てそのような形の証明が行なわれるところに，幾何学こそ，人間がギ
リシャ時代以来もってきた唯一絶対の理論体系だという重みがあった。
ひいてはまた，当時の“algebra”は理論ではなく，単なる「技法」で
あったということも生じてくる。有名な 16世紀のカルダノ (Gerolamo

Cardano, 1501�1576)の代数学が『Ars Magna（『高等代数学』，文字通り
に言えば「大きい技法」）』（1545年）と名づけられていたことなども，お
そらくはこうした事情と関連をもつことなのであろう。
このようにして，代数と幾何の間のこうした職務分担は，アラビア

数学の文章代数が，いわゆるコス記号の代数という，ルネサンス独特
の暗号じみた省略記号代数に変わっても，相変らず受けつがれてきた。
結局，この時代において，algebraは，なお単なる

わざ
技であって，論証を

伴う理論的数学として一本立ちしていなかったのである。
代数学の理論的独立はデカルトに始まる。すなわち上記のような代

数と幾何の役割を融合し，意図において「発見的」，実際において「代
数的」，したがってまた「解析的」の名をもって呼ばれる新しい幾何が，
「証明力のある」理論的代数とともに生まれたことこそ，いわゆる解
析幾何学の誕生なのである。それはまた，古代�中世�ルネサンスと
続く数学が，新しい近世的数学に脱皮していく過程でもあったといっ
てもよい。さらにこれを，過去の代数の「技法」が新しく「方法」と
して生れ変わったのだと言いかえるならば，この動きの背後に，スコ
ラ哲学に対する近世哲学の誕生もまた見られるという事情が，決して
偶然でなかったことも

し さ
示唆されるであろう4)。
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なお本節の内容については，
中村幸四郎『数学史』（新興出版杜・啓林館，1962）

が優れた参考書になると思う。というよりも，私自身，中村先生とこ
の本とには，非常に多くのものを負うているのである。

注
(1)　この稿を最初に書いたあと，コールマン，ユシケービッチ『数学史』

1，2（井関清志・山内一次訳，東京図書，1970）も出版された。なおユ
シケービッチ教授 (Юскебич)となると，フランス語で書かれた本がいく
つかある，

(2)　この稿を最初に書いたのは，1969年である。
(3)　このことを書いたとき，私は確かに具体的な材料をもって書いたはず
だが，その後，その書名を調べようとしたら，それが見付からない。M.

Cantorの『数学史講義』(Vorlesungen über Geschichte der Mathematik)

あたりで見たと思うのだが，同書にも私のノートにもそれらしいことが
ない。思い違いだとすると，そういう曖昧なことを書いたのは大変はず
かしい。しかしその半面，その事実の記憶はかなり鮮明なので，事実の
再発見を期待して今は削らないでおく。なお，“mathematics”を占星術
の意味に使っているというだけの例なら，いくつもある。

(4)　この本のできる途中で，大阪教育大学の中村正弘教授から，近世の代
数の成立に関連して，特にニコラウス・クザヌスの意義を強調する書簡
を戴いた。私自身が本当に知っていることでないので，詐しく取り上げ
ることはできないが，参考として同氏の論文
「記号的方法の系譜―――数学史におけるニコラウス・クザヌス―――」
（『数学教育研究』第 2号，1972）
を挙げておく。
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1　ブルバキとホワイトサイド

たびたび触れたように，古代から中世にかけての「数学の歴史」に
は，多くの基本的な問題がある。たとえば古代史においては，史料の
不足とそれを補う推測とのかねあいという問題があり，そこにはつね
に「革命」の余地が潜んでいる。また中世については，（といっても別
に中世に限ったことではないが），「数学史」なるものを見る視点という
大きな問題がからんでいる。すなわち今日まで行なわれている「数学
史」が近代西欧文化を文化の中心とする思想に従い，かつ主として 19

世紀的な「数学」の概念に則して形成されたものであるというところ
に，一つの根本的な反省の余地が存在する1)。ところが近世数学史と
なると，古代史の場合のような史料不足はない上に，二，三百年とい
う適度の時の隔たりに洗われて，現代史のような玉石混交の史料過剰
もない。またその数学にしても，むしろ 19世紀数学の直系の先祖と
いう感のあるものだけに，さして問題になることがあろうとも思えな
い。いわばまことに釣りあいのとれた平穏無事な時代のようなのであ
るが，さて本当にそれほど平穏な時代なのかどうか，それが近世に関
するこれからの問題である。
ここに比較的最近に書かれた二つの数学史がある，一つは，非常に

広範かつ周到な史料調査の上に，極めて透徹した数学的識見をもって
貫かれた，ブルバキの『数学史』の中の「微分積分学史」であり，他
の一つは，最近初めて公開されるようになったニュートン関係の資料
を駆使して書かれた，ホワイトサイド (Derek Thomas �Tom� Whiteside,

1932�2008)という人による 17世紀後半の歴史である。

135
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Nicolas Bourbaki :《Eléments de mathématique；Fonctions d'une

variable réelle I》所載“Note historique”，1948．（ブルバキ『数学
原論；実一変数関数　第 1分冊』「歴史覚えがき」，東京図書，1968；邦訳
『ブルバキ　数学史』所収，東京図書，1970）
D. T. Whiteside :《Patterns of mathematical Thought in the later

Seventeenth Century（17世紀後半における数学的思考の類型）》，
Archives for Histry of Exact Sciences, vol. 1, 1961.

この二つは共に，今や近世，特に 17世紀数学史を論じようという
場合，まず第一に取り上げるべきものであろうが，特に前者は重要で
ある。もちろんこのブルバキの「歴史」は，主題が微分積分学の形成
に限定されているわけだが，微分積分学の形成こそ 17世紀数学の最
大の所産だと見るならば，これを 17世紀数学史の主要な局面だと考
えても必ずしも見当違いではないであろう。ただし実を言うと私はこ
の本の訳者であって，その点，何だか宣伝をしているようで言いにく
い気もするのだが，正直な話，このブルバキの「歴史覚えがき」（ない
しこれを含む『ブルバキ　数学史』の中の少なくとも何篇か）は，従
来に例を見ないばかりか，今後もちょっと現われそうにないような充
実したものであり，私のまわりにも実際にそう評価される何人かの師
友がある程である。
一方，ホワイトサイドの論文の方は，論文とはいっても実際は二百
頁に余る大作で，例のサボーの「ユークリッド公理系の起源」などの
載った雑誌 “Archives for History of Exact Sciences” の一つの号を，
それだけで完全に埋めつくした程のものである。標題の示すように 17

世紀後半だけを扱ったもので，しかも内容はさらに狭く，英国を中心
としてまとめられているけれども，他方，主題は数学の全般に及び，ま
たその中心が英国にあるとはいえ，視野は十分に欧州全体をおおって
いる。いわば 20世紀後半の数学の動きを，アメリカ合衆国とかソ連
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とかに中心をおいてとらえようというような態度であって，今日の精
密化された数学史の世界は，むしろこのように目標をしぼるのでなく
ては学問となりにくいのである。そういう点で 17世紀数学の全貌を
とらえるには，前記のブルバキの「歴史」よりこの方が適当とみえる
かもしれないが，次節で述べるような事情がある他に，いささか遠慮
のないところを言うと，歴史のとらえ方としてはブルバキの方が何段
か上であるように思われる。ホワイトサイドのおもしろさはあくまで
その豊かな材料と，それを詳細に検討していく細かい議論の中にあり，
その意味では，これを踏み台にして書かれるであろう今後の研究―――
ホワイトサイドのであれ，他の誰のであれ―――の方に，大きな期待が
もてるような作品である。
（もっとも，この論文はこの人の学位論文だという話がある。そうだとす

ると，日本における科学史学の現状と比べて，大変な力作だと言わざるをえ
ない。なおホワイトサイドは，現在進行している新しいニュートン著作集の
編集の中心になっている人物である。）
われわれは以下で主としてこのホワイトサイドの論文（の一部）を

話のきっかけに使って，近世数学のもつ二，三の様相について語って
いこうと思う。

2　ホワイトサイドの“Patterns”

ホワイトサイドの 210ページにわたる大論文の大体の構成は次のよ
うになっている。日本語の題目はここだけのもので，もちろん大まか
な意訳である。

0.　まえがき (Foreword)

I.　基本的態度 (The �mathematical art� : basic elements and

philosophical attitudes)

II.　 2つの代数学 (Universal Arithmetick and Specious Algebra)
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III.　関数の概念 (Concepts of function)　 1. 型�関数としての
　　対数 (The logarithm as a type function)

IV.　同上　 2. 補間法 (Interpolation)

V.　同上　 3. 無限級数，極限過程，収束 (In�nite series, limit-

　　 process and convergence)

VI.　幾何学の概念の拡張 (The expanding concept of geometry)

　 1. 総合的方向 (The synthetic approach)

VII.　同上　 2. 解析的方向 (2. The analytical approach)

VIII.　微分積分学 (Calculus)　 1. 不可分量と無限算術 (Indivisible

　　 and the arithmetick of in�nites)

IX.　同上　 2.
と
取り

つく
尽しの法 (The method of proofs by exhaus-

　　 tion)

X.　同上　 3. 接線の概念 (The concept of tangent)

XI.　同上　 4. 逆算法としての微分法，積分法；算法としての微
　　分積分学 (Di�erentiation and Integration as inverse proce-

　　 dures；the calculus as an algorithm)

（IIと VIIIの標題にある `arithmetick'というのは当時の用例にある綴
りであって，誤植ではない。）
こうしてみると，この論文の内容は確かに当時の数学の全般にわたっ

ているようであるが，実は著者の言によると，全体の重点は，ここで
も VIII～XIの微分積分学の部分にあり，他はそれに添えたものだと
いう。実際，VI，VIIの幾何の部分については，まさに後からの付け足
しという感があるし，そういえば，III～Vの関数概念のところにVIII

～XIへの考慮が働くのは当然として，IIの代数の部分にまで，変数の
取扱いの起源に関する議論に相当なウェイトがおかれていて，本来の
代数については大いに食い足りない。この主題については，たとえば
中村幸四郎氏の仕事の方が，ずっと本格的なように思われるのである。
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われわれは以下で，何だか意地悪のようであるが，その論文のこれら
の弱点を明らかにすることによって，近世数学の一つの側面に触れて
みたいと思うが，その前にちょっとおもしろいので，その「まえがき」
を紹介しておこう。

3　“Patterns”による 17世紀数学の傾向

「まえがき」によると，ホワイトサイドが最初に企てたのは，数，空
間，極限などの，17世紀数学の基調と思われる諸概念の哲学的基礎を
求めることだったが，それがやがて形を変えて，17世紀に発展した
特定の数学的諸形式（mathematical forms），特にその相互関係に関心が
移ったのだという。

なにゆえ
何故そのような方向転換が必要だったかというと，

まず数学的テクニックの発展を示す文献は多いが，哲学との関係を示
す源泉的史料は少ないところへ，（たとえば連分数のような）特定の問
題に対する解法の巧みさが目につき出す；そしてよく見ていると，17
世紀数学は既にあまりに体系化されおり，物理学的動機などからは遠
く進み過ぎていたり，数学独自の世界の形成も進んでいたりして，哲
学的背景の論などはやや見当違いの感があったからだ―――と言う話な
のである。
これはなかなかおもしろい見方である。実際，普通には，17世紀の

科学的業績は科学的精神がスコラ哲学の　・く・び・き　を脱した革命だとして
簡単に片づけられ，かつ当時の数学は自然科学の武器として，これま
た極めて単純にきめつけられることが多い。それをあえて上のように
言い切るには，確かに十分の自信があるであろう。そして私は，当時
の数学が既に独自の世界を作っていたと言われると，なるほど，さも
ありなんと思うし，特に当時の数学を単純に自然科学の武器とする見
方に対する彼の懐疑的態度に接すると，（案外その根拠は，私の場合とい
くらか違っていそうにも思えるのだが，）大いにわが意を得たような気に
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もなる。しかしそれでいてなお，そこに “哲学の
とぼ
乏しさ” というこ

とを言われると，疑問を感じないわけにはいかない。たとえば現代の
数学にしても，二，三百年経った後で眺めた場合には，“数学的テク
ニックの発展を示す文献は多いが哲学との関係を示す源泉的史料は少
なく”，“解法の巧みさが目につき”，“既に数学独自の世界を形成”し
ていたようにみえるだろうけれども，だからといって，そこに哲学が
なかったとは言い切れるかどうか。あるいはむしろ，こういう消極的
な反論をするよりも，17世紀はガリレイ，デカルト，パスカル (Blaise

Pascal, 1623�1662)，そしてニュートン，ライプニッツなどと，最も力
強い数学的思想に支配された時代だと考えられる点が，そこでは少々
無視され過ぎているように思えてならない。
もっともこうしたことは，ことによると，われわれのほうで欧米に
おけるこの方面の学問の現状を知らぬところにその一因があるのかも
しれない。というのは，ホワイトサイドはさらに言葉を続けて，われ
われには意外なことをしばしば口にしているからである。すなわち彼
によると，“多くの歴史家は 17世紀科学の複雑怪奇な諸成果を眺めて，
この世紀を，思想貧困で大半を前の時代に負う時代とみている”とい
うが，私などには，17世紀と “思想貧困の時代” とは，どうもうま
く結びつかない。また彼はその論文の末尾でも，“われわれは，18，19
世紀数学の自信に満ちた歩みに迷わされ，他方，16世紀以来の数値計
算に悩まされて，17世紀の数学を小さく評価し過ぎていたけれども，
実は 18，19世紀の発展の基礎は 17世紀にあった；17世紀の数学は学
校用数学などというしろものではなく，むしろ第一級の個性ある数学
者の，永久に残る仕事なのだ”と事新しく言っている。その内容には
至極同感であるが，ただ，そんな事は当然ではないかという感はぬぐ
いがたい。この辺の事情を考慮した上で，ずばりというと，上で触れ
た中村幸四郎氏の仕事を持ち出すまでもなく，遠い日本の一部の科学
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史家のほうが，山の真中で道に迷っている猟師以上に山をみているこ
とになるのではないか。私は第 1節の末尾で，ホワイトサイドの論文
と日本での科学史学の現状とを比べて，前者の大きさに感心したばか
りであるが，少なくとも少数の科学史専門家の水準―――特にその識見
―――に関する限り，必ずしも隣の花を赤がってばかりいる必要はない
ように思われる。
こういうことになると，われわれがどのようにして，17世紀の偉大

さに目覚めたかは，改めて問題になってくるが，それやこれやを考え
てみると，わが国の過去の数学史の水準も，必ずしもおくれていたと
は言えないように思われる。たとえば戦時中に，吉田洋一『零の発見』
（岩波新書，1947）あたりを手がかりにして学問に目覚めてきた私などの
場合だと，彌永昌吉『現代数学の基礎概念（上）』（弘文堂，1943）とか，
互いにほとんど日を同じくして出版された二冊の本，末綱恕一『数学
と数学史』（弘文堂，1944）と下村寅太郎『無限論の形成と構造』（弘文
堂，1944），あるいはその少し前に出た下村寅太郎『科学史の哲学』（弘
文堂，1941），末綱恕一・荒又秀夫『数学通論』（岩波書店，1942）（そ
の序章）とか，今読み返しても意外に（という言い方はよくないかも
しれないが）水準の高いものが二十年も前に出ていたのである。
てんびん
天秤の一方にこういうものをおき，もう一方に本物のはずの欧米の

科学史，数学史の論文をおいてみると，後者には率直にいって“これ
位ならわれわれでもできる”という態のものが少なくなくて，

てんびん
天秤の

腕はしばしば前者のほうに傾くような気がする。しかも多少の文句を
つけてはみたものの，このホワイトサイドの論文の程度の作品自体，欧
米だといっても，そうそういつも現われているわけではないのである。
ところがここに，そういい気にばかりなっておれないものが存在す

る。例えばサボーの一連の業績とか，例のブルバキの「歴史」などがそ
れである。サボーのことは今は触れないことにして，ブルバキについ
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て正直なところを言うと，私はあの本の訳者の一人だけれども，今もっ
てそれの本当の訳者であるような気がしない。その「訳者あとがき」
に恥をしのんで書いたことだが，私は実際には，そこに引用された史料
の一部しか吟味しないままで，

ごういん
強引に「ホンヤク」をしてしまったので

あって，その不見識は人に責められなくても自分ではよくわかってい
る。ただそれにしても，“ブルバキ，あるいはブルバキの中にその片鱗
を見せている西欧数学の伝統は，いわば泰山のようなもので，泰山を
移すことは

しょせんしょせん
所詮

いっちょういっせき
一朝一夕にできることではない”と観念して，ちょっ

と向う見ずに気負ってみたのであった。
しかしこういう言いわけは言わないことにして，それでもやはり泰

山は移すべきだと私は思う。実際その伝統の中でこそ，考えてみれば
きんきん
僅々三，四百年の間のことだが，記号的代数学が生れ，解析学が生れ，
そしてそれらと共に数理的自然科学が生れている。さらに続いては非
ユークリッド幾何学，抽象代数学，位相数学，あるいはまた集合論や
数学基礎論，そしてさらには今日流行の高速電子計算機，そういった
ものがすべてこの伝統の中に生れている。近代以後の第一級の数学的
創造がすべてこの伝統の中に生れていること，それと共に今日までの
ところ，わが国においてはそれ程までの大きい創造はまだなされてい
ないこと，それはわれわれが十分考えてよいことのように思われるの
である。もちろん私の言いたいのは，歴史をやれば伝統が生れ，創造
的精神が

つちか
培える，などというような単純なことではないが，多少大ぼ

らを吹かして
いただ
頂くくならば，このような高い意味での歴史あるいは哲

学への関心の低さは，今日の日本の数学界がさらに一段と飛躍するに
ついての，重大な欠陥の一つであろうと言いたいのである。
話がいささか脱線したようである。本道というと話はホワイトサイ
ドヘのあげつらいということになるわけだが，ともかくそちらに

たちかえ
立帰

ることにして，彼があまり触れていないデカルトのことを少し取り上
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げてみたい。

4　デカルトと量の同次性のこと

これは別段新しいことではないが，デカルトは解析幾何学の創始者
と言われる。しかしそれが後の数学に対してどんな意味をもつかとい
う点になると，その評価はなお不当に低いようであり，しかもその理
由の一半は，われわれがあまりにもその恩恵を受け過ぎているためで
あるように思われる。
ここで一つの問題は実数の概念である。これについて，ギリシャ時

代に既に無理量の発見があったということと，それを「数」の一種と
してとらえる「実数」というものの発見とは必ずしも一致しないこと
をまず注意する。実際，ギリシャ的な比例量論は，

たと
例えば図のような

三角形において，

A1

a1

2A

2a

A1（なる面積）: A2（なる面積）
= a1（なる長さ）: a2（なる長さ）

というような，同種の量の比と，それとはまた別の同種の量の比との
間で比例式をたてることはできても，それらの値だけに着目した無名
数を「A1」などと書くことにして，それに関する比例式

「A1」:「A2」=「a1」:「a2」
を立てることは，われわれにはできても，彼らにはできなかった。“無
名数「A1」”すなわち“実数”という数学的存在が，彼らには知られ
ていなかった―――むしろ「存在」していなかった―――からである。し
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てみるとまた，
A1（なる面積）: a1（なる長さ）= A2 : a2

というような変形は，（面積と長さの比という，ギリシャ的にみると
まった
全く意味のないものになるために），許されなかった。それでも，ま
だこの例であれば，

A1（なる面積）× a2（なる長さ）= A2 × a1

という積に関する式の方は，両辺を立体の体積とみることによって，と
もかくも理解できる。ところがたとえばアルキメデスの

てんびん
天秤のように，

M21M

a2a1

a1（なる長さ）: a2（なる長さ）
= M2（なる重さ）: M1（なる重さ）

の場合になると，
a1 : M2 = a2 : M1

はもちろんのこと，長さと重さとの積に当たる具体的な（すなわち幾
何学的な）イメージがないために，

a1(なる長さ)×M1(なる重さ) = a2 ×M2

という「積」さえ考えられないのである。実はこれこそ，あの偉大な
アルキメデスにしてなお，力の能率という考えには到達できなかった
一つの理由とされるほどのことである。
要するにギリシャの理論数学においては，一般的な意味での実数の

概念がなかったと同時に，それに伴って一般的な意味における実数の
商や積の概念もまたなかったようなのである。しかもこの数学が，17
世紀においてすら公認の学問的論証に使える最高の理論だったという
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ことは，十分わきまえておかねばならない。
もちろんギリシャ数学にしても，「実数らしきもの」のかけらも持

たなかったわけではあるまい。おそらく彼らも，やかましい理論的問
題の場所以外では，適当な有理数による近似計算もしたことであろう
し，掛け算や割り算もやっていたであろう。ただそれにしても，彼ら
のもっていた数学的証明の手段は，今日でいう無理数が問題である場
合になると，それを幾何学的量ないしその比として取り扱う以外に，手
の打ちようのなかったものであり，したがってそこには，どうしても
上記のような制約が生じたのである。
このような事情は，中世末期からルネサンスにかけて，記号的代数が

生れてからも，長く残っていた。ここでいう記号的代数とは，いわゆ
るコス記号の代数という暗号のようなもので，現行のもののように，
それを用いて記号計算の

すいこう
遂行できる機能的 (operational)なものではな

かった。
前章でも少し触れたように，当時の記号代数は，ギリシャ時代に移

していえば，たとえば上記の近似計算や何かのように理論以前の段階
のものであり，また今日に移していえば，たとえば電子計算機によって
何かの推測を行なうという仕事がややそれに近いのかもしれない。そ
ういえば今日の電子計算機にも，Fortranとか Cobolとか，いろいろ
の区別がある由であるが，ルネサンス時代の代数に至っては，人それ
ぞれの記号法があって，知らぬものの眼にはすべてが

まった
全くの暗号に見

える点も，今日の計算機用の言語に似ていた。してみると今日の計算
機の将来にも，「デカルトの代数学」が生れたりする可能性はあるの
であろうか。
ところでそのデカルトだが，彼はいわゆる解析幾何学において，量

の同次性ということを言い出したといわれる。これは，線分の長さも
面積も体積もあるいはまた重さなども，純粋の量としてみればすべて
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次元の区別などはないものだという，われわれには至極当然の認識で
ある。そこでこれをこと新しく言い出し，かつその言い出したことが
珍重されるという事態の真の理由は，上で述べたようなことを背景に
おいてでないと，どうもよくわからないのではないか。確かにわれわ
れのいう「量」の世界には，背後に必ず「実数」という名の，つねに
1次元的な或る存在者が控えており，むしろ実数に

しか
然るべき単位をつ

けたものが量だ，というような感じさえある。しかしデカルトが量の
同次性ということを言った時代には，肝心のその「実数」がまだ存在
していなかった。量の同次性の認識は，この意味で，実質的に後の実
数概念における一番のカン所を押えたものと言えるのである。
デカルトのこの認識の後，数学にはたとえば関数の概念が生れ，や

がてそれをグラフで表わすという考えも生れてくる。しかしこのよう
なことは，同次的な量―――実質的には今日の実数にかなり近づいたも
の―――があって初めて生れたものである。その事情をみるのには，た
とえば

y = x3 + x2 + x

などという方程式のグラフが，左辺，右辺共に 1次元的な線分で表わせ
るという事実を確保しないでいて，いったい描けるものかどうか，そ
れを考えてみるだけで十分である，実際，ユークリッド流の考え方の
下で，xや yを長さで表わすとすると，この式の右辺は，このままで
は，体積と面積と長さとの和（！）というおかしなものになって，グラ
フはおろか，式自体が意味をなさない。しかも実際の歴史においては，
（量の同次性を考えに入れた）本格的なグラフの使用は，デカルトの時
代からまたしばらく時を経た，おそらくは 18世紀の或る頃以後に始
まることなのである。今日の自明は必ずしもつねに昨日の自明でなく，
むしろ前者は時として昨日の不明の所在をくもらせる。
量の同次性の問題は，微分積分学の誕生にも深いつながりをもって
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いる。ニュートンがユークリッドの『原論』と共に，デカルトの『幾
何学』を愛読し，特に後者を最もよく理解した人の一人とされている
ことなども，ここで十分考えてよいことである。実際，単に関数（例
えば変位―――単位は cm ―――）ばかりでなく，関数の導関数（速さ―――単
位は cm/sec ―――），そのまた導関数（加速度―――単位は cm/sec2 ―――）
というような手続を繰り返すことなどは，いったん量の同次性の考え
の洗礼を受けてからでない限り，そもそも人びとの念頭に上らぬこと
だったはずなのである。
ところでホワイトサイドには，以上述べたようなこと，或いは前回

に触れたところの，解析法としての代数学から解析的かつ証明能力を
もつ幾何学への発展，そういった見方は現われていない。そればかり
ではない，世界――― といってもこの時代には主として自然的世界のこ
とであるが―――を根底的に理解するためには数理的学問こそがその方
法の精髄である，とするガリレイ，デカルトの自然哲学の根本的契機
は出てこない。そのまた一つの具体化ともいうべきデカルト以後の方
法論の哲学（例：デカルトの『精神指導の規則』，『方法序説』など），あるい
はパスカルの数学的帰納法の自覚ないしその根底にあったであろう一
つの無限論，さらにはその底にわだかまっていたと思われるその神学
ないし哲学思想，このようなことも，もちろんホワイトサイドの視野
の中には取り入れられていない。かりにこれらはあまりに「数学」か
ら離れ過ぎるというにしても，それらが幾何学に，代数学に，解析学誕
生にと影響していったことはやはり一個の事実であって，その間の状
況は，たとえそれが英国内のことではなかったといっても，ともかく
一顧の価値のあることだと思われる。したがってホワイトサイドの立
派さは立派さとして，やはりそこには不満が残るのである。

5　ニュートンにおける数学と力学
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不満ついでにもう一つ，今度は正真正銘の 17世紀後半の英国にお
ける問題をとり上げる。それはニュートンにおける数学と力学の形成
にまつわるある重大な一点である。
ニュートンの三大発見というと，微分積分法（彼の場合，流率法），万

有引力，光の粒子説の三つをさすが，ここでこの初めの二つ同士の関
連の有様を問題にしてみる。ところがこのような数学，物理学，哲学
の交錯した領域の歴史となると，ホワイトサイドはもとより，ブルバ
キさえこれに触れてはくれない。ブルバキのテーマは微分積分学の形
成史だといってしまえばそれまで，悪く勘ぐれば，さすがのブルバキも
手がつかなかったというべきか。それとも，賢明にも問題をしぼった
のだろうというべきか。ともかく，微分積分学の形成史自身一個の大
問題である上に，ニュートン力学の形成がまたそれに負けず劣らずの
大問題であり，そしてその両者がからまり合って形成する有様という
ことになると，これは

まった
全く一筋縄が三筋縄でも，すみそうにないので

ある。
実をいうと，私はかつて杉浦光夫氏からこのことについて質問を受

けたことがある。つまらぬことをさしはさむようだが，こういう厄介
な問題をもちこんだ同氏からの電話は，折しも湯ぶねにつかったばか
りの私を襲ったのであって，しかもこちらには，それが冬の夜更けに
市外の公衆電話からのものである事情がわかっていた。だから私はテ
レビ電話でないことを喜びつつ，タオル一枚ストーブ一つで身心共に
苦しい答弁をしたことであった。というのは，専門家でないはずの同
氏の鋭い眼力に対して，私の答えられることというと，“ブルバキも役
立たず，ホワイトサイドも役立たず，まして，テプリッツその他の一
時代前の歴史ももちろん役立たず，さりとて『プリンキピア』関係の
本を見ても，そのことについてはまずまず素通り……”という位のこ
とに過ぎなかったからである。もっともその後，広重徹氏にそのこと
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に関することをたずねたときにも，多少参考になるかもしれぬ二，三
の文献を別にすると，結局これは他に求めうべき問題でなく，われわ
れ自身でぶつかっていく他のない大問題である，という辺に話は落ち
ついた。裸一貫の私の答弁も別段　・で・た・ら・め　というわけでなかったのは，
まさに

ぎょうこう
僥倖というべきであった。

考えてみると，こうした問題は読む方のわれわれが心の眼を開いて
洞察するのでなければ，元来，文献の形に残っている　・た・ぐ・い　のことで
はない。そういうことを記録した日記でもあれば別であるが，こちら
はたいていの場合，書いた本人にしかわからぬメモであることが多い。
してみるとここでも，結局は古代史の場合同様に，現実には存在しな
かったことを読み込んでしまう危険をおかしながらも，ある種の臆測
を行なわねばならないことになる。しかもまたそうなると，史料は古
代と違ってあまりに多いから，玉石混交のなげきは現代史と共に少な
くない。要するに，それはむしろ或る型の科学史学のもつ一個の運命
のようなものであって，とにかくホワイトサイドが見逃そうと，ブル
バキが避けようと，古代史以来おなじみの一つのタイプの数学史的問
題は，ここにもやはり存在するというわけなのである。
ところがこの問題には実はもう少し先がある。すなわち私はその後

この問題に対する或る卓抜な見方に，たまたまぶつかったということ
で，それは前にも引用したボホナーの意見である（『科学史における数
学』）。すなわち彼は，ニュートンにおける微分積分学の形成と力学の形
成との相互関連というような大問題を，科学史家に解明させようとい
うのは少々苛酷に過ぎるという。それというのが，ニュートンにおけ
る数学と力学とのからみ合いが単純明快なものであったとすれば，18
世紀の人たちがその再構成を独自の形で進めるという必要はなかった
はずであり，18世紀の数学者や物理学者たちが力学を築き上げていっ
た一歩一歩こそ，実はニュートンにおける数学と力学の「からみ合い」
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に対する一つの肉薄だったと，彼は主張するのである。これは言われ
てみればもっともな話で，この立場に立つならば，私が上で述べたこ
とは今日の力学とは違った「もう一つの力学」を作ってみせてくれと
いう無茶な注文とも見られかねないことだったのである。
ただ何度も右往左往するような話で恐縮だが―――というより散策と

はこんなものと開き直ろうか―――，ボホナーのようにいっているだけ
では新しい事は何もわからない。これに反して，がむしゃらにぶっつ
かっていくうちには，何か一つや二つのことはわかるかもしれない。も
ちろんこれだけが近世数学史の大問題ではないけれども，ここにも一
つおもしろい問題のある点は確かである。どうも自分が何もやらない
でいて無責任な話だけれども，たまにはこんなことに思いを潜めよう
とする仲間もあってほしいものである。

注
(1)　第 1章，第 8章を参照。



第 10章　発見と証明の間の溝

1　数学の帰納的性格

数学は
えんえき
演繹的な学問であるというのが一般の通り相場である。この

意味から言うと，数学とは，出発点である公理からいかにして個々の
定理を導き出すかという仕事であるように思われる。しかし正直にい
うと，これは数学の持つ“よそ行きの顔”であって，少なくとも現に
創られつつある数学はそれだけのものではない。形成中の数学は

えんえき
演繹

的な面の他に，むしろ帰納的な面を強く持つ学問である。新しい
ことがら
事柄

の発見は理路整然たる
えんえき
演繹的過程の中に生れるよりも，しばしば

う よ
紆余

きょくせつ
曲折に満ちた

て さ ぐ
手探りの中に生れる。

もっとも，学校の数学においては，数学の中にあるこのような帰納
的側面は，たいてい無視されている。もちろん数学については，その
えんえき
演繹的性格ということこそ，まずもって教えられるべきことであり，そ
れを

けず
削ってまで帰納的側面を強調するというのは筋違いであろう。ま

た実際問題として，
えんえき
演繹とか論理とかということについて，なま

は ん か
半可

な知識しかないところへ，へたに帰納的性格を持ち込んだりしては混
乱を招くだけになるかもしれない。しかし一方，このようなことがあ
るために，数学はしばしば，新しい発見のない学問であるかのように
誤解され，ひいてはこうしたことが，学校の数学をおもしろくなくす
る原因の一つぐらいになっていると思われる1)。
こうした点を救ってくれそうなこととして数学史の利用ということ

が考えられるというのは世問で時おり耳にする理屈であるが，実際の
「数学史」では本当にそういう目的にこたえてくれる例は必ずしも多く
ないようである。通俗的ないわゆる「数学史」の中には，よく発見の逸
話というようなものがあって，ある日ある時，天来の妙音がひびいて長

151
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年の懸案が一挙に解決されるという筋書きで話が進んだりする，しか
しそれは事の真相を説明するよりも，数学的能力の神秘性を極度に強調
するだけに終る場合が少なくない。もちろんそのような飛躍的発見と
いう事も確かに実際にあることのようで，事実ポアンカレ (Jules-Henri

Poincaré, 1854�1912)の評論の中などには，その顕著な例が挙げられて
いる2)。
しかし私がここで言いたいのは，より泥くさい本当に帰納的な発見と，
それに引続いて，その発見に導かれて要求される

えんえき
演繹的な証明との関

係，というような問題である。こういうことについての数学史的「真
相」は，多くの場合，まことに錯雑した混沌であって，その中から「教
訓」の引き出せる例は，むしろ

とぼ
乏しいと言い切る方が妥当に見える。こ

のあと挙げるのはその幸いなる少数者の例である。

2　ガウスの場合

C. F. ガウスというと 19世紀前半において最も厳正な理論的数学を
組立てた人物であるが，そのガウスの日記や遺稿の中には，数学的発
見の帰納的性格を示すいくつかの材料がかくされている。彼は一方に
おいて，“思想ノ豊富ナルニ比シテ発表スル所ノ甚ダ少ナカッタ”人と
いわれ，その業績発表についても，“建築ガ落成シタ後ニ足場ガ残ルヤ
ウデハ見ットモナイ”とした，厳格主義の標本のような人物であった。
それだけにその隠された半面における帰納的傾向が注目をひく。その
ことの例は，
高木貞治『近世数学史談』（共立出版，1933；1970復版）

の第 1節から第 9節までの間にあって，上の引用もそこから取ったも
のである。次にもう一つ，第 7節「“レムニスケート”函数ノ発見（ϑ

函数）」の一部を引用してみよう。
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「楕円函数論ノ公式表ヲ用ヰテ π = iノ場合ニ計算ヲシテ見レバ ガ
ウスノ出シテヰル結果ハ皆ナ正シイコトガ分カル。……シカシ ガ
ウスガ如何ニシテコレラノ結果ニ到達シタカハ例ノ通リ明カデハナ
イ。

もっと
尤モコノヤウナ結果ガ推測サレタ上ハ後カラ計算ニ

よっ
由テソレヲ

確証スルコトハ容易デアル。既成ノ数学ヲ学修スルモノハソノ容易
ナル道ヲ歩ムノデアル。歩ムトイフヨリモ乗物ニ乗セラレテ進行ス
ルノデアル。『幾何学ニ帝王道路ナシ』トイフ諺モアルガ，既成数
学ハ実ハ帝王道路デアル。帝王道路ノ開拓ハ天才ノ創意ノ恩恵デア
ルガ，ソノ創意ハ

ど こ
何処カラ来ルカ。ソレハ創意者自身モ知ラナイデ

アラウ。
まった
全ク天啓デアル。多幸ナル或ル日ニフト思ヒ付クノデアル。

シカシソレハ
ぎょうこう
僥倖デハアルマイ。特ニ ガウスノ場合ニハ非常ナル

天才ガ更ニ非常ナル勤勉ト結ビツイテヰタノデアル。例ヘバ (1)ノ
無限積ヲ (4)ノ無限級数ニ変形スル方法ハ現今ノ楕円函数論デハ実
ニ容易デ，一時間ノ講義デ片ガ付クノデアルガ，又後年ニ ガウスモ
巧妙ナル方法ヲ示シテヰルガ，1798年ニ於テハ数字的計算ニ

よっ
由テ帰

納的ニ発見サレタト想像スベキ材料ガアル……」

この後にはその計算法のほんの概略を書いた部分が 1ページほどあ
るが，それは実際にこの書物について検討してもらうことにして，そ
れよりここでは，前回に引きつづいて 17世紀における解析数学の方
に話をもどし，特にその辺における発見と証明との関連を考察してみ
たいと思う。17世紀に関する材料は今回も，
『ブルバキ　数学史』，「微分積分学」の章
D. T. Whiteside : �Patterns of mathematical Thought in the later

Seventeenth Century�, Arch. for Hist. of Exact Sciences, Vol. 1.

の二つを中心にする。
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3　 17世紀数学とアルキメデス

アルキメデスにおいて，数学は発見法と証明法との間に，混然たる融
和を見せている。すなわち彼は多数の定理らしきものを

か
嗅ぎつけ，か

つそれらが本当に定理であることを証明している。ところが，それが
また驚いたことに，特に求積法の方面において，その多くは直ちに 17

世紀数学の成果につながると共に，少なくともその証明の方法は 17世
紀の前半を支配しているのである。それでは発見の手段の方はという
と，アルキメデスの用いたかもしれぬことが 17世紀でも用いられて
いたかどうかは，私にはよくわからないが，そこには 17世紀とも共
通な或る帰納的手段があったと見られる節がある。ともかく，アルキ
メデスの消化と共に 17世紀の数学は始まる，という感は覆うことが
できない。
第 8章でも触れたように，12世紀から 13世紀にかけて西欧世界に

は知的革命の嵐が吹きまくり，それはアラビア文化から，終極的には
その源泉である古代ギリシャの文化を志向したことであった。続いて
だいぶ後代の話になるが，15世紀の中頃の印刷術の発明があり，1520
年頃までには文学，哲学をはじめ目ぼしいギリシャ・ラテンの古典は
大体刊行されたのであるが，その中で最後まで取り残されたものこそ，
他ならぬアルキメデスの著作であったという。
アルキメデスの書物が初めて刊行されたのは，今あげた 1520年から

約四半世紀たった 1544年のことであって，そのくせ，それから百年あ
まりの間，今日の解析学につながる優れた学者の書きものの中で，ア
ルキメデスの名前ほど数多く引用されたものはないと言われている3)。
しかも単にそういった名前だけの問題でなく，いわゆる「

と
取り

つく
尽しの

法 (method of exhaustion)」というアルキメデス的証明法一つをとって
も，それを消化吸収する過程を介してこそ，ニュートンの流率法やラ
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イプニッツの無限小解析に至る学問の歩みは成長した様子である。た
だ「

と
取り

つく
尽しの法」という名だけが 17世紀のものなのである。

4　アルキメデスの『方法』

アルキメデスの著作に『方法（エポドス）』と呼ばれるものがある。こ
れは古代の著者たちが時おり引用していたものだが，19世紀になっ
ても現物は見つからず，恐らく永久に失われたものと考えられていた。
ところが 1906年に古典学者ハイベルクがコンスタンティノーブルの
一僧院で，その古写本（の上に後世，別の文字の書かれたもの）を発見・
解読し，今日ではアルキメデスの著作集の中に加えられている。これ
は 20世紀前半の古代史学界における最大の発見の一つであるが，そ
の発見の経緯と，近代記号に書き直されたその内容とは，前にも触れ
たことのある，
Heath : The Works of Archimedes, edited in modern notations

with introductory chapters（アルキメデス著作集―――現代的記号法によ
る―――解説付）（初版，1897，『方法』を含めた第 2版 1912），（Dover版
あり）

で読むことができる。ただし，これも前記の通り，内容はやや �modern�

化の度が過ぎるようで，
P. Ver Eecke : Les ×uvres complètes d'Archimède, Tome. 2, 1960，
第 2版

の方が，より原型に近い。「エポドス」は，この英訳，仏訳では共に
『力学的定理に関する方法』という標題になっているが，その内容はも
とより，この標題自体も，われわれの現在の問題にとって非常に

し さ
示唆

的である。というのが，アルキメデスの著作の中には，
“今まで研究されたことのなかった定理で，私が初めて，まず力学
的な方法で発見し，ここでは幾何学によって示した”



156 　第 10章　発見と証明の間の溝　

というような言葉のある一方で（『放物線の求積』），『方法』はまさに
その発見法を伝えるものと見られるからである。
ここまで来ると，どうもその方法の内容に立ち入らなくてはならな

いような気になるが，そうなると話があまりに横道にそれすぎるので，
ここでは簡単にその力学的方法の骨子をあげるにとどめておく。すな
わち，第 10.1図に示すように，アルキメデスはまず面積を薄板のよう

T
H
G

F
M

N
P

O
A

D

C

E

BW

ABCは面積を測るベき放物線の切片，BDはその直径，AF ∥ BD，CFは C

における接線で，CBの延長上に CK = KHと取ってある。放物線上の任意
の点 Pにおいて BDに平行な割線を引きM，N，Oを図のように命名すると，
幾何学の定理として

MO : OP = CA : AO = CK : KN = KH : KN

が得られる。ここで CHを，Kで支えられた
てんびん
天秤と考え，Hに TG(=PO)を

のせると，（放物線の性質からMN=NO等の関係はなりたっているため，）上
式によって TGはMOとつりあう。この PO及びMOを，それぞれ放物線
ABと，三角形 AFCの成分と考え。左腕の Hに放物線の成分たる無数の線
分をのせたとすると，それは右腕の△AFCとつりあうはずである。ところ
がこちらは重心Wに△AFCだけの重さ（面積）が下がっていると見てよい
わけで，重心の性質 (CW=2WK)を考慮すると

(切片 ABC) : △AFC = WK : KH = 1 : 3

∴ (切片 ABC) =
1

3
△AFC =

4

3
△ABC

第 10.1図
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に見立て，体積の場合と同じように，これを
てんびん
天秤にかけて考える。し

かもその際，問題の図形をあるいは縦に，あるいは横にと平行に切断
し，切口の線分あるいは平面の考察に問題をおきかえて，そこから円
錐曲線の幾何学的性質などを援用しつつ，何らかの有力な手がかりを
つかむのである。
こんな程度のお話ではちょっとどうにもならないが，より具体的な説

明は，いくつかの日本語の数学史書に出ているから参照されたい。私
の手近にあるものでいえば
黒田孝郎・近藤洋逸『数学史』（中教出版，1953）
ヒース (平田寛訳)『ギリシア数学史 II』（共立出版，1960，復刻版:1998）
ルイブニコフ (井関清志，山内一次訳)『数学史 I』（東京図書，1963）

などがあるが，恐らく他にもいくつかの例があるであろう。この三つ
の中では最初のものが一番

くわ
詳しいが，大分以前の出版なので，今では

入手しにくいかもしれない。
さてここで大いに注意すべき点は，アルキメデスがこの力学的方法を

必ずしも満足すべき「証明」とは思っていなかったらしいということ
である。すなわち彼は，図形を分割して考えるという今日の積分に近
いことを考えていながら，そのような方向へ進もうとするのではなく，
たとえば少し上で引用した『放物線の求積』などのように，むしろ別
に新しく幾何学的証明を企てるという道を選んでいる。そしてその場
合，証明は一般に「

と
取り

つく
尽し法」という

きびゅうほう
帰謬法で行なわれるのがつね

であり，この行き方が，ほぼそのまま 17世紀の前半から 70年代ぐら
いまで続くのである。この間の事情をわれわれはどう考えれぱよいの
であろうか。

5　発見され次いで証明される

一般に数学的証明ということが批判的に語られるような場合，特に問
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題になるのは
きびゅうほう
帰謬法的証明である。それというのが，この方法は，「甲

である」ということが自分では一応わかっているときに，無理に「甲で
ない」という前提を設け，そこから矛盾を出してその前提をひっくり
返すというものだから，ただでさえ何となく意地悪くひねくれた精神
を想像したくなる論法であるとろへ，「甲である」という結論がわかっ
ていない間は使えないという不便さがあるからである。すなわち，人
を引っかける面ばかり強くて発見的性格の

まった
全く見られない論法という

わけなのであろう。人によっては 17�18世紀の極限算法を動的で生産
的な証明法とする一方，いま述べようとしているギリシャ伝来の「

と
取

り
つく
尽し法 (method of exhaustion)」のことを，静的で非生産的な論法と
呼び，これを近世以降の数学とギリシャ数学との間の一つの大きな差
と見る場合も少なくないのである。
ところで

と
取り

つく
尽し法の実際であるが，円の面積を例にとって簡単に

その骨子を述べておこう。

Q1 Q'1

C

2Q

Q'

Q

C'

第 9-2図

これはアルキメデス自身のものではな
いが，『原論』第 12巻の命題 2に，「円の
面積はその直径の上の正方形の面積に比
例する」というのがある。この証明はそ
こでは大略次のように行なわれる。
まず二つの円 C, C ′ をとり，それぞれ

の直径の上の正方形を，Q, Q′，内接正方
形をQ1, Q

′
1とおき，後者に 4頂点を追加した内接正 8辺形をQ2, Q

′
2，

同じく内接正 16辺形をQ3, Q
′
3，……とおく。目標は

C : C ′ = Q : Q′

であるが，
Q : Q′ = Q1 : Q

′
1 = Q2 : Q

′
2 = · · · · · · (1)

は簡単に証明されるから，もし今考えている定理がなりたたないとす
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れば，
C : S = Q1 : Q

′
1 (2)

という量 Sがあって，S < C ′または S > C ′となるはずである。（今
日なら Sの存在をまず問題にするところだが，さすがにその存在は仮
定されている）

Q1
2Q

第 10-3図

まず S < C ′の場合，
「C ′ − Sはいかに小さく，C ′はいかに大

きいとしても，C ′ からその半分以上である
正方形Q′

1を除き，その残りから，Q′
2の“は

み出し分”で，C −Q′
2の半分以上に当る四

つの三角形を除き，……とやっていくと，あ
る有限回の後には，その残りが C ′ − S を下
まわる。」これは，いわゆる「アルキメデス
の公理」であって，結局

∴ C ′ − S > C ′ −Q′
n すなわち S < Q′

n

となる，してみると，これと，(1)、(2)から得られる式
C : S = Qn : Q′

n

とによって
C < Qn

という結果を得る。ところがQnはCの内接多辺形で，このような結
果は「全体は部分より大きい」という公理に矛盾し，結局 S < C ′と
いう仮定は保持できない。
他方，S > C ′ の場合も，C と C ′ の役割を交換して考えればわか
るように，これまた同様の矛盾に陥る。したがって残る道はただ一つ
S = C ′であり，問接に次の結果が得られたことになる。

C : C ′ = Q : Q′

前にも述べたように，この方法の世間的評判は必ずしもよくはない
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かもしれない。しかしこの論法の説得力―――それも感情をこめての説
得でなく，あくまで非情な理づめの説得―――の強さには，

う む
有無を言わ

せぬところがあって，それがまた，これでやりこめられた人びとのこ
の論法への反感を高めるのであろう。しかし私は，この論法だけを切
り離して，それが数学のすべてだという考えに対しては懐疑的である。
理路整然たる理論という“よそ行きの顔”の「数学」だけならば，こ
れで十分だといってもよいかもしれないが，本当に生きて動いている
「数学」には，たとえば「力学的方法」のような裏方がいて，狭義の数
学が論証すべき素材がそこで掘り出されているというべきである。
こういう風に考えてくると，ここはむしろ，論理的に弱いのは承知

の上での発見的な力学的論法を一方におき，その論法によって推測さ
れた結果を，発見力の皆無は先刻承知の

きびゅうほう
帰謬法で処理するという，二

段構えの協力体制にこそ感心すべきであろうと思われる。
そういえばアルキメデスの『方法』のはじめの方に「同底同高の円錐

が円柱の 1

3
，同じく三角錐が三角柱の 1

3
などという定理は，エウドク

ソスが初めて証明したのだけれども，証明ぬきながら最初にこれを言
明したデモクリトスにも謝意を捧げねばならぬ」という意味の言葉が
あるが，これなども，単に儀礼的に人名を挙げたというだけのことで
なく，こうした事情を

し さ
示唆したものだったかもしれない。錐と柱とに

関するこの程度のことであれば，
てんびん
天秤を使っても，容器に入る水量で

測っても，発見のための手引きには十分なったと思われる。またこう
なってみると，しばしば静的で非生産的と悪口を言われるユークリッ
ド幾何学も，陰にまわると，案外に動的であり発見的であったかもし
れないと思われている。そういう蓄積がなくてどうしてあれだけの理
論体系が作り上げられたか，と言い直してもよい。早い話がガウスに
しても，もし彼にあのような日記が残っていなかったとしたら，よも
やあれ程まで帰納的な数学者だとは思われなかったであろう。
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6　記号的数学という一要素

この辺まで話を進めていくうちに，読者の中には，ルネサンスから
17世紀にかけての代数が「発見的」な機能を

そな
具えた記号法に成長した，

という話を，私が前に書いたことを思い出された方もあるかもしれな
い。そうであれば大変うれしいことで，上記の話の運びは，今回のも
のと

まった
全く同じ方向にある。ただ代数が出て来たついでにいうと，その

ような機動性に富んだ記号的計算の「方法」は，基本的には幾何学中心
のアルキメデスにはついに見当らない。というよりもギリシャ数学全
体を通じて，まず

まった
全くといってよいほどそうした一般的「方法」は見

当らない。そして考えてみると，そこにこそ新しい記号的発見法の可
能性が，17世紀の数学のために開けていたというべきなのである。
この問の事情をブルバキは，アルキメデスが，

あい
相

に
似た性質の（すな

わち今日の積分記号を使って書けば
∫
x2dxの形に統一されるような）問題

をばらばらに論じて，その間に内在する共通の脈絡に意識をめぐらし
た形跡がないと述べているが，それはギリシャ的「抽象」と，現代的
「抽象」との決定的な差を感じさせられる問題の一つであろう。こう
いうことを見ていると，今日の数学の重大な契機として，論理と共に
記号法を挙げたいという気にならざるをえない。論理の意義に比べて，
こういう意味での記号法が数学において果している役割の重さは，今
なお十分に評価されていないように思われる。
実際，虚心に事実を

なが
眺めるとき，ニュートンの流率法やライプニッ

ツの無限小解析学が論理的に著しく欠陥が多いのに対し，
と
取り

つく
尽し法を

駆使してするアルキメデスの論法は
はる
遥かに厳格である。論理性の点だ

けからいうと，前二者は 20世紀の「微分積分学」の教科書に，とても
そのまま入れられないけれども，アルキメデスの論理ならば安心して
入れられる。しかもそれにもかかわらず算法として未来に富んでいた
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のは直接にはニュートンであり，また特にライプニッツであって，ア
ルキメデスはいったんこれらの二人，ないしこの二人の周辺に動いた
17～18世紀の学者たちの仕事を介した上でないと，今日への影響力を
もちえなかった。端的に言うと，ニュートンやライプニッツの開拓し
た「論理的に欠陥の多い」記号法的算法こそ，当初においては恐らく
発見的手段であることを目指し，やがて一転脱皮して証明の手段に化
せられてしまったところの，今日のいわゆる極限算法の原型だったの
である。

7　取り尽し法をめぐって

ホワイトサイドは例の大きな論文の第 IX章 �Calculus 2� において，
「取り尽し法による証明法」の使われ方に関し二，三の興味ある注意
をしている。すなわちまず，この方法は 17世紀には「厳密ただし冗
長で，かつ古代的」と見られていたが，その見方は修整を要するとい
う注意がある。そして「冗長」のよって来る原因は，17世紀の論理
的表現が未熟であったためで，特に個々の事例から，一般的な証明の
形式を引き出すだけの力をもった人がいなかった点が大きいといって
いる。ただこの辺のホワイトサイドの議論は，当時の「

と
取り

つく
尽し法」

適用の用例を，やや過度なくらいに近代記号で書いて見せるので，こ
んな簡単なことがどうしてわからないのかと，歴史の歩みがまどろっ
こしく見えるかもしれない。しかし実際の歴史の歩みは仲々もってそ
んな先の見えるものではあるまい。むしろ私の言いたいのは，それは
記号法あっての“まどろっこしさ”であって，たとえば前回に触れた
実数の概念の生れていなかったという事情とか，すぐ後で触れる

と
取り

つく
尽し法の伝承の不備とか，今となっては

つか
掴みようのないような，個人

の力を超えた時代的制約が少なからずあったはずだということである。
20世紀のわれわれに一寸先が闇であるように，当時の人々の一寸先も，
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やはり
くらやみ
暗闇であったのである。

ここでホワイトサイドもブルバキも口を
そろ
揃えていることであるが，

とり
取り

つく
尽し法は当時は最高のむずかしい理論であり，ただし人々は理論

に　・も・っ・た・い　をつけるためにもせよ，争ってこの方法を用いたものらし
い。しかも伝承の翻訳は誤写や誤読にみちていて，いやが上にも事を
混乱させることがあったらしいともいう。もっともブルバキは，少数
にせよ一流の数学者たちはこの方法の精神をよく理解して使ってい
たといい，かつある人びとはその理解の上に立ってこの方法の冗長さ
を責めていたことを伝えているが，他方ホワイトサイドの方は，この
方法を一般的・機械的な証明法に昇華させる仕事をやろうとした人が
なかったといって

おし
惜んでいる。それによると「トリチェリ (Evangelista

Torricelli, 1608�1647)，デカルト，フェルマ (Pierre de Fermat, 1601�1665)，
メンゴリ (Pietro Mengoli, 1625-1686)，ホイヘンス (Christiaan Huygens,

1629�1695)，パスカル，ロベルヴァル，グレゴリ，バロー，レン，そし
てニュートンまで」が，計算用の算法の方は次第に作り上げていった
のに，

と
取り

つく
尽し法の形式的算法化は試みさえせず，その試みのできそ

うな第一の人物であったライプニッツの方は，師匠ホイへンスの
と
取り

つく
尽し法反対の傾向を受けてか，この方法に近よらなかったという。こ
れは，何だかこの方向に新たな証明法が生まれなかったことを

くや
悔むよ

うな口ぶりである。しかし一方に発見的性格を帯びた代数的・極限算
的傾向の算法が勢を得てくるとなると，発見に対する“あとづけ”の
比重が軽減するのは当然の勢いであろう。正直なところ，ホワイトサ
イドがあまりに

と
取り

つく
尽し法の近代化にこだわるところは，数学の発展

における“証明”というものの役割りをいくらか過大に評価し，それ
と共に今日の発達した記号論理学の成果をいささか性急に過去に向っ
て投影した，というような傾向が感じられる。私はそれよりは，「わ
かった人にとっては冗長だった」という，ブルバキのさらりとした叙
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述の方をとりたい。
これらのこととは別に，ブルバキもホワイトサイドも，当時，

と
取り

つく
尽し法は本当に厳密と考えられていたという以上に，ややもするとギ
リシャ伝来の古典として，古典的意味において珍重されていた傾きが
あったかもしれぬ，といっている。これは，今日と比べて格段に古典尊
重の傾きのあったその頃のこととしては恐らくありそうなことであっ
て4)，ことによるとこの古典視されたことが一面ではその固形化ないし
退化に一役かったということも十分考えられるところであろう。ただ
し，

と
取り

つく
尽し法は 1670年の頃から急速に姿を消したものらしい。もっ

ともこれでアルキメデス以来の厳密主義の精神がただちに地を払った
のではなく，19世紀以降再び大いに勢を吹き返す。この辺にくると数
学史を見る目は多分に規模の大きいものではなくてはならない。

と
取り

つく
尽し法による証明に先立って行なわれた発見的傾向の強い方法

のうち，一番大切なものは，ガリレイの弟子ないし友人であったカヴァ
リエリ (Bonaventura Francesco Cavalier, 1598�1647)による不可分量論で
あろう。この方法のことは，ここでは

くわ
詳しく説明する　・い・と・ま　がないが，

アルキメデスの「方法」に見られたような図形細分の方法で，（世間
で時おり言われるのとは違って，）なかなか強力かつ正確であった5)。今
日の積分法における変数変換法や部分積分法などの諸定理も，ニュー
トン，ライプニッツの活動するより大分以前から，実質的にはこの方
法によって既に得られていたと見られる。そこでその上にウォリスの
無限算術，ニュートンその他の無限級数，その他，例の記号代数的算
法が一枚加わると，これらはそろそろ古典的な

と
取り

つく
尽し法を追い落と

しはじめてくる。もちろん初めのうちはそれは一種の「悪法」であっ
て，今日の立場から見ればもちろんのこと，古典ギリシャの厳正な幾
何学的理論から見ても穴ぼこだらけの理論であった。
微分法を頭において具体的な例でいえば，hが零でないといってこ
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れで割っておいて，そのあとで，もはや hがいらなくなると，（“limを
とれ”というような「巧言令色」はさらさら示さず，）単刀直入に“h = 0と
おけ”と命令するという，

まった
全く切り捨て御免そこのけの「悪法」だっ

たのである。ただ現世の切り捨て御免は恐らく
なにごと
何事も生まなかっただ

ろうけれども，記号法の切り捨て御免は，長い目で見て新しい事実の
一大堆積を作り出した。何度も同じことを言うようであるが，近世数
学における記号法の意義には

まった
全く無視できないものがある。もちろん，

やがてその意義を高めた 19世紀の批判数学，あるいはそのまた数学
の精神の背景をなしたギリシャ数学の，厳正確実な論証の重みという
ものも忘れてはならないけれども，ともかく記号法の場合には，ある
程度まで発見法であって証明法をも兼ねているところに，一段と大き
い意義があるのである。17世紀の数学者も発見的手段として，時には，
アルキメデスと同じように，（現実の，あるいは理想化された形での）

てんびん
天秤

を用いたこともあったらしいのだが，それ以上に，この記号法の駆使
という「方法」をもっていた一点こそは，ギリシャ的求積法と 17世
紀以降の微分積分学とを切り離した一つの原動力であったことを知ら
ねばならない。
私は前にルネサンスからデカルトを経ての記号代数が，解を求める

という意味の解析法と，その解が真に求めるものだという証明のため
の方法とを兼ね備えた新しいデカルト的解析数学になったという意味
のことを述べたが，この意味における「解析学」の名は，やがて 17世
紀の「無限小解析学」に受け継がれ，ついには単純に「解析学」という
名の下で，幾何学や代数学と並ぶほどの一大部門に成長したのである
。
注
(1)　第 8章で，作図問題について触れたことを参照されたい。
(2)　例えば『科学と方法』第 1篇，第 3章「数学上の発見」などを参照。
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(3)　ブルバキ『数学史』（邦訳 p.197），同『数学原論　実一変数関数 1』，（邦
訳 p.126）。

(4)　進歩という概念，あるいは未来に理想の世界を求める考え方は，近代
以後のものである。理想の世界を過去に求める傾向は現代でも少なくな
いが，例えばキリスト教，仏教などの宗教的雰囲気をはじめ，過去の時
代精神の中には，その傾向が一段と顕著に見られる

(5)　伊東俊太郎・原亨吉・村田全『数学史』（筑摩書房・数学講座第 18巻）
の原氏による第 II部を参照。



第 11章　無限論あれこれ

1　無限論への姿勢

近世以後の数学を古代ギリシャ数学と区別する一つの論点として，
無限というものに対する両者の態度の相違がしばしば問題になる。よ
く言われることは，たとえば今日の極限算法のような“積極的”な無
限の取り扱いはギリシャ数学には見られず，たまたまそれに近い要素
をもったアルキメデスの場合でも，たいていは

と
取り

つく
尽し法 (method of

exhaustion)のような，いわば無限を回避する型の“消極的”姿勢に陥っ
ている，というたぐいの区別である。
ただし正直なところ，私はここで言われる程度の“積極的”と“消

極的”との区別にはいささか懐疑的である。少なくとも“積極的”と
見られるのは予想や発見や構想の段階，“消極的”と見られるのは後づ
けや証明や吟味の段階，というふうに解釈すれば事のすむ場合が，古
代，近代の別なくかなり数多くあるのではないかと考えている。
実際，ギリシャ数学の

と
取り

つく
尽し法の背後に発見的な要素があったは

ずだとする意見については，すでに前章でも触れておいたし，より近
世的な例として記号代数の形成史についても，同じような意味のこと
を何度も述べてきた。あるいはまた，もっと近代的な例としては，“積
極的”だったはずの 17，18世紀の数学解析が，その論理的基礎の薄
弱さを衝かれて精密化されると共に，再びギリシャ数学の近代版とで
もいうような，一見“消極的”ないわゆる ε�δ論法に変わっていった
ことがあげられる。
ついでながら，この ε�δ論法には，あたかも二人の人の対話討論の

ような形で，甲が乙をやりこめるつもりで εという値を提示すると，乙
はそれに対処して δという値で受ける，というふうに進行することに

167
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注意しておく1)。
これは

まった
全くゼノン，プラトンの昔以来の，論敵を予想しての論争的

“証明”に他ならない。
あるいはまた，古今を通じて最も“積極的”な数学的無限論と見られ

るカントルの集合論が，いわゆる集合論の逆理におびやかされて精密
化されると共に，結局，公理的集合論ないし有限の立場に立つ数学基
礎論という，これまた一見“消極的”な形をとらざるを得なくなって
いる現状も上で述べている私の意見に対する一つの裏付けになる。少
なくとも私はそのように考えている。もっとも，これらについての

くわ
詳

しい議論は，私の考え自身が，もっとまとまってからのことにしたい。
ここでまた例によって例の

ごと
如き右往左往の趣味を始めるようだが，

私は以上において，古代と近代との無限観に差はない，などと言おう
というのではない。私はただ，普通にこの二つの無限観の差として挙
げられている要素の中に，意外にテクニカルで，しかも的を射ていな
いと思われるものが，しばしば混入していることを指摘しているので
あって，私は私なりに，別のところでは，結構，古代と近代との無限
観の差を認めているのである。
もっともここで直ちにこういう問題に深入りすることはできない。

というよりも，無限論などという深遠
ぼうだい
厖大な問題に本格的に取り組む

となると，まず一生をかけて，なおかつ
か ら ぶ
空振りに終わる位の覚悟が必

要であろう。ただ一方からいって，そういう
やっかい
厄介な問題であるだけに，

多少無責任な放言をあえてする場所もたまにはあってもよいであろう
から，今回はまずその辺のところを，思いつくままに書きつけておく
程度にしたい。

2　無限論は無限に拡大する

無限論という問題は，事を「数学」に限って論じようとしても，決
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してその範囲内でおさまるようなことではない。もちろん何かある問
題を解決しようという場合には，それを複雑化するよりは単純化する
ほうが本筋だと思うけれども，われわれの問題の場合など，単純化を
追うのに急で，その本来の複雑さを見失ってはならないと考えられる。
無限を論ずるに当って，これは，まず第一に意識しておきたいことで
ある。
たとえばここで近世における解析学の形成史という問題をとり，そ

の範囲における無限概念だけに話をしぼって論じようとしたとする。
しかしその場合でも，そこには現代の数学的意味に固定される以前の，
従って数学とも自然学とも哲学ともつかぬさまざまの概念，たとえば
極限，連続，運動，無限大，無限小など，あるいはまた，より古典的
な，一と多，存在と生成，数と量，実無限と仮無限その他のギリシャ
以来の難問が，複雑微妙にからまり合っているのが認められよう。し
かも

まった
全く

やっかい
厄介なことに，近世数学が数学として形成され，今日につら

なる数理的自然科学が自然学ないし自然哲学から生まれ，更にそれら
の背後において，いわゆるスコラ哲学が近世哲学へ変身脱皮するとい
うような，物の見方，考え方の基本に関する重大な転換が起こるのは，
まさしくそのような混沌の中からなのである。事をできるだけ単純化
することには私も大いに賛成なのだが，それだけで話が終わるまいと
いう裏には，このような配慮があるのである。
それにしても，たとえばガリレイにおける運動学と無限概念とか，ま

たたとえばブルーノ (Giordano Bruno, 1548�1600)における空間論と無
限概念とか―――これらは

まった
全くの思いつき的“たとえば”で，別段これ

といった根拠があるわけではないが，その他，問題を
しか
然るべく絞って

論ずることは大いに必要であるが，それは既に学術論文の領域に入っ
てしまって，ちょっとこの場所での論題にはなりにくい。またもちろ
ん，おいそれと手のつけられる問題でもない。そこでそういう線は一
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応おくことにして，むしろもっと思い切って大風呂敷を広げると，こ
こで一番に思い浮かぶのはキリスト教という要素である。実際，キリ
スト教というのは，その変貌展開の相それ自身，西欧文化における最
も大きな思想的契機の一つであるが，近世における無限の把握という
問題に関しても，極めて大きい影響力を持つもののようである2)。
考えてみると，今日われわれが生きている社会は，世界史的規模で

見て，「神」の観念がやや稀薄になってきた社会ではないかと思われる。
それにしても，この本の読者の場合など，人間的存在を有限的とみな
し，それに対して「神」（あるいは「宇宙的法則」といったもの）を，何らか
の意味での無限的な「超越者」と解される方が少なくないのではない
か。このような考え方は，無限を有限よりも上位におくものと言って
さしつか
差支えないであろうが，たとえば古代ギリシャではこのような思想は
なかったらしい。実際，少なくとも，特にエレア学派以後のギリシャ
の学問においては，何らかの意味で無限なる者は，学問の正当な対象
とは見なされなかったと言われている。そういえば，より古い時代の
ギリシャの神々にしても，人間と共に愛しあいまた憎みあい，

あい
相

わ
和し

また
あいあらそ
相争うという，まことに人間的な存在で，そこにはどうも超越的

存在という感が
とぼ
乏しい。無限ということを神の属性の一つとして積極

的に取り上げたのは，現世を一時的・有限的なものとし，救いを永遠
的・超越無限的な神の中に求めるキリスト教であって，特に中世末期
からルネサンスにかけて，神―無限者，という思想が確立されていっ
たことは幾重にも注目しなければならない。実際，無限というような，
文字通りとりとめのないものを対象にする場合には，その時代の精神
的雰囲気の中に空気のようにただよっている一種の時代精神は，その
対象を規定する人びとの視点なり姿勢なりを，暗黙のうちに左右する
に違いないと考えられるのである。
こういうことを考えていると，

たと
例えば中国の「天」の思想や，ある種
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の大乗仏教の思想―――
たと
例えば

りん
輪

ね
廻というようなこと―――などでは，そ

れに相当することはあったかどうか，というような疑問が生ずるかも
しれない。私はこの辺のことに

まった
全くくらいので，博雅の教えを

こ
請いた

いところであるが，それにしても，これらの非ギリシャ的な思想一般
の中に，いわゆるギリシャ的な数理思想―――たとえ行き過ぎや見当違
いはあったとしても，「万物は数である」という標語に象徴され，世
界の認識の根底に数的な原理の働いていることを予期あるいは確信し，
構成あるいは検証する思想―――の見出せないことは，恐らく事実であ
ろう。そしてそれが事実ならば，この事実の意義は極めて重要である
に違いない。というのは，西欧近世以後に形成された無限論の拠って
立った精神的基盤は，決してありうべき唯一のものではなく，今日の
われわれの立場を肯定する限りにおいては，そこにおける発展の様態
―――特にキリスト教とギリシャ精神との結びつき―――は，極めて幸い
な偶然だったと言いたくもなるからである。
私は今までに何度か，西欧的数学の伝統の重さということを述べた。

そして，たとえ世界史の概念の上に大きな変化が生ずるとしても，「数
学」の歴史が古代ギリシャに発し近代西欧を中心に形成されたもので
あること，さらにはそれが今や人類の文化の極めて重大な要素になっ
ていること，この二つのことは変らないだろうと言った。ここで述ベ
ているのは，そのような私の意見を裏付けるものである。なお私は本
書において，ボホナー教授の『科学史における数学』の意見に多くを
学んだといい，そこからしばしば所説を引用したが，同書の日本版へ
の序文における同教授の意見にはあまり賛成できなかった。というの
は，同教授はそこで，ギリシャ的伝統以外に東洋にもそれと

あいなら
相並ぶべ

き「数学」の伝統のあったことを述べ，（私の見るところでは）それを同
質のものとして比較することを

し さ
示唆しておられるからである。数や計

量に関する知識は別として，私には，西欧的「数学」あるいは現代に
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おける人類的知見としての「数学」が，東洋的「数学」の伝統の中に
あったとは考えられない。私はボホナー教授の記述の中にすら，今日
の「数学」という既成事実を前提した上で，その一形態としての他の
「数学」が考えられている形跡があるように思う。今日の「数学」の成
果に立たなかった場合にも，広い意味での「数学」が，特に世界観の
根底に密着した形で問題になりうるものかどうか，私はこの疑問を押
えることができない。もちろん，私のよく知らないことで，古代中国
の易や，古代インドの仏教における「数」の役割の中に，それが「世
界」の根底につらなる面のあることもあるかもしれないが，私の知る
限りでは，それは今日の「数学」と異質のもののようである。これに
関しては，特に専門の方々の御教示を待ちたい。またボホナー教授の
上記の「序文」での意見が，私の

おもわく
思惑に反して，今私の述べたような

ことを意味するのであれば，もとより私には何の異存もない。その場
合，ここで述ベたことは，その「序文」に対する，ありうべき誤解に
対する付言として取って頂けばよい。
ついでながら，無限論におけるキリスト教的契機の伝統がどこまで

さかのぼ
遡れるかという問いは，もはや数学史論の範囲を大幅に超えているが，
それ自身に固有の意義をもつ深遠重大な問題である。

めくらへび
盲蛇におじない

態の勝手な熱をふかしてもらえば，これは原始キリスト教の中に初め
から存在したものではなく，ヘレニズム時代以後しばしばそこに取り
入れられたギリシャ的要素でもなく，おそらくはモノトニックで超越
的な近東の自然的風土，その風土に育った専制的な政治的風土，ない
しはそういうものを後に背負ったユダヤの超越的な一神教，そういっ
た伝統の下にあるものではないかと思われる。これも博雅の教えを

こ
請

いたい問題である。
こういう言い方をしていると，私は自分勝手に，どんどん数学史の

土俵を広げ，独りよがりの論をなしているように思われるかもしれな
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い。しかし必ずしもそうとばかりは言えないという弁明のために一言
しておくと，たとえば集合論の創始者カントルには，数学上の論文と
並んで多数の哲学的ないし神学的論文が含まれているという事実があ
る。といっても，言うまでもなく，私には自分のでたらめな放談をカ
ントルの論に比べようというつもりはない。私の言いたいのは，「数
学」という学問を，たとえば自然科学とのつながりの範囲に勝手につ
なぎとめて，上のような考察の可能性をとざしてしまう考えを，偏狭
であり，恐らくはやがて非生産的なものに通ずるであろうということ
だけなのである。実際，カントルの偉大さがその数学上の業績自身に
あることに間違いはないけれども，その業績の底にそれだけの思想的
要素が潜在していたという事実には，極めて意味深長なものがあるで
あろう。もし将来，カントルの無限論に対して本当に根底的な挑戦が
現われるとしたら，それはやはり何らかの意味において無限論の哲学
における挑戦に立脚するものでなくてはなるまい。すぐ上で，あえて
“非生産的”という言葉を用いたのはこのような理由である。
言うまでもなく，私は　・し・ら・ふ　でこれを書いているのであるが，それに

しては
お お ぶ ろ し き
大風呂敷ばかり広げ過ぎると思われるかもしれない。ただ，相

手が無限論だからということでお
ゆる
許しを

いただ
頂くことにでもして，ついで

にもう一つ付け加えると，私は「数学」なるものを，今日一般に考え
られているより

はる
遥かに広くかつ深く，西欧思想の根底に

く
喰い込んでい

るものと考えている。あえて言えば，今日の西欧思想を本当に理解す
る鍵は，キリスト教と数学だというふうに言いたいのである。もちろ
んここで言う「数学」とは，単にギリシャの幾何学でなく，あるいは
デカルトの代数学でもなく，またもちろん今日の数学だけのことでも
ない。それは，ギリシャ的精神の一つの精髄として後の西欧文化を根
底的に動かし，中世，ルネサンス，近世と

へ め ぐ
経巡る内に

みずか
自らも自己発展

を遂げ，自然との接触の中で今日の数理的自然科学を生み，人間社会
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との接触の中で確率論を生み，そして現に，自然科学以外の
ぼうだい
厖大な分

野の中に新しい数学的アプローチを
つく
創り出しつつあるところの，或る

自己形成的な「学問」であり，ないしはその学問のための自己形成的
な推進力である，とでも言えばよいであろう。わが国での今日の「数
学」への理解には，今述べたような，自然的世界にせよ人間的世界に
せよ，およそ世界を理解し，またこれを動かすについての鍵としての
「数学」という認識が欠けているのではあるまいか。そしてこの点に
ついては，「数学」それ自身を推進する仕事ももとより大いに大切で
はあるが，それと並んで，今述べたような，「数学」を自分の中に育て，
はぐくんできたのはギリシャ以来の西欧の伝統であって，少なくとも
現在までのところ，それはわれわれ自身の伝統ではないという事実を，
率直に自覚することも負けず劣らず大切なことであると思う。という
のは，言うまでもなく，今日の西欧も

しょせん
所詮，アラビアを介してギリシャ

を学び，やがてそれを―――これが大切な点だが―――自分のものに消化
しただけのことなのだからである。

3　無限論の書物

今まで述べてきたような型の無限論を，
しか
然るべき視野の下で真正面

から取り組んだ書物として，
下村寅太郎『無限論の形成と構造』（弘文堂，1944，新版：みすず書房，
1979）

が挙げられる。これは私自身が大いに影響を受けた書物で，上記の所
論にもこの書の影響は多分に残っているはずである。私としては，こ
れは，少なくともその発行の時点においては，外国語に訳されてもっと
広い範囲の人に読まれた方がよかったような書物だと思っている，も
ちろん専門の数学的な事柄では，その当時でも（たとえばゲーデル (Kurt

Gödel, 1906�1978)の仕事のような）重要な
ことがら
事柄が二，三落ちていたし，今
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となってはその方の不備ももっと多くなり，またその不備な点が全体
の議論に与えるであろう影響も，深刻になっていると思われる。また
仮にそれらを棚上げしてこの書物の結論自体を考えたときにも，種々
の異論はありうるし，また当時にもあったに違いない。しかしそれは
それとして，これは今もなお，筋の一本通ったユニークな無限論であ
り，もしそこに根底的な異論があるならば，そこに切り込んでいくこ
とこそ，われわれ後学の

つと
務めであろうと思うのである。

無限論の名を冠する書物には，和泉良久氏のもの（創文社）をはじめ，
他にもいくつかあると思うが，和泉氏のはやや専門的に過ぎるようで
あるし，他に特に名を挙げたい例も思いうかばない。一つ付け加える
とすれば，
L. Couturat : De l'in�ni mathematique，（クーチュラ：数学的無限），
1896，（1972再刊，Blonchard）

という書物がある。これは当時の新しい数学的知識を解説しつつ，そ
れに関する哲学的な見解を示したものだが，哲学的にはともかく，数
学的には少し古すぎるであろう。少なくとも，当時新しかった点が逆
に足かせになっているように思うのは，筆者の　・ひ・が・め　であろうか。
標題にも主題にも正面切っては無限論が出てこないが，これに関連
して一度

くわ
詳しく読んでみたいのは，

O. Becker : Mathematische Existenz�Untersuchungen zur Logik

und Ontologie mathematischer Phänomene（数学的存在―――数学的現
象の論理ならびに存在論の研究），1972.

である。この著者はいつかこの場所でも取り上げたあのO.ベッカーで，
E.フッサール (Edmund Gustav Albrecht Husserl, 1859�1938)の �Jahrbuch

für Philosophie und phänomenologische Forschung�（哲学―現象学年
報）の第 8巻にのったもの，最近その復刻版の広告を見た。これはフッ
サールの現象学，及びその一つの流れであるハイデッガーの影響の下
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での，解釈学的現象学による数学論とでもいうべきもので，“数学的存
在 (mathematische Existenz)を人間的現存在 (menschliches Dasein)のつ
ながりの中におく”ことを目標として書かれたものである。本当に取
り上げられているのは，主としていわゆる直観主義の数学の基礎づけ
の問題であるが，いずれにせよ，特に最後の第 6節（数学的存在の哲学
的問題）を中心に，無限概念が扱われている。私はいろいろの理由から，
これにかなりの興味をもっているが，現象学に独特の考え方あるいは
術語が用いられすぎていて，哲学の素人である私などには分りにくい
点が少なくない。実を言うと，今回はこの本を中心にして，そこに述
べられている無限論を紹介してみようかという気持も，初めは持って
いたのだが，正直にいって，それは質量ともにとても今の私にできる
仕事ではなかった。（もっとも，この本の無限論は，私が上で述べたような
“大風呂敷”とは異質なもので，ここで扱われる無限は，その思想的制約のも
とでであろう，数および，特に時間の観念と関連する範囲に限られている。）

4　数学的帰納法をめぐって

今回の話のきっかけは，近世以後の数学と古代ギリシャ数学とを区
別する一つの要素として無限概念をどう考えるか，ということであっ
た、その後，大分脱線を重ねたわけだけれども，この辺で，もう一度
初めの問題に戻り，いつものような論文紹介を行なって一応の首尾一
貫を計りたいと思う。
近世における数学的無限論という問題に関してまず忘れてはならな

いものは，数学的帰納法，あるいは完全帰納法と呼ばれている論法の，
自覚あるいは形成という問題であろう。早い話が，「自然数全体」と
いう無限者は，この論法を介して初めて本当に把握されるもので，そ
の他に把握の仕方はなさそうである。この論法の自覚される時機はい
つか，そしてそれはどのようにして確定されるか，これがこれからの
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問題である。
数学的帰納法の創始者は，かつてはヤコブ・ベルヌイ (Jakob Bernoulli,

1654�1705)であるとされていた。この場合，その時期は 17世紀の末
ということになる。ところがその後，それは，『冥想録（パンセ）』そ
の他で有名な B. パスカルである，という説が出て，その発見の時期
は何十年か前に引き上げられたが，更に今世紀のはじめ，G. ヴァッ
カ (Giovanni Enrico Eugenio Vacca , 1872�1953)という人の論文（1909年）
によって，それはまた 1世紀余りも引き上げられ，16世紀の学僧 F.

マウロリコス (Francesco Maurolicos, 1494�1575)の業績と判定されたの
であった。
このヴァッカの論文は非常に影響力のあったもののようで，他でも

ない 1908年から 1914年にかけて刊行された定本（とおぼしい）『パス
カル全集』の編集者までがこの説を信じている。また別にブルバキの
『集合論』（初版）に添えられた「歴史覚えがき」も，一時はこの説に
従っていたほどである。ところがここに，このマウロリコス説が誤り
であることを示し，もう一度パスカル説を立て直したという論文が現
われた。次にまずその大要を紹介しよう。その著者と標題は次の通り
である。
Hans Freudenthal : �Zur Geschichte der vollständigen Induktion�（フ
ロイデンタル「完全帰納法の歴史」），Archives internationales d'Histoire
des Sciences, No.23, 1953. pp. 17�37.

フロイデンタルはヴァッカの
し さ
示唆に従って，マウロリコスの論文を

くわ
詳

しく吟味する。そして結論として，“ヴァッカはマウロリコスの著書
（Arithmeticorum libri duo, 1557, 出版は 1575）を読み，その著者が完全
帰納法を自覚し，導入し，適用したのだという印象をもったらしいが，
同著の序論，本論のどこにも，それを裏付けるべき形跡はない”とい
うことを示す。更にそれに加えて，ヴァッカがパスカルからマウロリ
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コスヘと視線を転じた根拠とおぼしいものをも提示している。すなわ
ち，パスカルは 1654年頃，マウロリコスの得ていた或る式，(

2× a(a+ 1)

2
− a = a2に当るもの

)
を見て，これを引用しているのだが，この式がたまたま帰納法で証明
されうるという事実や，マウロリコスがこの式の前後の式に，一見，帰
納法ふうな証明法を使っていたという事実などから，一挙に，マウロ
リコスに数学的帰納法あり，という結論へ飛躍したのであろうという
意見である。フロイデンタルによると，実際は，パスカルがマウロリ
コスから得たのは結果のほうで，パスカルは証明法については何も触
れていない上，マウロリコスの証明自身が決して帰納法ではないとい
われる。
もちろんこういう議論においては，数学的帰納法というものが

なにもの
何者

であるかを，まず決めておかないといけない。実はこの論法に，始めて
完全帰納法 (vollstädige Induktion)という名を与えたのはデデキントだ
が，もちろん問題は名前ではなくて内容である。ところが，これに，へ
たに弱い定義を与えてしまうと，それの実例はマウロリコスどころか，
たちまちギリシャ時代にまで遡って見付かってしまうのである。
数学的帰納法としばしば混同される論法に，フロイデンタルが「準

一般的 (quasi-allgemeine)」と呼ぶものがある。それは，或る一般的な
ことを証明するのに，一，二の特殊例の場合を示すことによって全般を
お
推そうという行き方で，マウロリコスの書物の中の先にあげたような
種類の公式の証明は，大部分この準一般的方法で行なわれている。そ
してそれなら，ユークリッドの『原論』にも，既にその例があるので
ある。ところがマウロリコスの場合，その「一，二の特殊例」として，
たとえば P (1), P (2), P (3), P (4)という，今日でいえば P (m), m = 1，
2，3，4に当るような例を用いている場合があって，ヴァッカはどう



　 4　数学的帰納法をめぐって 179

やらこれを数学的帰納法による証明と思いちがったものであるらしい。
いうまでもなく，数学的帰納法というのは，
　第一に, n = 1の場合 (P (1))を帰納的に確かめ，
第二に, n = kの場合 (P (k))が正しいと仮定したところで，
その仮定から n = k + 1の場合 (P (k + 1))が正しいという結論を得る。
という二つの段階ででき上っている。そしてこれを実行すると，確か
に P (1), P (2), P (3), P (4)（およびそれ以下）が正しいという結論が
“順に”出てくるわけである，ただその際

P (k) → P (k + 1)

が示されているのでないと，それはもはや絶対的な意味で“順に”と
は言えなくなり，数学的帰納法とは異質なものになってしまう。マウ
ロリコスの証明はこの意味で，真正の数学的帰納法ではなかったので
ある。
もっとも，こういう見えすいた誤りをヴァッカがおかしたのについ
ては，多少理由がないわけでもない。というのは，パスカルの場合，数
学的帰納法の二つの根本要素は，しっかりと自覚され，表明されてい
るのではあるが，

P (k) → P (k + 1)

という段階のほうでは，まだ変数記号 kが使えるところまで来ていなく
て，これはフロイデンタルの言う「準一般的」方法―――特殊例を以て一
般を推す行き方―――によって処理されていたのであった。その意味で
はパスカルの数学的帰納法も，ちょっと見るとP (1), P (2), P (3), P (4)

という形で示されていたわけである。ただそれにしても，マウロリコ
スの場合の P (4)以下にあるはずの (· · · · · · )と，パスカルの場合にあ
るはずの (· · · · · · )との間には，数学的帰納法であるか否かのはっきり
した区別があった。実際，パスカルのほうは，“これこれの命題には
無限に多くの場合が現われるが，その証明はただ二つの主張（レンマ）
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で示される”として，P (1)の証明と，P (k) → P (k+1)に当ることの
証明とをはっきり述べているのであって，たとえ変数記号は使われて
いなくても，彼が数学的帰納法の原理をしっかりと把握していた事に
まちがいはない，一方，マウロリコスの方には，これだけの明確な自
覚は見られないのである。
ここでちょっと付け加えておく。ブルバキの『集合論』（初版，1957）

の「歴史」で，一時，マウロリコス説がとられていたことは上で述べ
た通りだが，これは後に再版 (1966)に際して修正され，そこには現在
のフロイデンタルの論文が引用されている3)。
次にフロイデンタルの論文のことを言ったからには，是非これと併

せて触れておくべき論文がもう一つある。それは
Kokiti Hara（原　亨吉）：Pascal et l'induction mathématique（パスカル
と数学的帰納法），Revue d'histoire des Sciences et leurs Applications,
1962.

であって，これは，フロイデンタルがいわば可能性として示した数学
的帰納法のパスカル起源説を決定的にした論文である。すなわち原氏
は，パスカルの論文及び，特に書簡を克明に調べた上，彼が或る時期ま
ではこの原理に目覚めていなかったが，友人フェルマとの文通の途中
で，その自覚に到達する，という状況を確定するのである。いつかも
あったことだが，こういう日本人の論文の場合，

くわ
詳しい内容は原著者

自身の口を通して聞くのが本筋と思うので，今回はこれ以上その内容
に立ち入ることはしないが，日本人の論文というハンディキャップを
まった
全く感じさせない見事なものとだけは言っておく。時代精神や哲学の
問題もさることながら，一見テクニカルなこうした方面の歴史研究は，
むしろ数学史の本道として，今後大いに尊重されるべきものと考える。
この論文なども，日本でよりもフランスでの評価のほうがずっと高い，
ということを

そくぶん
仄聞したことがあるが，正直にいって―――原さんにはそ
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れこそ余計ごとだ，といって
しか
叱られるかもしれないが―――“日本でよ

りも”は，この分野における日本の現状を知らない人の添えた余計ご
とであろう。正しくは“日本では知られていないが，フランスでの評
価は極めて高い”というべきである。

注
(1)　例えば伊東俊太郎・原亨吉・村田全『数学史』（筑摩書房，『数学講座』
第 18巻，1975）第 III篇・第 2章参照。

(2)　このことについて，1972年春以来約 2ヶ年のフランス生活は，筆者に
多くの考えるべき問題を与えてくれたが，今はそのような件に立ち入ら
ないでおく。これはむしろ新しい構想の下で検討すべき大問題である。

(3)　ブルバキの『数学史』の第 1版 (1960)には，上記の通り，その『集合
論』第 2版の記述が採用され，従ってフロイデンタルの説がとられてい
た。しかし『数学史』第 2版 (1969)には，フロイデンタルの説より前に
それと似た説を立てたビュシィ (W. H. Bussy)の論文 (1917)が引用され
ている。邦訳『ブルバキ　数学史』はこの第 2版によっており筆者は「訳
者覚えがき」にその間の事情を述べておいた。
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1　続編への弁明

前章の「無限論」は初めはなかなか威勢がよかったのだが，結局，パ
スカルの数学的帰納法のあたりで切り上げたため，いささか尻切れと
んぼの気味になってしまった。少なくともあの場合，数学的帰納法と
いうものの数学上あるいは数学史上の意義について，多少の注意を添
えておくべきだったであろう。
しかし実はそういうことを言い出すと，さらに手きびしい批判の出

ることが予想される。それは，かりそめにも「無限論」を名乗る文章が
あの程度で切り上げられてよいのか，という批判である。実際，17世
紀における数学的無限論の本流は，後の微分積分学ないし解析学に

つら
連

なり，あるいは更に広く，近代数学の全般にまで貫流していくところ
の，最深かつ最大の数学的思潮であって，ケプラー (Johannes Kepler,

1571�1630)，カヴァリエリ以後の求積法，フェルマ，デカルトの接線法，
あるいはカヴァリエリの不可分量論，ウォリスの無限算術，さらには
運動学的なニュートンの流率法，記号論的なライプニッツの無限小解
析など，考えてみると，17世紀以後の近代数学の精髄は，ほとんどこ
こに結集しているとさえ思われる。これをさしおいて何の無限論ぞや，
というのは，極めてまっとうな批判なのである。ただその反面，この
や わ た
八幡の

やぶ
藪

し
知らずのようなところに，散策の足を向けるのがいかに

やっかい
厄介

なことであるかは，これまた言うまでもないことで，私がここに列挙
したような事項に前章ほとんど触れなかったのも，正直にいえば意識
的な敬遠であった。
しかしこういう大事な問題に対処する道が敬遠以外にないというの

は，まことに
い く じ
意気地のない話だし，そもそも私がこのあたりで何をむ
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ずかしがっているのか，ということ位は，はっきりさせておく方がよ
い。それに私は，たとえ微分積分学の形成ということを頭においた場
合でも，なお，数学的帰納法の自覚というものが無限論の

さ ま つ
些末な一つ

のエピソードであるとは思っていないので，そのことについても私見
を述べておきたい気がする。それやこれやで，今回は 17世紀数学の
締めくくりかたがた，たとえば私たちがゼミナールを終えた後で雑談
をしているようなつもりで，やや主観の勝った話を展開してみようと
思う。

2　数学的帰納法と自然数全体の概念

数学的帰納法の自覚が，数学的無限論の歴史における一つの重大な
ステップであるというのは，“自然数（全体）”という無限者を一個の対
象として

とら
捉える道が，そこに示されていると見られるからである。も

ちろん，17世紀のパスカルの中にすでにそこまでの意識があったとい
うのは，いくら何でも少々早すぎるかと思う。しかし，ちょうどデカ
ルトにおける量の同次性の認識が，実数概念の形成に至る大きな一歩
であったのと同じように（第 9章），パスカルにおける数学的帰納法の
自覚も，これを，無限者の対象化ということの長い歴史における重大
な一歩と見ることは，十分根拠あることのはずである。
「自然数全体」ということが本当の意味で

とら
捉えられるのは，19世紀

も後半のことで，その立役者はデデキントである。当時自然数論に関
して初めて提示されたいわゆるペアノの公理は，デデキントの“Was

sind und was sollen die Zahlen（「数とは何であり，また何であるべきか」）
（岩波文庫版では『数について』に収録，河野伊三郎訳）”の線に沿って，自
然数全体というものを，数学的帰納法のなりたつ範囲そのものとして
理解しようとしたと見られる。ぺアノの公理については，先ごろ
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ペアノ:『数の概念について』〈現代数学の系譜 2〉，（小野勝次，梅沢
敏郎訳・解説，共立出版，1969年 8月）

という書物が出て，非常に近づきやすくなった。詳細かつ誠実な注や解
説があちこちに付けられた書物である。

くわ
詳しいことはそれに直接当っ

て
いただ
頂くとして，ここでは話の行きがかり上，簡単に述べておく。
まず，ペアノの五つの公理を（彼独特の記号は避けて，）一通り書いて

おこう。
⑴　 1は自然数である。
⑵　 aが自然数なら，aの後者も自然数である。
⑶　自然数 a, bの後者同士が等しければ a = b。
⑷　 1はいかなる自然数の後者にもならない。
⑸　どんな集合でも，それが 1を元とし，またその任意の元 xに対
しての後者を元とするならば，その集合は自然数全体を含む。

この 5番目の公理が，いわゆる数学的帰納法の公理と呼ばれるもの
で，端的にいうと，自然数全体とは数学的帰納法が使えるようにでき
ているものだ，と開き直ったものと見てよい。言いかえれば，パスカ
ルにおいては，自然数全体（という広漠たるもの）について論ずるにはこ
の論法を使えばよい，というふうに

とら
捉えられたものが，それから二百

年余りたったデデキント‐ペアノになると，そのような論法こそ「自
然数全体」というものに確固たる意味を与えるものだというふうに視
点が転換したわけである。そして―――これが大切なところだが―――そ
れと共にこの僅か五つの条項，特にその第 5条における（1を含むこと
と，xと共に xの後者を含むこととの）二つの要素が，無限のメンバーを
含む自然数全体という概念の首の根を押えたのである。
このような言い方をすると，数学的帰納法と今日の集合論的な無限
概念との間には，何か一脈のつながりがありそうにも聞えるかもしれ
ない。しかし実をいうとペアノがその公理を発表したのは 1891年で
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あり，またこれに重大な影響を与えたデデキントの書物の発行は 1887

年であって，カントルの集合論はすでにその十年近く前から形成され
つつあった。しかも，少なくともカントルの論文集
G. Cantor : Gesammelte Abhandlungen, 1932；1962再版

所収の論文からうかがえる限りでは，カントルの思想にパスカルが影響
した形跡は見当らない。従ってパスカルから，このデデキント‐ペア
ノに至る無限の把握が，カントルの無限論の形成にヒントを与えたな
どと見ることはできない。そもそもカントルの無限概念の系譜は，数
学的にはフーリエ級数論における或る種の特異点の集合の考察や，関
数論，射影幾何などにおける無限遠点にその原型をもつものであり，ま
た哲学的にはボルツァーノの『無限の逆説』（1851，死後出版）に直結し，
ひいては特にライプニッツからアリストテレス，プラトンにまで遡る
ものである1)。他方パスカルの思想は，宗教上の理由等によって，比較
的近年まで世間一般には知られていなかったような所がある。このよ
うな状況なので，パスカルとカントルとを直ちに結びつけるわけには
いかないようである。実際，カントルの 1883年の重要な論文「一般的
集合理論の基礎」 (Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre)

には，古来の多くの学者の名が出てくるが，パスカルの名は出てこな
いし，またパスカルに触れている別の論文（「実無限に関する種々の立場」
1885，発表は 1890）にも数学的帰納法のことは出てこない。
しかし私は，アリストテレス以来敬遠されてきた無限の概念が，少な
くとも数学の世界に関する限り，今日のように飼い慣らされてきたこ
とについて，やはりパスカルにおける一歩の意義は大きいと思う。枝
葉を切り払った物の言い方をすると，私の言いたい要点は次のように
なるであろう：まずパスカルは，自然数全体という最も手近かな無限
者をいかに取扱うべきかについて，一つの具体的な方法を与えた；そ
の後，任意の自然数を表わす文字記号 nの使用などがこれに加わった
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上，やがて二百年の後に，デデキント‐ペアノの手で，自然数全体と
いう概念は一個の数学的存在として客体化された；そしてそれと共に，
自然数はあらゆる数学的存在の中の典型として，一切は数論化によっ
てその存在根拠を獲得する，というような機運が生じた―――以上の通
りである。実際，ポアンカレなどは，数学的帰納法の中に最高の数学
的推理を見出す，と言っているほどである（『科学と仮説』，『科学と方法』），
しかしこの自然数による数学の基礎づけは，ほとんど直ちに集合論に
よる基礎づけの試みによっておきかえられ，今日の数学基礎論やブル
バキの数学的構造の考えにつながるのであるが，いずれにせよ，私は
このような流れの中に，パスカルにおける数学的帰納法の自覚が，間
接の形にもせよ，後世に残した大きな意義を認めたいと思う。もちろ
ん本格的な歴史上の主張としてこのような意見を実際に確立するため
には，多くの詳細な吟味を経なくてはならないけれども，ともかく私
が前章の無限論をパスカルで切り上げた背後には，以上のような気持
が働いていたのである。

3　中村幸四郎氏の論文のこと

実をいうと，数学的帰納法の意義について考えるとき，私が一番に
思い浮かべるのは，前回に挙げたフロイデンタル (l953)，原 (1962)の
両氏の論文よりも，むしろ
中村幸四郎：「歴史的に見た自然数全体ということについて―――パ
スカルの場合―――」（『基礎科学』第 27号，1951.）
である。前回の場合は，何となく日本語の論文は避けようかという気
分が働いていたところへ，その雑誌が手もとになかったため，つい一
言も述べずじまいになったが，私は，中村先生がこれについて学会で
話された時のことまでよく覚えている。そして何だかその話は誰でも
知っているような気さえする位なのだが，考えてみると，それはもう
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かれこれ二十年も前のことである。しかも『基礎科学』は，『科学基礎
論研究』に発展的解消をとげたと言えば言えるものの，その後まもな
く廃刊されたのだから，中村先生の論文にしても，世間ではほとんど
知られていないに違いない。それだけにあえて言っておく方がよいと
思うのだが，この論文には日本の数学史研究の水準を示すに足る一個
の見識が示されている，と私は考える。もちろんこれは

まった
全くお世辞ぬ

きの話である。その一例として次の一節をあげておく。前章であげた
フロイデンタルの論文では，一時注目されたマウロリコス (Francesco

Maurolicos, 1494�1575)が退けられてパスカルが取り上げられたわけだ
が，次の中村氏の説はフロイデンタルの論文の出る 2年ほど前に発表
されていたものである。

　“ここで私は数学的帰納法というものを《自然数全体》を
とら
捉えるた

めの原理として取り上げる。そしてその論法の背後に自然数全体と
いう一種の無限概念が，どのように横たわっているかを明らかにし
ようと思う。”
“この目的のためには，マウロリコスについて現在私がもっている
知見は，僅かに数行のラテン語の引用文に過ぎない。これから何か
結論を出すことは危険である。……（中略）……。ヤコプ・ベルヌー
イはあまりに数学的技術的であって，その背後の無限の思想を云々
するような型の人ではない。従って私は，思想の深い，且つ資料の
とぼ
乏しくないパスカルについて，われわれの考察を進めてゆく外はな
いのである。”

このような見識の下で，この論文の結論は次のような形でまとめられ
ている。
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“以上の考察によって私は次の
ことがら
事柄を知ることが出来た。

〔第一〕　パスカルには数学的帰納法の論法が完全無欠に把握されて
いること。

〔第二〕　パスカルは幾何学の基礎を直観的に考えるのであるが，こ
こにいう直観とは運動に基づいた，行為的なものであること。

〔第三〕　さらに無限の把握の場合には，一種の弁証法が考えられて
いること。

　従って，パスカルの場合には，19世紀の数学のように，無限とい
うものが数学の直接の対象とはなっていないけれども，全体をひと
まとめのものとして考えるということは，不可能なことではないで
あろう。……（中略）……，パスカルの数学の背後に自然数全体とい
うものの萌芽期の観念が存在するといっても，今は，過言ではない
と思うのである。”

われわれは，この引用中の特に第二，第三の条項について，いろい
ろ考察すべき問題の種があると思うけれども，今はそれには立ち入ら
ないで，もう少し広く，今回の初めに触れた微分積分学の形成にまつ
わる問題から，二，三の論点を拾ってみようと思う。

4　ギリシャ数学における無限の陰影

無限者を学問の対象として
とら
捉えたのは近世であるというのは，しば

しば言われることであり，私も前回以来確かにそのことを述べてきた。
しかしこの無限に関する問題が，たとえばギリシャ時代に

まった
全く関心の

対象にならなかったかといえば，それはむしろ反対であろうと思われ
る。どの学問の歴史にもあることかと思うが，数学の歴史においても，
特に，成果として表面に現われずに終った或る種の数学以前的な思考
においては，いくつかの基本的問題がつねにそこに底流していて，そ
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れがそれぞれの時代の背景の下でさまざまの形をとって現われてくる。
こういうことは少しも珍しいことではない。
無限の問題などはさしづめその好例の一つであって，早い話が，ギ

リシャの数学あるいは哲学における一と多，数と量，静止と運動，存
在と生成などの諸問題は，現代的解釈を押しつけるという危険を承知
であえていうならば，無限の問題を適当にそこに　・か・ら・ま・せ・る　こともで
きるであろう。すなわちこれらの問題は，それぞれ，元と集合，連続
と不連続，運動とその影像，実無限と仮無限などの，17世紀的あるい
は 20世紀的問題に，適当に解釈し直すことが可能なのである。われ
われは以下，考察を長さ，面積，体積などのいわゆる測度の問題に限
定して，その辺の

やっかい
厄介な

ことがら
事柄を簡単に一瞥したいと思う。

第一の問題は，点という大きさをもたぬ「一」者が
かず
数「多」く集まっ

て長さという「量」あるいは「存在」を「生」じ，長さという幅のな
い「一」からなる「多」者に，面積という「量」あるいは「存在」が
「生」じる等の事柄を，どう解釈するかというような処にある。ここ
であげた「多」を「運動」でおきかえても，運動なることの本性が解
明されない問は，運動による量の「生成」の説明は依然としてむずか
しい。してみると点，線，面などという「存在」の本性は

なにもの
何者であろ

うか。
ゼノンの逆理はこのような点を衝いたものかもしれないが，いずれ

にせよ，（サボーも指摘しているように，）この種のエレア的問題が考えら
れた痕跡は，たしかにユークリッドの『原論』の中に認められる。す
なわちまずその第 7巻では，自然数に関する議論を展開するに当って
「単位（ノモス―――原義は一）とは一つのものと考えられるもののこ
とである」
「数（アリトモス―――原義は多）とは単位の集まりである」

という意味の公理が初めにおかれていて，自然数の理論が，「一と多」
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の形で取りまとめられていることを示している。しかし「一と多」の
理論がうまく処理できるのは，どうやらこの辺までで，幾何学的な図
形の範囲にくると，その理論はもはや神通力を失うようである。実際，
上の二つの公理にならうとすれば，
「点は図形における一者（すなわち単位あるいは元）である」
「図形とは点の多者（すなわち集合）である」
というような処から，幾何学が発足するとよいはずだが，実際はそう
は，いっていない。第 7巻と対照的な
「点とは大きさのないものである」
「直線とはその上の点に関して一様に横たわるごとき延長である」
などという複雑怪奇な表現をもつ『原論』第 1巻の公理の裏には，永
久に歴史の表面に出ることなく終った

さまざま
様々の

おもわく
思惑があり，そこには特

に（ギリシャ人なりに解釈した）「無限」への　・な・み・な・み・な・ら・ぬ　配慮が働い
ていたに違いない。実際，理論的な幾何学において，「点」が大きさ
を持つことはあくまで避けなくてはならないし，そのくせ，大きさを
奪うと，幾何学的量は存在の根拠を失うごとくに見えるのである。サ
ボーがこの点をついて，「公理」を「暫定協定」と見たのは（第 5章），
こうして見るとむしろ無理からぬことと言えようし，また他方，アル
キメデスの

と
取り

つく
尽し法なども，いわば苦しまぎれの落ちついた先と見

られぬこともないであろう。
このような逆説的な状況を頭において考えると，アリストテレスが，
一方で論理学の方面において「集合」に相当することを考えようとし
ながら，そのくせあくまで外延的な集合概念を避けて，その集合を規
定する内包的性質の方を固執した気持がわかるような気もする。そし
てそういえば，人びとは長い間，不思議なほど外延的な意味での集合
概念を使っていないのであって，ブルバキの『集合論』における「歴
史覚えがき」によると，カントルの集合論が生れて以後も，ヒルベル
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トのような人でさえ，直線や平面を点の集合と述べるのを
さしひか
差控え，集

合の代りに，その集合を規定する性質（内包）を示すのみであったと言
われている。さらにまた，この時代までに幾何学の範囲で集合論の言
葉を自由に使った人はペアノだけだが，同時にそのペアノでさえ，論
理学の方面ではやはり内包的に考えるという古さを残しているとも言
われている2)。
なおついでながら，カントルは集合 (Menge)という言葉として，初

期には Inbegri�（総括；全体；本質）を用いたこともあったが，中期には
もっぱらMannigfaltigkeit（多様性；雑多性）というものを用いていた。後
者は直接にはリーマン (Georg Friedrich Bernhard Riemann, 1826�1866)

の用語（今日の「多様体」の原語）から取られたものであるが，実際に
は，今日の数学における多様体の概念より，もう少し意味深長なもの
であったらしい。すなわちカントルの中期を代表する大論文，《線状の
無限点集合について (Über unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten)》
(1879�1884) の原注によると，ギリシャ的な「一と多」の論への意識は
十二分にカントルの頭の中にあったことがわかる。むしろ私には彼が，
「一」であると共に「多」であるような「Mannigfaltigkeit（「多者」）」
の概念によって，新しい「一と多」に関する（数学を含む）哲学的理
論を，プラトン哲学の伝統の上に展開しようとしていたように考えら
れるのである3)。

5　不可分量論と無限算術

ギリシャ人を苦しめたと思われる長さや面積の問題は，17世紀の
人びとをも同じように苦しめている。近世的な測度理論の発端はケプ
ラーであるが，これを引きついだいろいろな試みの内，微分積分学の前
史において最も優れた理論だったのはガリレイの仲間であったカヴァ
リエリの不可分量論である。
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第 12-1図

今日，積分法の中にカヴァリエリの
定理と呼ばれるものがある。これは二
つの体積（あるいは面積）の相等に関す
る定理で，同じトランプの一山を長方
形状に積んでも，歪めて積んでも体積
（あるいはその切口の面積）が変らぬのと同じように（ 第 12-1図），二つ
の平行平面（あるいは平行線）の間にはさまれた二つの図形は，その中
間の各平行平面（あるいは平行線）による切口の面積（あるいは長さ）が等
しい場合，全体の体積（あるいは面積）も同一である，ということを主
張する。この定理は今日の積分の理論を用いれば，容易に証明される
けれども，実はカヴァリエリの理論における最も基本的な考え方だっ
たのである。
話を簡単にするため面積について述べると，カヴァリエリはどうや

ら，図形を「生成」する線分を，幅のないただの線分とは見ず，幅は
ないけれども加えて幅が生れるような特殊なものである，と見ようと
したのではあるまいか4)。私はカヴァリエリの著書を実際に見てはい
ないので，この辺は

まった
全く無責任な言い方になるが，単刀直入に物を言

えば，どうもこれ以外に考えようがなさそうである。
もちろんこういう言い方が無理な注文であることは，今さら断わら

なくても，カヴァリエリ自身十分に承知していたに違いない。むしろ
問題はその先であって，いったんこの注文を受け容れると，その後の
理論は，結構，巧妙に組立てられていて，当時の理論としては最も使
い
やす
易いものであったと言われている。要するにこれは，未知のことを
発見するための方便という意味での「解析法」だったのである。実際，
前に取り上げたホワイトサイドの論文
D. T. Whiteside : Patterns of mathematical Thought in the later

Seventeenth Century.（17世紀後期における数学的思考の類型）
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によると，この方法は厳密な証明法でこそないが有力な発見的解析法
として活用されていた。もちろん証明は

と
取り

つく
尽しの法にゆだねるわけ

だが，後に積分法において基本的となる性質や技法―――たとえば積分
の加法性，また例えば部分積分法など―――は，この理論の中で既に数
多く生れているという。ただそれにしても，発見的方法であると共に
証明の手段でもあるような，正確巧妙な記号法の伴わなかった点は致
命的で，そのためこれは 1660年頃から次第に用いられなくなり，代っ
てこの理論の一つの発展形態として，ウォリスの「無限算術」などが
発展したと言われている。後者は，理論的な意味での記号計算法とい
うよりは，むしろ記号で書かれた数式の無限列を観察し，そこから直
観的に何らかの規則性を見付けよう，あるいは見当づけようというよ
うな，記号的推測の法である。

y=f (x)

x=a x=b
∆x

第 12-2図

いず
何れにしても，右とも

左とも言いがたいとき，
人はしばしばカヴァリエ
リの不可分量のような
ものを持ち出しがちであ
る。しかもそれは必ず
しも遠い昔のことばかり
とは言えないのであって，
今日のリーマン積分やル
ベーグ積分などにしても，カヴァリエリばかりを笑ってはおれない面
がないわけではない。一例としてリーマン積分の場合を考えてみよ
う。
正値の連続関数

f(x) (x ≧ 0)

の定積分
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∫ b

a
f(x)dx

とは，x軸，2直線 x = a, x = b, 曲線 y = f(x)の四者によって囲
まれた図形の面積に他ならない。これは，理論的には，その図形を図
のように

たんざくがた
短冊形で近似した上，各

たんざく
短冊の横幅 ∆x（の一番大きい値）を

0に近づけ，その際に
たんざく
短冊の面積の和が指し示す極限値として定義さ

れる。ところがここで極限値という数値へ向けている目を図形の方に
移すならば，そこで行なわれていることは，面積を無数の縦線に分解
して，その総和を求めていると解されるような手続きになってしまう。
そうなっては困るから，われわれは極限値という数値の方を見るわけ
であり，そのためにまた，図形的直観は信用せず数の理論の方を信用
せよ，というお説教を聞かされるわけである。しかしそのような子守
唄あるいは殺し文句で，この種の疑問が本当に氷解するものであろう
か。少なくとも，そのような殺し文句の値打ちを本当に

か
噛みわけるた

めには，こうした
あまのじゃく
天邪鬼的考察が何回か試みられるのも悪いことでは

ない。というよりも，万一それが一転して，新しい理論の建設につな
がってくれたりすれば，それこそまさに，リーマンやルベーグ (Henri

Leon Lebesgue, 1875�1941)が歩いた数学の本道に他ならない。
そういえば，今日の測度の理論では，測度の理論的な測り方をどの

ように精密巧妙に定めたとしても，その方法における測度が存在しな
い―――すなわち測度を求めることが理論上不可能である―――ような奇
怪な図形が必ず存在することが知られている。

たと
例えばルベーグの測度

論においてルベーグ可測でない点集合の存在がそれである。
そのように異常な例を作る際の考え方は，点をいくら集めても長さ

にはならず，一方，長さはいくら細分しても 0にはならない，という
ことを逆用するのが普通である。

たと
例えばルベーグの意味で非可測な集

合を作る際には，長さ 1の線分を，（いささか奇術的にではあるが論理
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的に狂いはない形で），可算無限個の合同な図形に巧妙に分解し，分解
された図形の長さを考える。それが 0だとすると，それらの合同な図
形を可算個足し合せた全体の長さは 0のはずだし，それの長さが正数
だとすると，それを無数に集めた全体の長さは 1どころではなく，無
限大になってしまう―――こういう論法である。この

あた
辺り，少々

せんどうてき
煽動的

な言い方をすると，今日の測度論なるものは，ちょっと足を踏みはず
と奈落の底に落ちるところを危くも踏みこらえて，その上に一見壮麗
な殿堂を組み上げている，という風に言えるかもしれない。もっとも，
自分の理解力の弱さを棚に上げて，あまり調子に乗ることだけは，自
他共に慎しまなければならない。
ともかくこうなってくると，カヴァリエリの理論に対しても，あま

り高飛車な苦情は言えないことになって，ただ，どちらがより適用範
囲が広く，またより使いやすい理論であるかという点だけが残るわけ
であろう。カヴァリエリの理論の場合，それはウォリスの「無限算術」
に引きつがれ，さらにパスカル，ニュートン，ホイヘンス，ライプニッ
ツなどの無限小解析―――微分積分学の直接の先祖―――へと進展するこ
とによって，次第に取り扱いやすさと応用の広さを獲得し，つづいて
その仕事が一段落してから後は，いわゆる理論的精密さをも獲得して
いったわけである。リーマン積分やルベーグ積分はこの最後の段階の
ものであって，もちろん普通の意味では理論的弱点など何一つ残って
いない，しかもなお，そこには上のような，視点を異にした考察の下
での，いわば次元の違う疑問の余地が残っている。これはおそらくど
うしようもないことであろう。最も無遠慮な言い方をすれば，これら
の理論的仕上げの美しさ自身にしても，これを

こうげんれいしょく
巧言令色の度が高まっ

たのだと突っぱねることさえできると思われる。言うまでもなく，そ
の「

こうげんれいしょく
巧言令色」の　・ま・っ・と・う・さ　は十分理解した上でのことではあるが。

1660年頃に不可分量論が行きづまり，つづいて次の十年ほどの間に
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と
取り

つく
尽し法のいろいろな変形も何となく行きづまり，（この際，特にやっかい

厄介
だったのは，ある種の曲線の長さの求め方の問題であった），そしてその途
中から，いわゆる微小三角形の方法が，求積法と接線法とをつなぐも
のとして，意外に重要な役割をになって現われる；そこに運動学がか
らみ，代数記号的方法がからみ，いわゆる微分積分法の基本定理（求
積法としての積分法は，微分法の逆算法としての積分法と実質的に同一であ
るという認識）の誕生が伴ってきて，ニュートンの流率法，ライプニッ
ツの無限小解析の形成へと進んでいく……というような形での，解析
学誕生における一番おもしろそうな部分の話は，今回もまたできそう
にない。他人に話す以前に，私自身まだまだわからないことが多すぎ
るのである5)。ただそれにしても，私がどういうことをむずかしがっ
ており，どんなことに興味を感じているかというようなことについて
は，以上で，かなりはっきりとお伝えできたように思うがどうであろ
うか。

6　無限概念は一つのアナリシスであるか

結局，とりまとめて言うと，私の一番言いたかったのは，解析学にお
ける無限概念は，新しい途を見出すための発見的方法，最も高い意味
における解析法（第 11章参照）だったと見られるのではないか，という
ことである。こうした新しい方法に対する「解析」的な役割こそ，より
一般に，無限の概念が数学の歴史の中で演じてきた最大最深の役割な
のではあるまいか―――少なくとも私は，このように考え，その筋書き
の上で数学的無限論というものを一度，根底的に吟味してみたいとい
う望みをもっている。もちろん，いつその望みが実現するかというよ
うなことは言わぬことにしての話である。ともかくアルキメデスの

と
取

り
つく
尽しの法，パスカルの数学的帰納法，あるいはカヴァリエリの不可
分量論，ウォリスの無限算術，そしてニュートン，ライプニッツ……



　 6　無限概念は一つのアナリシスであるか 197

あるいはまたカントルの集合論的存在論，デデキントの集合論的数学
像建設，さらにはゲーデルやコーエンの現代の数学基礎論におけるさ
まざまな深い思慮など，これらの底には，つねに一つの契機的なもの
が働いているように見うけられる6)。それぞれの時代のこれらの優れ
た数学者は，おのおのの前にある無限概念に誘われ，それを

とら
捉えよう

とし，それを解明しようとして
さまざま
様々の苦労を重ねてきた。そして時に

より人によっては，確かにそれをつかんだと考えたこともあったかも
しれない。しかし結局のところ，

とら
捉えたはずのものはただの影であっ

たり，単なる似姿であったり，あるいはせいぜい無限者の形骸ともい
うべき一個の断片であったのではないか。しかもその間，無限概念の
混沌の中に

ゆ く え
行方を絶った多くの

むな
空しい試みがあったことをも思わない

わけにはいかない。それらはすべてわれわれの問題と無縁ではない。
このようにしてみると，無限論には永遠の魅力があるけれども，本

当はうかつに近づくべき主題ではないと言うべきなのであろうか。

注
(1)　フランスの数学史家デュガク (Pierre Dugac, 1926�2000)氏は，デデキ
ントにおける数学思想の形成を，その未発表の手記や書簡まで持ち出し
て，詳細に検討しておられる（未刊）【編集者注：Richard Dedekind et les

fondements de la mathématique,”Paris, Vrin coll.《Travaux de l'Académie

internationale d'histoire des sciences》(no 24), 1976】。それによると，後
の集合論的考え方がデデキントの中に芽生えたのはカントルの場合より
古く，1860年代の初めのことだという。従ってカントルヘのデデキント
の影響は，従来私が考えていたより大きいとせねばならない。ただし私
が同氏に念を押していたことだが，デデキントの無限集合はまだ可算集
合の範囲に限られている。したがって本書でこのあと述べるカントルと
デデキントとの関係については，大綱において変化は生じない。

(2)　『ブルバキ　数学史』の邦訳（村田，清水訳；東京図書）では，P.14，
P.38などにこのことが出てくる。（『集合論 3』の邦訳では P.52，P.77）。
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(3)　くわしくは伊東俊太郎・原亨吉・村田全『数学史』（数学講座 18，筑摩
書房，1975）の第 III部第 3章を参照。

(4)　詳しくは筑摩書房『数学史』の原亨吉氏による第 II部を参照。
(5)　これについては筑摩書房『数学史』の原亨吉氏による第 II部の他，中
村幸四郎氏の『近世数学の歴史：微積分の形成をめぐって』（日本評論社，
1980）を参照のこと。

(6)　これについては，併せて第 16章第 1節に添えた注を参照されたい。



第 13章　「18世紀数学」のこと

1　 18世紀数学の評価をめぐって

時代を世紀によって分ち，さらに各世紀の数学にその特色を与える
ということが，どの位意味のあることかは問題だが，一般に 18世紀の
数学は，創造的な 17世紀数学と批判的な 19世紀数学とに挟まれた，ど
ちらかと言えば中ぶらりんなもののように受取られている。もちろん
この時代にも数学は大いに進展していて，特に解析学やその応用たる
数理物理学の方面の発展には，史上に例を見ないほど

はなばな
華々しいものが

あるのだが，それにもかかわらず従来の数学史の常識から言うと，そ
れは一種の型にはまったものと見られている。要するに 18世紀は，17
世紀が敷いてくれたレールの上を，原理的に新しい何ものかを付加え
ることもなく，またその原理への深刻な反省もなく，ただひたすらに
「前へ」進んだだけと評価されているらしい。これは果たして妥当な
評価なのであろうか。
なお，この「前へ」というのは

きっすい
生粋の 18世紀人ダランベール (Jean

Le Rond d'Alembert, 1717�1783)の言葉である。すなわち彼は，人びと
が無限小解析学―――微分積分学の前身―――にまつわる論理的障害に行
き悩んでいると，よく「前へ進み給え，そうすれば信頼感が君の中に
生れてくるだろう (Allez en avant, et la foi vous viendra)」と言ったのだ
そうである。
ところがここで考えてみると，こういうことを言う私自身が 18世紀

数学についてはほとんど何も知らないのである。その時代の中に従来
見過ごされてきた重大な契機があるかもしれないということは，よう
やくこの一，二年の間に気付いたことであり，しかも他の関心に取ま
ぎれて，実際にはまだ何も手をつけていない。これが 19世紀の後半

199
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以後だと，数学の基礎に関連した或る狭い範囲のことではあるが，私
はいくつかの重要と思われる原論文を読んでおり，またそれについて
多少とも自分なりの考えを持っていると思う。また同じ方面のことで
あれば 17世紀や 19世紀前半のことでも，また近代語訳を介してのこ
とながら古代ギリシャのことでも，ともかく原典の頁を開く位のこと
はしている。そしてまたそれらに関するいくつかの研究書や論文など
についても，読んだ量は少ないにせよ一応の系譜位は思い浮ベられる
と思う。ところが 18世紀となると原論文も見ていないし，後で触れ
る一，二のものを除いては目ぼしい研究のあることも知らない。少な
くとも 17世紀やそれ以前と比べて，言葉の点からも内容の点からも
事は

はる
遙かに簡単なはずなのに，私は今まで 18世紀にほとんど関心を

持たなかった。これはどうしたことであろうか。私もまた，中ぶらり
んな世紀という先入主的イメージに災されて，

ただ
質すべきものを

ただ
質さず

に来たのではなかったか。
こういうことを書いている内に，ふと思い出したことがある。何の

意味もないことかもしれないが，ことによると，ある時代のささやかな
記録になるような気もするので，ここでちょっと書きとめておく。そ
れは今から四半世紀ばかり昔の第二次大戦の最中のことで，私は当時
まだ大学に入る前だったが，ある日ドイツ語の柴田治三郎先生（後の
東北大学文学部教授）を訪問して，たまたま来合せておられたT先生と
柴田先生とのお話合いを傍聴した。もとより古いことで別にノートを
とっておいたわけでもないだけに私の記憶はすこぶる怪しいが，今で
もかなりはっきり覚えているのは，お二人の間で
“今，中世をやると，やる人が少ないだけに早く専門家になれます
よ”
“ところが中世はおもしろくなくって……”
“まったくその通りですね。だからこそやる人も少ないわけでしょう”
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というようなやりとりのあったことである。“早く専門家になれる”
うんぬん
云々は，何だか少々俗っぽく聞えるかもしれないが，これは私の記憶
違いかもしれない。全体としてその夜の話の流れは決して俗っぽいど
ころではなくむしろ極めて格調の高いものだったと記憶する。それだ
からこそ，話が文学史だったか哲学史だったかという肝心の点を覚え
てなくて困るのだが，ともかく中世史はあまりおもしろくないものら
しいという印象が，後あとまで私の記憶に残ったのである。
こうした話をそのまま 1943�4年当時における文科系の或る学界の

雰囲気と見るのは早計かもしれない。しかし私の知っている柴田先生
の学識を頭においた上で，さらにお二人の話がざっくばらんな学問的
雑談であったことなどを考え合せると，私にはその話がかなり正直に
当時の風潮を伝えていたのではないかと想像される。ところがそれか
ら四半世紀ばかり経ってみると，科学史をはじめ哲学史その他のかな
り多くの専門家が中世に対する認識を改め，そのおもしろさや深さを
説いている。中世史のおもしろさは，もはやまぎれもない事実である。
18世紀数学に対する今日の評価にしても，何年か後に，かつての中世
への評価の二の舞にならないとは誰が言えるであろうか。

2　 18世紀数学の書物

先に述べた通り，特に 18世紀数学について書かれた書物はまこと
に少ない。通史は別として，私はこういう際，最初の手懸りを求める
のに，
⑴　R. C. Archibald：“Outline of the History of Mathematics（アー
チボルト，数学史大綱）”American Mathematical Monthly, vol. 56,

No.1, 1949.

の巻末の文献表を使う。そこには合計 314の項目があり，中には 1項
目に数個の文献を指示した処があったり，また文献の内容紹介に数十
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行を使った処があったりしてちょっと便利なのである。ところが 18

世紀についていうと，これに直接関係する項目には第 222番のベルヌ
イから第 267番のロバチェフスキの手前まで，かれこれ 50項目もあ
りながら，どうも，もう一つ魅力的なものがない。もっとも，正直な
ところを言うと，アーチボルト（Raymond Clare Archibald, 1875�1955）
の書物自身，テクニカルな方面に重点があるらしく，そこに引用され
た文献にしても，いささか玉石混交の感がないわけではない1)。
次に日本のものまで勘定に入れるとすると，まず
⑵　小倉金之助：階級社会の数学―――フランス数学史に関する一考
察―――，『思想』1930年 3月・5月・6月号。（『数学史研究　第一
輯』所載，岩波書店，1935，『小倉金之助著作集』第 1巻「数学の社会
性」所収，勁草書房，1974）

⑶　小堀憲編：十八世紀の自然科学，（恒星社厚生閣，1957）
の二つが思い付く。前者はわざわざ紹介するまでもない程有名な書物
で，小倉氏のこの方面の研究では初期のものに属する力作であるが，わ
れわれの現在の関心からはいささか離れていよう。もちろん現実に数
学の研究経験のある小倉氏の作品だけに，数学の素人である学者の手
になる社会派的数学論などとはおのずから違っていて，デカルトヘの
評価その他，数学への理解には，やはりさすがは，と思える処が少な
くない。しかし特に 18世紀になると，社会的関心への打込みに比し
て数学それ自身への打込みが不足して見え，数学的事実より前に同氏
の哲学が先行しているようなところが目につく場合がある。もっとも，
これは三十数年も前の作品という点を割り引いて考えねばならぬこと
ではある。
⑶は⑵に比して余り知られていないかもしれない。その内容は
1. 十八世紀自然科学の歴史的背景 前川貞次郎
2. 十八世紀フランスにおける哲学 野 田 又 夫
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3. 十八世紀自然観の性格 近 藤 洋 逸
4. 十八世紀の数学 小堀　　憲
5. 十八世紀における天文学の発達 藪内　　清
6. 西洋天文学の日本への影響 藪内　　清
7. 十八世紀科学の歴史的研究「物理学」 田 村 松 平
8. 十八世紀におけるアジア植物の研究 北 村 四 郎
9. 十八世紀技術の概観 吉 田 光 邦

の 9章からなり，この内，第 4章は
序説，イギリス，スイス，フランス，日本

の 5節に分れている。もちろん全体としておもしろい本で，世界的規
模で考えても，この時点では珍しい意欲的な試みだったと思われるが，
同時にそういう高い水準で考える場合には，そこになおいくつかの注
文がありうる。例えばこの第 4章で，第 1章（“とくにフランスにおける
「自然科学の知識の普及の通路”という副題をもつ）の社会的視野，第 2章
（“ダランベールとディドロ”という副題をもつ）の哲学的背景，あるいは
第 3，5，7，9章などとの関連がもっとついていたらとか，数学自身
の形成過程に更に一段と深い突込みがなされていたらとかということ
がそれであり，結局 18世紀に対する世間一般の評価を一変させる処
まではいっていないと思われる。これもまた，われわれ後学が拠って
もって超える努力をすべき書物の一つなのであろう。
なお小堀氏はこの本の「はしがき」に，

“自然科学は十九世紀にめざましく発展している。……準備時代の
一つである十八世紀の研究は，あまりなされていない。この時代の
個々の学者の業績は伝えられているが，これらの研究者やその研究
が十九世紀に及ぼした影響についてはあまり知られていない。特に
十七世紀に樹立された無限小解析学の影響が現われて，物理学，天
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文学が大きく変動する時代であったが，これがその頃の社会とどの
ように結びついたか，あるいは社会の影響をどのように受けていた
かを，明瞭にさせた研究はまだ世に出ていない。これらのことを明
らかにするのが，この研究の目的である。”

と書いておられるが，これから見ると，18世紀に対する全般的な研究
不足はどうやら世界を通じての事実であるらしい。こういう試みは今
後も続けられるべき性質のことと思われる2)。
この他，これに関連して
⑷　Centre international de Synthèse：L' �Encyclopédie� et le pro-
grès des sciences et des techniques（（国際綜合科学センターとでもい
うか）編，（ディドロ，ダランベールの）『百科全書』と科学および技術
の進歩』）Presses Universitaires de France, 1952.

は読んでみたい本であるが，まだ手に入らない。おそらく他にも，私
の知らぬ種々の書物があるであろう。御教示を賜わることができれば
幸いである。

3　 18世紀数学のスケール

18世紀数学の底知れぬ大きさは，何よりもまずその多様性の中に
現われている。実際，ニュートン，ライプニッツの頃までの，ある意
味ではまだ何となく頼りなげだった解析学が，スイスのべルヌイ一族
（Jakob:1654�1705，Johann : 1667�1748，Daniel : l700�1782など）やオイ
ラー (Leonhard Euler, 1707�1783)，あるいはフランスのダランベールな
どの手を経ていく内に，みるみる広荘たる一大分野に成長し，いつの間
にか数理物理学の中に―――それもニュートン的な幾何学流のものでな
く記号主義的伝統に立つ解析力学などの形で―――確固とした根を張っ
てしまい，やがて次の時代の物理的科学の典型になる。これが 18世
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紀である。
さらにまた古典確率論の歩みも忘れてはならない。これは，ヤコブ・

べルヌイ (Jakob Bernoulli, 1654�1705)の《Ars Conjectandi（推測法）》
(1713)の後，主としてフランスを舞台として行なわれたもので，ド・モ
ワヴル（Abraham de Moivre, 1667�1754），フォン・ビュフォン (Georges-

Louis Leclerc, Comte de Bu�on, 1707�1788)，ラグランジュ (Joseph-Louis

Lagrang, 1736�1813)，ルジャンドル (Adrien-Marie Legendre, 1752�1833)

などを経て，（既に 19世紀に入るが），ラプラス (Pierre-Simon Laplace,

l749�1827)の《Théorie analytique des probabilités》, 1812.（平野次郎
訳『偶然の解析』，創元社，1950）に到る学問の流れである。これはその
後も着実に進歩し，今では一つの世界観の基礎とも言えるほどのもの
になっている。そしてその全体を見渡した場合，ともかくこの新しい
質の数学を作り上げ，それによって，数学のために新しい型の社会へ
の働きかけの道を拓いたのは，（17世紀のパスカルやフェルマの組合せ
論的確率への関心がきっかけをなしているとは言うものの），結局のとこ
ろ，

たいすう
大数の法則の確立を中心とする 18世紀数学の功績であろう。もっ

とも，ここには普通の意味での数学の他に，ドイツ，イギリス，ベル
ギーなどで行なわれた社会統計に関する研究，あるいは生物統計の研
究，つづいて 19世紀以後，今日に到る物理学における統計的現象の
研究などの寄与を忘れるわけにいかないが，それらの問題の

みなもと
源も，多

くは 18世紀にある。
さらにまた，空間論について最も本質的な寄与をした上，現代の公

理主義的思潮を推進する大きなきっかけとなった非ユークリッド幾何
学の歩みは，サッケーリ (Giovanni Girolamo Saccheri, 1667�1733)の著
書（1737）から始まると言ってもよい。あるいはまたここで哲学者カン
ト (Immanuel Kant, 1724�1804)のことも考えるべきである3)。そういえ
ばこの 18世紀は時として「哲学の世紀」と呼ばれるのであって，たと
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えばデカルトの渦動論的生成的宇宙観やニュートンの非生成的宇宙観
あるいはまたライプニッツの独特の存在論（単子論）などは，この世紀
を通じて次第に一応の整理を受ける一方，相次いで起こる社会革命と
関連して，世間一般の知的水準は著しく上昇してくる。これらもまた
18世紀の出来事なのである。こうして見ると，この世紀は何だかわれ
われの生きている 20世紀と似ているような気さえするのではないか。
この多種多様な側面を持つ 18世紀数学の象徴的な人物としては，ま

ず第一にオイラーを挙げるべきであろう。生前発表された著書論文だ
けで 530篇，それになお 6割以上の追加があり，その全集は今なお完
結していない。（全 71巻の予定で，少なくとも 48巻は出ている由）晩年は
失明して，それでもなお数学をやっていたというお化けのような人物
である。もっとも，彼のことは
⑸　彌永昌吉：オイラーの『代数学』（『純粋数学の世界』所載，弘文
堂，1942）

⑹　彌永昌吉：純粋数学の基礎概念（上），第 5章「解析の技術化」
―――オイラー―――，（弘文堂，1944）

⑺　一松信：オイラー解析学―――（赤攝也・前原昭二・村田全編『数学
のすすめ』所載，筑摩書房，1969）

などに出ているので，ここではこれ以上立ち入らず，ただ一つだけ，⑺
の中で一松氏が次のようなことを書いておられるのを注意しておく。

“なおここでオイラーがやったように，まず数直計算をして法則を
帰納し，あとで理論的な説明を考えるというような研究方法は，ガ
ウス（C. F. Gauÿ，1777�1855）を最後としてあまり使わなくなってい
たが，近年電子計算機の発展とともに復活してきたようで，教育用
にも，有用な発見的手法として新しくみなおす価値があるように思
われる。”
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数学は論理的正確さを失ってはならない学問であるけれども，それ
にしても創造力

あふ
溢れる世紀を不正確の一言で片づけようというのは，20

世紀の人間のもつ自信なのか，
う ぬ ぼ
自惚れなのか。ともかく私にはあまり

納得のいくことではない。しかもその一方で，18世紀数学の示した非
常な創造力の所在を，単に個人の「天才」だけのせいにして済ませる
傾向があるようなのは，多分に

い く じ
意気地ない話であるまいか。むしろわ

れわれとしては，何とかしてその創作力の秘密を明かし，その　・か・ら・く
・り　の一部をでもわがものにすることを考えるべきもののように思われ
る。いずれにせよ，この辺から 18世紀数学の価値の再発見が行なわ
れることは望ましいことである。そして私自身は，十分な学問的根拠
をもってではないが，それを，当時における純粋数学と物理学その他
の応用数学との交渉の中に求めうるのではないかと思っている。
ついでながら，下記のボホナーの指摘していることだが，この 18世

紀は，産業革命もまださほど激しくなく，資本主義的体制もさして十
分確立されていなかった時期なのにもかかわらず，純粋数学と応用数
学との間に一きわ密接な関係を

たも
保ちえた時代であった。このような時

代的背景における数学の性格ということについても，この時代の問題
としてであれ，より一般的な問題としてであれ，いろいろおもしろい
テーマがあるように思われる。

4　 18世紀数学の深さらしきもの

私が 18世紀数学の定義を再検討する気になったきっかけは，今ま
でにも時おり触れたことのある書物
⑻　 S. Bochner : The Role of Mathematics in the Rise of Science,

Princeton, 1966.（拙訳『科学史における数学』みすゞ書房，1970）
である。すなわちその
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第 5章　力学の黎明期における数学の役割
第 6章　物理学における基本的数学概念の意義

などの章において，私は，今日平凡に見えることの中に意外に 18世
紀のおかげを蒙っているもののあることを教えられた。たとえば

“ニュートンの『プリンキピア』はアルキメデス流の道具立てで出
来ており，点関数 y = f(x)は視野に入っていなかった。ところが
18世紀の間に力学はまったく解析的になり，その世紀の終るまでに
は，一変数または多変数の点関数が，今日の物理学のあらゆる部門
において見られるのと同じように，つねに存在し，かついたるとこ
ろで支配的なものになってきた。”

というようなことを読んだとき，私は大いに心を動かされたことであっ
た。というのが，（いつかまとめて述べてみたいことであるが，）私は
以前から，人間が連続体を点の集まりと考えるようになり，しかもそ
れに余り抵抗を感じなくなる時期はいつごろからかということを，

なか
半

ば数学的，
なか
半ば哲学的な見地から気にかけていた。それに対して，こ

こに述べられているのは，それに関する一種の自然科学的影響力との
し さ
示唆であって，これは私には今までちょっと気付かなかったことだか
らである。直線を点の集合と考えるといっても，集合論というものに
慣れきった（⁉）今日の人びとには，かえってピンと来ないかもしれな
い。しかしこれはアリストテレスあるいはそれ以前からの問題であり，
前回に触れた測度の問題はもとより，運動論や原子論に直結する

やっかい
厄介

な問題の一つである。たとえばブルバキの『集合論』第 4章の「歴史
覚えがき」などは，（数学者の書いたものには珍しく）そのことへの考慮
が示されているのであるが，それにしてもそれは私には満足のいくも
のではなかった4)。そういう事情だけに，上のような意見に

めぐ
巡り合っ
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たことは私にはかなり印象的なことだったわけである。しかもこのボ
ホナーの考えの指す処は意外に的確であって，それやこれやを考えて
みると，18世紀というのは，17世紀を消化するような形をとりなが
ら，実は自分なりの新しい道を拓いていったのだと言えそうにさえ思
えてくる―――こういう次第なのである。その他，非ユークリッド幾何
学の出現に対しても，ボホナーは

“18世紀がすでに用意していたことを背景にして考えると，それ
は注目すべき事ではあるとしても，驚くべき事実ではなくてむしろ
《自然な》事件なのであった。”
そして
“大多数の数学者や哲学者は，非ユークリッド幾何学についての
ボヤイ (János Bolyai, 1802�1860)やロバチェフスキー (Николаи

Иванович Лобаче́вский, 1793�1856)の仕事に刺激され，深刻な影
響を受けたかもしれない。しかし一方，ヤコビのように一般力学に
没頭し一般座標の考えに習熟していた数学者などは，それらの発展
には別に驚いた様子はなかった。この水準にあった数学者は，自分
たちの上に自然哲学の時代が開けつつあろうとは感じていなかった
であろう。”

というのであるが，これもまたかなり卓抜な見方であろうと思われる。
前節で述べた

ことがら
事柄のうち，確率論のことはボホナーの書物にもブル

バキの『数学史』にも取り上げられていない。しかしともかく以上の
ような見方によると，18世紀数学の中には，一見些細な数学的事項が
その後の学問の発展に意外に大きな役割を演じていて，そのくせわれ
われはそれに慣れすぎているせいか，余りそのことを意識しない，と
いうような事例がしばしばありそうなことが看取される。そしてこの
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ような形で述べてみると，それはたとえば位取り記数法とか量の同次
性とかという，今まで数学史をひもとくに当ってよく遭遇したものと
同じ種類のことのように思えるのである。こういう場合，過去のこれ
らの例からの類推によって，この 18世紀代数学の発展に際しても，か
なり本質的な革命的契機がそこにあったと考えることはどうであろう
か。少なくとも作業仮説の程度であれば，むしろ当然やってよいこと
なのではあるまいか。今回の話には特に結論といったものはないのだ
が，強いて言えばこれが今回の結論である。

なお 18世紀数学の背後にある哲学的契機という問題は，上でちょっ
と匂わせたように極めて魅力に満ちたもののようであるが，私には今の
ところこれに立入るだけの用意はない。ただ非ユークリッド幾何学の
形成にからむ問題は，いつか触れてみたいと思っているが，そのよう
な場合，
⑼　近藤洋逸，新幾何学思想史（三一書房，1966，旧版：幾何学思想史，
伊藤書店，1947）

は是非取り上げるべき書物であることを付記しておく
。
注
(1)　この種の文献表には西欧には以前から多くの優れたものがある。それ
をいちいちあげることは困難だが，ここでは私の使っているものとして，
François Russo : Eléments de Bibliographie de l'histoire des Sciences

et des Techniques，第 2版 (1969)

を追加しておく。
(2)　 1973年現在でここ数年来，フランスのタトン (R. Taton)氏，コスタべ
ル (P. Costabel)氏などを中心に，18世紀数学史の研究が進んでいる。フ
ランス史学の伝統に沿う極めて徹底的な細かい研究であるが，私にとっ
て最も印象的であったのは，ド・ビュフォン，ポアソン (Siméon Denis
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Poisson, 1781�1840)など，従来とかく見落されがちであった学者の仕事
の中に，その時代なりの「数学の基礎」の研究が数多く残されているの
を知ったことである。それらは一方では当時の物理学につながり，また
他方で哲学につながっていて，まことにおもしろそうである。この方面
の研究成果はやがて順次出版される由である。

(3)　これについては近藤洋逸『新幾何学思想史』(三一書房，1966)参照。
(4)　『ブルバキ　数学史』の邦訳 (東京図書)では，pp.51�54で扱われてい
る。私の意見も「訳者付記」として，その場所に二，三添えてある。



第 14章　「19世紀数学史」のこと
―――数学史の歴史をめぐって―――

私はこの散策の中で，一応は時代の流れに沿って話を進めてきた。し
かし 18世紀までをともかく片づけて，さて 19�20世紀ということに
なってみると，それは厚い壁となって私の前に立ちふさがる。そもそ
も数学の現代史など，超人ででもなければ書けるはずのないものでは
ないか！ 少なくとも，それはもはや私の出る幕ではない。私はやは
り自分の読んだり聞いたりの範囲内で，ささやかな紹介を続けること
をもって満足しなくてはならない。

1　数学史における 19-20世紀

しばしば別の場所で書いたことだが，「数学―――mathematics」とは
まことにおそるべき学問である。いや，学問であるというのは，まだ
な
生まぬるい。それはなんと壮麗な人間の営みであることか。考えてみ
ると，物の個数を 1，2，3と数えていくだけの知恵であれば，たいて
いの民族がいつの間にかそれを身につけている。それがどんな民族に
も生み出せたことなのか，それともすべては，それを生み出しえた少
数の―――ことによるとただ一つの―――民族の知恵を受け継いだものな
のか，その辺のところは今となってはもはや知るべくもない。数をあ
やつる術が秘伝的な　・わ・ざ　とされ，あるいは神秘な呪法とまでされたこ
とも，恐らくはどの民族にもあったことであろう。そのことの

みなもと
源もま

た今や知るすべはない。ただ 20世紀のわれわれに確かに言えること
は，数をめぐるそのような知恵が。秘伝であれ公開のことであれ，い
つしか世界観の根底にその位置を占め，自然のあるいはむしろ世界全
体の，この暗黒の　・か・ら・く・り　を明らかにする力として，客観的な一個の

212
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学にまでなってきた，ということである。そして今日のわれわれに知
りうる限りでは，その知恵の源は古代ギリシャの薄明の中にある1)。
もっとも，次のようなこともまた考えられないわけではない。いさ

さか寓話めいた話だが，ちょっとおもしろいことだから，それをまず
書いてみよう。

“……昔，中国で杜甫の詩が大いにもてはやされ，その詩の解釈が
盛んに行なわれた頃のことである。ある

にぎ
賑わった

こうえん
講筵のほとりに一

人の老人が通りかかって，居あわせた人びとに，この
にぎ
賑わいは

なにごと
何事

かとたずねた。人びとは，杜甫先生の詩談だから，お前様も聞くと
よかろうと答えたので，その老人もしばらく共に講義に耳を傾けて
いた。ところがそれが終わって，人が，「おじいさん，おもしろかっ
たかい」とたずねたとき，その老人はこう答えたという。「いや本
当におもしろかった。わしは実は杜甫という人間だが，わしの詩に
あれほどの深い意味があろうとは，恥ずかしながら，今までついぞ
思ったこともなかった……”

ピタゴラス，プラトン，あるいはエレアのゼノン，その人たちがも
し 17世紀という数理的自然科学の創造の時代―――“この自然という
書物は数学の言葉で書かれている”（ガリレイ）―――に立ち合ったとした
ら，その思いはことによると，そのときの杜甫の思いに通ずるもので
あったかもしれない。しかし，それが本来のまことであれ，また，う
そから出たまことであれ，ガリレイ，デカルト，ニュートンと時代が
移る間に，この自然的宇宙を数理が貫いているということ，あるいは
数理とはこの宇宙を貫くような形に鍛え上げられるものだということ
は，人間の歴史において，もはや後に戻れない決定的一歩たる認識に
なった。それがどのくらい決定的なことであったかは，その後の世界
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の歴史の中で，西欧が今日までに占めてきた圧倒的な優位がそれを物
語っている。実際，16世紀に日本へ来たポルトガル人は，たとえ謀略
は内に秘めていようとも，少なくとも君主の礼をとって信長や秀吉に
接したのであったが，それが 19世紀にもう一度現われたときには黒
船と大砲による威嚇を伴っていたことを思うべきである。
実を言うと，17世紀は古来の「数学」の中に，新しく一つの決定的

な要素を加えた。それは，それがなければ，かの数理的自然科学のた
めの「数学」なども生み出せなかったかに見える潜在的な力，すなわち
いわゆる記号法である。「数学」が単なる「数の学」にとどまるもので
ないことは，古代ギリシャの「数学」が，数についての論証体系を包摂
するなお一層広汎な体系として，論証的な幾何学というものになって
いったことからもわかるのだが，そのいわゆる

はんぶんじょくれい
繁文縟礼的な論証法に

かわるべき，
ちょくせつ
直截簡明な記号法を自らの中に取り込んだことによって，

「数学」はまったく「数の学」ではなくなってしまった。あるいはこれ
を「mathematics―――学ばるべきもの」という語源的意味に立ち帰っ
て，「学ばるべきもの」の名で呼ばれてきたものが，数理的自然科学
の成立のことも併せて考えて，本当に「学ばるべきもの」になったの
だ，と言ってもよいかもしれない。要するに数学を真に数学にした第
一歩は，17世紀にあると言うべきなのではないか。
ところでより細かく言うと，記号法的数学への道は，ルネサンス代

数学という複雑な，むしろ個人個人の
こころおぼえ
心覚えのような，従ってまた暗

号のような記号の取り扱いに端を発し，そこにデカルトの回心的な方
法への自覚が加わった上，ライプニッツに至ってまさに花開いた感が
ある。ライプニッツにおける記号法すなわち結合法の意図は，“人間
思想を分析し，そのアルファベットを発見し，それらの結合に”よっ
て，あらゆる思想を

えんえきえんえき
演繹構成しようとするにある2)。そしてこのこと

が本当に人びとの間に理解され，その力が過去に類例を見ないほどに
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まで発揮されてくるのは，l9世紀も後半以後，20世紀の今日にかけて
のことである。このことや，その他いくつかの徴候から見て，現代の
「数学」は 17世紀の「数学」からさらに一段の質的飛躍を遂げたもの
だと言ったとしても，それは決して，近いものが大きく見えるという
類いのことではない。

2　クラインの『19世紀数学史』

19世紀数学の歴史というと，一番に思い出されるのは，
F. Klein：Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im

19 Jahrhundert，（クライン『19世紀数学発展史講義』）， (Teil 1, 1926,

Teil 2, 1927)

であろう。私は上で，数学の現代史など凡人に書けるはずはないと言っ
たが，この本は 19世紀末現在における，れっきとした現代数学史で
ある。数学史研究ということがいかに数学的知識を必要とするかとい
うことは，今もって世間ではあまり知られていないようだが，かりに
それを示すだけのためであっても，これは当然翻訳されてよい書物で
ある。現に何度か翻訳進行中ということを聞いたのだが，いまだにそ
れができ上がらないのは残念である1)。
もっとも，言うまでもないことながら，これはクライン (Christian

Felix Klein 1849�1925)自身の目を通して語られる「歴史」であって，だ
からこそ読むに値する本であるには違いないが，その半面それなりの
偏りは避けることができない。もちろん，読むに値する歴史の中に，偏
らない歴史などないかもしれないけれども，今となって多少気になる
ところがないわけではない。私の立場から言えば，1919年頃までに書
かれ 1926�1927年に発行された本だというのに，カントルの集合論の
ことがほんの二，三行で片づけられているのなどはその顕著な例であ
る。実際，集合論のことは，第 1巻第 1章ガウスの中で数学の基礎に
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ついての批判的考察を論じたところと，同じく第 4章代数幾何の中で
ケイレイ (Arthur Cayley, 1821�1895)に関して非ユークリッドを論じた
ところに，ほんの少し顔を出すだけで，第 2巻には

まった
全く出てこない。

ただここでちょっと断わっておくと，この本はクラインの没後，第
1巻はクーラント (Richard Courant, 1888�1972)，ノイゲバウアー，第
2巻はクーラントとコーン (H. C. Cohn)の手で編集されたもので，ク
ライン自身にすればあるいは本意でないところもあったかもしれない。
現にポアンカレ とリー (M. S. Lei, 1842�1899)に関する章の予定もあっ
たというし，書物の構成自身クライン本来の意図と多少は違っている
らしい。集合論その他に対する記述不足は序文の中で編者も認めてお
り，クラインになお時間的余裕があったならば，あるいはそれらもか
なり改められたかもしれない。しかしまた一方，このような状況は集
合論に対する当時の学界の全般的態度を物語っているとも言えるであ
ろう。ただいずれにしても，人間の

つく
創り出した一つの壮麗な無限論と

いうベきカントルの集合論の創造と，集合概念によって数学全体を基
礎づけようとしたデデキントの企画とは，そこではほとんど顧みられ
ていない。カントルデデキントの仕事の線上に進行しつつある今日の
「数学」あるいは「数学の基礎」に関する研究を考えあわせると，この
クラインの態度自体が，すでに一つの「歴史」と言えるのである。
全体で六百頁にも及ぶこの本については，全体的な紹介などできよ

うはずもないが，これのさわりの部分は，高木貞治氏の史眼を介して，
高木貞治「近世数学史談」（『ばんきん

輓近高等数学講座』第 2巻所収，共立社，
1933；岩波文庫，岩波書店，1995）

の形で読むことができる。しかし
せっかく
折角の機会だから，次にクラインの

書物の章建ての要領だけでも書いておこう。
第 1巻　
第 1章　ガウス（応用数学;純粋数学）
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第 2章　 19世紀初頭のフランスと高等工芸学校 (École polytech-

nique)（力学と数理物理学；幾何学；解析学と代数学）
第 3章　『クレルレ』誌の創刊とドイツにおける純粋数学の開花
（『クレルレ』誌の解析学者，同じく幾何学者）

第 4章　メビウス，プリュッカー，シュタイナー以後の代数幾何
学の進歩（射影幾何学；代数学の発展・不変式論；n次元空間と多
元数）

第 5章　 1880年頃のドイツ，イギリスにおける力学および数理
物理学（力学；数理物理学）

第 6章　リーマン，ワイエルシュトラスによる複素変数の関数論
（リーマン；ワイエルシュトラス）

第 7章　代数的形象 (Gebilde)の本質への考察（代数幾何学；代数
的数の理論と代数関数の理論との平行性）

第 8章　 群論と関数論，特に保型関数（群論；保型関数）
第 2巻　（不変式論の基礎概念とその数理物理学への浸透）
第 1章　 1次不変式論の基礎概念（A. 一般論；B. より自由な解釈）
第 2章　特殊相対性理論および数理物理学（A. 古典天体力学とガリ

レイ‐ニュートン群の相対性理論；B. マクスウエルの電気力学と
ローレンツ群の相対性理論；C. 力学をローレンツ群の相対性理論
に適合させること）

第 3章　 2次微分形式の基礎をなす解析的変換群（A. 古典力学の
一般ラグランジュ方程式；B. 2次元多様体の内部幾何学；C. リー
マンの n次元多様体 I；D. 同 II；E. リーマン以後の発展）

3　クラインの書物の「古さ」

それにしてもこのように書き並べてみると，これは今日の「数学」
といささか異質な感じのする内容ではあるまいか。なるほどこの本を
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底流する群論の思想，特に第 2巻第 3章の変換群のことなどは，
くわ
詳し

いことはよく知らないが，今日の研究に直接つながるものである。し
かし良い意味であれ悪い意味であれ，ある「古さ」がその全体の中で
目についてくるのは，まちがいのない事実であって，次にそのことに
ついてちょっと触れておこう。もちろんそれはこの本の古さをあげつ
らおうというためのものではなく，むしろこの本が見せてくれる 19世
紀数学像を信じた上で，その数学と今日の数学との違いを

か い ま
垣間

み
見よう

というのである。
われわれは上で，集合論がここで無視されていることについて触れ

たが，それは決してある一つの理論が取り上げられていないというだ
けの意味ではない。やや強く言うと，この本は集合論と共に，20世紀
の現代数学が持つ方法論，存在論をもまた見送っているのである。あ
るいはむしろ，だからこそそれは「19世紀数学史」なのだと言うのが正
しい言い方であると思われる。ただいずれにしても，非ユークリッド
幾何学はまだ新しい公理論―――規約という意味での公理論，ならびに
その解釈という意味でのモデルの理論―――を，人びとに自覚させると
ころまで来ていないし，記号的表現によって指示される数学的存在も，
変換群のような，有力だが少数のものを除いて，まだ今日のような意
味で，たとえばブルバキ流に構造として把えられたものからは程遠い
感がある。というよりも，私などに考えられるところでは，新しい公
理論の下であれ何であれ，記号法的方法がその力を存分に発揮できる
ような対象としての数学的存在は，集合概念の確立をまってはじめて
本当に把えられるというべきなのである。われわれは，これが「19世
紀数学」だと言ってよいのだろうと思う。
数学の応用についても多くのことが言われねばなるまい。実際，こ

の方面において 19世紀と 20世紀との差は決定的であって，クラインの
この本の応用数学に対する視野もまた，今日から見ると極めて限られ
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たものである。ここでクラインの本に対する批評というのでなく，事
実としてその間の事情を述べてみると，まずここで触れられた特殊相
対性理論（一般相対性理論はほんの少し触れられているだけ）は，いわば
決定論的な古い物理学の終着点であって，古典量子論から量子力学へ
と進むところの，統計的性格をその本質の中に持った新しい物理学は，
この本の終わったところから始まることになる。そればかりではない，
数学の応用というと自然科学への応用のみが考えられるという態の，17
世紀以来とおぼしき一つの傾向は，この本の出版後なおしばらくたっ
てから，特に第二次大戦以後，本当に根底的な変革を蒙る。すなわち
いろいろな学問が数学化される傾向を持つ一方，数学の中では，その
風潮に呼応してというか，その風潮を助成してというか，確率論に基
づく統計理論が特に社会的に重大な意味を持つようになってくる。こ
のようなこともクラインの本にはまた現われない要素である。
ただそれにしても，クラインの書物に当たるような著作が，今の数

学に対してたとえ
かたよ
偏った見方からにせよ，なかなか書かれそうに見え

ないことは，何となく残念な気がしないでもない。それともこれは，そ
ういうものの書けそうにない処にこそ，この 20世紀数学の一つの特
徴がある3)とでも言うべきことなのであろうか。

4　数学史の歴史について

19世紀数学史の本について述べた機会に，19世紀における数学史
研究のことについて一，二書いておこう。ちょっと聞くと不思議なよ
うな話だが，実は数学史という学問自身の歴史は意外に新しく，本当
に数学史の名に値する最初の著作は，
Montucla : Histoire des mathématiques（モンテユクラ：数学史），1758
（La Landeによる増補版は 1799�1802。最近，復版された。）
だと言われている。もちろんそれ以前にも「数学の歴史」という論文
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なり書物なりはなかったわけではない。たとえばデカルトの先駆者
で，セント・バーソロミュの虐殺 (1572)で殺害されたペトルス・ラム
ス (Petrus Ramus, 1515�1572)などにも，これに関する二，三十頁の作
品があるらしいが，モーリツ・カントル (Moritz Cantor, 1829�1920)の
『数学史』（下記）によって見ると，その内容はほとんど歴史といえる
ほどのものではない。
ここに小倉金之助氏の作られた年表がある。「数学史研究の発達」と

いう標題のもので，『科学史研究』第 18号（昭和 26年 4月）に出た「三
上義夫博士とその業績」という論文の中にある4)。
次にその中から，さしあたってこの話に関係のない東洋数学関係の

ものを除き，書物や学術雑誌の著者，編者，発行あるいは発刊の年度，
その標題の要約などをかかげてみよう。要するに，今日あるような数
学史を作り上げるのについて，19世紀の数学史家の力がどんなに大き
いか，それを見たいのである。ゴシックの部分は筆者の挿入である。
　 1758 Montucla：数学史
　 1799�1802 la Landeによる同上の増補再版
　 1837 Chasles：幾何学史
　 1837�1841 Libri:『イタリア数理科学史』
　 1873 Friedlein：プロクロスの「原論」第 1巻注釈（ギ

リシャ語）
　 1874 Hankel：古代中世数学史
　 1876-1878 Hultsch：パッポス全集，全 3巻（ギリシャ語定本）
　 1877 数学史專門の雑誌 Abhandlungen zur Geschich-

te der mathematischen Wissenschaften
(M. Cantor編)創刊 （1913廃刊）

　 1880�1908 M. Cantor：数学史講義，4巻
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　 1883�1916 Heiberg：ユークリッド全集，全 8巻，（ギリシャ
語定本）

　 1883-1888 Marie：数学，物理学史，12巻
　 1884 数学史専門の雑誌 Bibliotheca Mathematica 創

刊 (Eneström編)（ 1914 廃刊）
　 1885 Heath：ディオパントス（英語版）
　 1886 Zeuthen：古代の円錐曲線論
　 1887 P. Tannery；ギリシャ幾何学研究
　 1888 Ball：数学史要（中川将行訳あり 1890�1892）
　 1891-1893 Heiberg:『アポロニオス円錐曲線論 I～IV』（ギ

リシャ語）
　 1893�1902 Loria：古代ギリシャ科学
　 1894 Cajori：数学史（1919，再版）
　 1896 Zeuthen：古代中世数学史
　 1896 Heath：アポロニオス （英語版）
　 1898-1907 Heiberg：プトレマイオス全集 （ギリシャ語）
　 1898 数学史専門の雑誌 Bollettino di bibliografia

e storia delle 　 scienze matematiche (Lo-
ria編)，（1917廃刊）

　 1900 Boyer：数学史（林鶴一訳『数学史』大倉書店，1916
あり）

　 1903 Zeuthen：16�17世紀数学史
　 1908 Heath：ユークリッド原論（英訳）
　 1908�1921 Günther，Wieleitner：数学史，全 3巻
　 1910�1915 Heiberg：アルキメデス全集，全 3巻（ギリシャ語

定本）
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　 1912 Brunschvicg：数理哲学史
　 1912 Heath：アルキメデス英語版
　 1912-1945 P. Tannery：論集，全 17巻 （1950発刊）
　 1913 科学史専門の雑誌 Isis発刊（Sarton編）（今日に

至る）
　 1920 P. Boutroux：数学思想史（河野伊三郎訳，数学思

想史，岩波書店，1943）
　 1921 Heath：ギリシャ数学史，2巻
　 1922�1924 Tropfke：初等数学史，全 7巻
　 1923�1925 D. E. Smith：数学史（上巻のみ今野武雄訳，紀元社，

1944あり）
　 1926 Klein：19世紀数学史（前記）
　 1927�1948 Sarton：古代中世科学文化史（平田寛訳，岩波書店，

1951�66）
　 1928 国際科学史委員会成立。（第 1回国際会議，1924）
　 1929-1933 Loria：数学史，3巻（イタリア語）
　 1930 数理科学史專門の雑誌 Quellen und Studien zur

Geschichte der Mathematik, Astmnomie, und
Physik 創刊（l938？ 年廃刊）

　 1931 Colman 他：岐路に立つ自然科学（第 2回国際科学
史会議の報告）

　 1931 Heath：ギリシャ数学史提要（平田寛他『ギリシア
数学史』I，II，共立出版，1959，『ギリシア数学史』復
刻版，共立出版，1998））

　 1934 Neugebauer：ギリシャ以前の数理科学史講義 (1)

年表というものは，ちょっとみると
さくばく
索漠たるものだが，少し丹念に
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当たってみるとなかなかおもしろい。19世紀後半になって急速に古代
数学史研究が進んだうらには 5世紀のプロクロス (1873)，3世紀のパッ
ポス（1876�1878）という，古代数学史復元の手がかりになる二人の人
物の業績が明らかにされたことが大いに

き
利いている。そしてそのまた

背後には，特にドイツにおける詳細丹念な古典学やそれと相伴って起
こった古代以来の哲学史の発展があったに違いない。『パッポス全集』
を編集し，その後に続く古典復興の手本となったハルチユ (Friedrich

Otto Hultsch, 1833�1906)は，有名なパウリとウィソウァ (Georg Otto

August Wissowa, 1859�1931)の『古典古代学大辞典 (Real-Encyclopädie

der klassischen Altertumswissenschaft)』でも積極的に活躍した学者であ
る。ちなみにこの辞典はパウリが 1839年に始めた仕事を，ウィソウァ
が 1894年以後編集し直したもので，1960年代にやっと完成したとい
う気の遠くなるほど彪大なものである。
M. カントル (Moritz Benedikt Cantor, 1829�1920) (1877)，エネシュト

レム (Gustaf Eneström, 1852�1923) (1844)，ロリア (Gino Benedetto Loria,

1862�1954) (1898)などが数学史専門の雑誌を創刊したことも，もちろ
ん注目に値する。しかしそれと共に，それらがそれぞれ 1913年から
1917年の間に，すなわち第 l次世界大戦 (1914�1918)をはさむ期間に，
廃刊されていることもおもしろい。1913年創刊の『イシス（またはア
イシス）(Isis)』が今日まで続いているのは，編者サートンの努力もさ
ることながら，上記の二，三の雑誌の後を引きついだような形になっ
たのであろうか。時あたかもヨーロッパ文化のアメリカ移行の時期で
あることも見逃がせない。
これらの数学史の成果が，特に本格的なものの場合，ほとんど邦訳
されていないことも顕著な事実である。なるほどそれらの書物は，邦
訳するだけの利益もすぐには考えられにくいし，それ以上に翻訳者が
求めにくいという現実的な事情があったには違いない。しかしそれに
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してもユークリッドの『原論』の翻訳が，やっとこの頃出版される運
びになったというのは（共立出版，1971），いささか遅すぎることだっ
たように私には思えるのである5)。

5　日本における西欧数学の受容をめぐって

話がこういう処にきてしまったので，事のついでに明治初年におけ
る西欧数学の移入のことを少し書いておくこれについて，私はすでに
雑誌『思想』に「三上義夫とその数学史論」（1968年 12月号）を書き，
また日本科学史学会編『日本科学技術史大系』の第 12巻である「数理
科学」編でも，多少の意見を述べた。しかし 19世紀は日本が西欧数
学を本格的に受け容れた時期だということで，ここにちよっと触れて
おくのも無駄ではあるまい。
19世紀の日本における西欧数学の受容ということについて，私は，

日本に昔からあった「数学」である和算の役割の中に，積極的と消極的
の二つの面を，こもごも注目すべきであろうと思う。すなわち江戸時
代の日本には，ギリシャ的伝統と独立に開拓された数学としては，世
界史的水準で見ても結構高度な数学的学芸である和算というものがあ
り，またその背後には“読み書き，そろばん”のような基本的大衆教育
の支えがあって，洋算を受容し，消化し，やがてそれを超えるだけの下
地は十分あったと考えられる―――これがその積極的な面である。1867

年に発足した明治政府が，五年後の 1872年（明治 5年）に学制をしき，
その中で，特に国内で広く開かれた小，中学校において，曲りなりに
も洋算を教える人材が揃ったということは，今から見ても実に驚くべ
きことである。
けれどもその反面，
“算数ノ事ニ至リテハコレヲ

いや
卑シムコト特ニ甚シク，視テ以テ商売

ノ事”（神田孝平『東京都数学会社雑誌　題言』，1877）
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とするような雰囲気があり，和算は一種の芸事として世に行なわれる
だけで，鍛刀，建築，土木治水などの技術とも，また儒教，仏教その
他の思想的な要素とも，ほとんどつながりを持っていなかったらしい。
こうしたことは和算自身にとっても，もちろんだが，西欧伝来の「数
学」の普及ないし根元的理解のために，幸いするものではなかったと
思われる。実は和算家の側には，自分たちの数学に対する絶大な自信
があり，航海術，測量術，砲術などの必要だけに刺激されて洋算を学
んだものらしいのであるが，和算がやがて事実において圧倒され，急
速に滅亡の道を

たど
辿ったのも，結局はこうした点にその遠因があったと

言うべきであろう。しかし私が消極的というのはそのことだけではな
くて，この

ほろ
亡んだはずの和算的精神のよろしからぬ影響が，今もなお

そこにありはしないかというようなことである。どうも日本の数学に
は，科学技術との本当の交流や，あるいはまた哲学的・思想的方面と
の交流といったことに，大いに欠けるところがあるように思われ，そ
の点が気にかかるのである。
私は実は和算のことはよく知らないのだが，一度思い切って「数学」

という言葉をきびしく解釈し，西洋舶来で出来合いの「数学」の概念
を日本の和算にも手軽く用いることをやめ，日本に「本当の数学」は
あったか否かというようなところから，問題を始め直してみてはどう
かと思うことがある。
ここで「本当の数学」といったのは，今日言うところの数学にある

はずの精神的バック・ボーンをその底に持つもの，というような意味
である。もちろん「今日の数学の精神的バック・ボーン」ということ
の意味などについては，大いに論が分れるであろう。ただこの種の考
察は，単に和算，洋算の区別という程度の問題以上の意義ももってい
るはずであり，それだけに手軽なことではすまない。しかしともかく
和算の歴史を，そこで用いられた（一種の）論理や言葉の使い方との関
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係，発見手段として用いられたという実験的観察の方法，あるいはよ
り広く，当時の日本の思想との関連，非関連，などの見地から，改め
て吟味しなおす必要はあるように思われる6)。
これはもちろん和算をおとしめるつもりで言っていることではない。

むしろ論理や発見的方法などの点で，それは西欧数学とどの位違って
いるのか，冷静に確かめてほしいというだけのことで，ことによると，
かえって和算の見るべき処なども現われてくるかもしれない。和算の
研究家の方がたに勉強していただいて，教えを乞いたいところなので
ある。
こういうことの連想では，単にいわゆる「数学」的な事象ばかりで

なく，より深くというか広くというか，たとえば，しばしば「日本的」
と簡単に呼びならされたりする二，三の考え方にも，この方面からす
る近づき方はないものかと思われる。具体的な一例を挙げれば，つい
先ごろ
竹山道雄『古都遍歴―――奈良―――』（新潮社，1954）

を読んでいて，「宝物殿の諸像」，「日本人の空間感覚の変遷」などと
いう文章に出会ったときも，自分の言いたいことをより巧みに言って
もらったような気がしたことがあった。実際，その中で竹山氏が

　“古人の作品を見ると，かれらがもっていた心理的環境の空間や
時間が，われわれのそれとはいちじるしくちがう。各時代の人間は，
それぞれ別の世界像をもっていた。それを，普通に行なわれている
ように，ただ現代のわれわれにとって自明であるものを規準として
律するのは，あやまりにちがいない。”
　“現代のわれわれにこれほどにも自明のものとなった科学的な空
間感覚も，日本ではとりいれられてからまだ二百年たらず，それよ
り前のわれわれの祖先はそういう観点を知らなかった。”
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などと言っておられるのは，私が和算への新しい観点を求めるという
のと，その性質において或る共通点をもつようなことで，私もまた竹
山氏と共に“もし〈人間の時間の感覚の変遷について〉といったよう
な本があったら，どんなにおもしろいことだろう”と思うのである，
本題へもどって，私が上のようなことを言う裏には，西欧文化にお

ける数学の位置について，人びとの間に今もなお十分の理解がなさそ
うだという気持があり，私としては，その遠因を，和算を含めた古来
の日本文化の傾向の中に求めようとする気持があるからである。私が
ここで例として思い浮かべるのは森鷗外のことである。すなわち彼が
明治 17（1884）年から 21（1888）年までの留学当時の思想的遍歴を書き
綴った『妄想』（明治 44年，1911年）や，プラトン，アリストテレス，そ
の他の西欧古代中世の思想家のことを短く紹介した『古い手帖から』
（大正 10年，1921年）などという作品を見ても，そこには数学の演じた
思想的役割のことは一言も出てこない。しかし今からふり返って考え
るとき，そこに触れられた西欧の思想家たちの中に，大なり小なり数
学的要素のあったことはまぎれもない事実である。それを森鷗外ほど
の人が吸収しないでしまったというのは，私には，日本文化という一
つのそれなりに巨大な文化の伝統が，この場合はマイナスの方向に働
いていたため，としか解しようがない。鷗外の育った環境は，『ウィ
タ・セクシュアリス』などを見ると，当時として決して低いものでは
ないけれども，それでも，あるいはむしろそれであるだけに，精神文
化を数学のようなものに結びつける発想の母胎とはならなかったので
はあるまいか。
数学史散策が大へんなところまで遠征したようであるが―――，歴史

を理解するには，その歴史のための歴史が必要だということを，ここ
では言っておきたいのである。
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注
(1)　【編集者注】『クライン:19世紀の数学』彌永昌吉監修，足立恒雄，浪
川幸彦監訳，石井省吾，渡辺弘飜訳、共立出版、1995。

(2)　この種のことに関する私見のその後の展開については，伊東俊太郎，原
亨吉の両氏との共著『数学史』（筑摩書房，数学講座第 18巻，1975）第
III部を参照されたい。

(3)　下村寅太郎『ライプニッツ』（弘文堂，1938）
(4)　この部分を書いたとき，筆者には重大な見落としがあった。そのこと
は次章に述ベてある。

(5)　この論文は後に小倉金之助『近代日本の数学』新樹社，1956に収録さ
れた。（『小倉金之助著作集』第 3巻「中国・日本の数学」所収，勁草書
房，1973）

(6)　この『散策』を雑誌に連載していた頃には，これはまだ出版されていな
かったが，それよりずっと以前から，この翻訳の仕事は進められていた。
この訳業の水準は極めて高く，その巻末の付録は，世界におけるこの方
面での最新の研究成果を踏まえたものである。筆者はこの訳書の出版を，
日本の数学史研究の歴史における最も重大な事件の一つと考えている。

(7)　まことに大雑把なものながら，これに関する筆者の意見の大要は，論
文“Une esquisse de la tradition les mathématiques japonaises―――Wasan

―――”として，雑誌 Archives internationales de l'Historire des Sciences

に掲載される予定である。
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1　散策果てるところに学問は始まる

前回も触れた通り，現在の時点で数学の現在の歴史を論ずることは，
実際上ほとんどできることではない。と言うよりも，いつの時代のど
んな学問であれ，およそ学問の現代史を，あるいは一般に現代史なる
ものを，その現代において論ずること自体が無理な注文であり，まし
て散策の行動範囲にはちょっと入りかねるのである。
もちろんいくつかの専門領域においては，その方面の専門書でまこ

とに示唆に富んだ歴史的展望を与えてくれるものがあり，時にはさらに
進んで，より広汎で有益な数学現代史を見せてくれるものもある。前
者の例として私が一番に思い浮べるのは，
岩沢健吉『代数函数論』（岩波書店，1952）

の「序論」で，これは十数頁の小品だけれども，私には非常に深い印
象を残している。
このように，一つの学問的著作の初めにその主題に至る歴史的背景を

全体の序章としておくことは，遠くアリストテレスの著作にまで
さかのぼ
遡

ることと言われ，識見高い著者の手になるときには極めて有意義なも
のであるが，言うまでもなく，だいたいが専門家向きのものになって，
視野が尖鋭ならば尖鋭なりに，また広汎なら広汎なりに，およそ散策
向きのしろものにはならない。それに，この種のものはしばしば我田
引水の気味になり，歴史としては問題を含むことが起こる。これもア
リストテレス以来のことと言われる。
もう少し一般的なもので，単なる一部門一分野の学説史でなく，現

代数学の流れを展望し，その向かう方向を見定める態の歴史となると，
まず第一に

229
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『ブルバキ　数学史』（1969），（日本版は清水達雄氏と私の共訳で，1970，
東京図書）
が挙げられるであろう。私は前回，この大物を自分の眼の前において
いながら，ついうっかりと，19世紀のクラインの書物に当るものが 20

世紀にはないと書いてしまった。純然たる個人作品のことを考えてい
たのだが，これは失言であった。ただし，この本にしても，特に現代
に近いところになると，数学自体の理解の裏づけなしには読めもせず，
また役立てられもせずという点は上記の場合と同じことで，

しょせん
所詮，読

みもの的程度を超えた数学史となると，数学への勉強なしにできるも
のではないことを再確認させられるぐらいが落ちである。
実は私が改まってこういうことを言う背後には，ちょっとした理由

がある。本書の原形を書いていた頃のことだが，私は或る友人から，大
学の教養課程などで数学史あるいは数学思想史というものに対する要
望が高まっている，という話を聞いた。その人はそれについて，悪口
に過ぎるかもしれないがと遠慮されながら，「要するに現代数学がわ
からないから，思想史でも教わったらわかるようになるのではないか
という，はかない（？）期待の現われではないか」という意味のことを
言われたのだが，私にはその推測は悪口であるどころか，かなり当っ
ていることのように思える。そして，もしそうだとすれば，数学自身
のためにも，数学史なり数学思想史なりの健全着実な学問的発展のた
めにも，それは決して歓迎すべきことでないのではあるまいか。少な
くとも，「歴史」と呼ばれるものが，物わかりはよいが頼りにならぬ
お じ
小父さん―――大学紛争の際にあちこちで見受けられたような―――の役
目を勤めることには，私は大いに反対である。
もっとも，数学思想史というものについては，さらに一層包括的な

内容のものも考えられる。すなわち，数学史をその重要な要素とし，こ
れを

まじ
交えて織りなされる自然科学史一般，あるいはさらに，その科学
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史を包むところの文化史ないし一般社会史，そしてその一方で，その
ような大きな歴史の流れの中で

みずか
自らも変貌展開していく「数学」とい

うものの本質あるいは役割，これらのことを
しか
然るべき見地に立って考

察することは極めて意義深い問題であり，しかもこういうことならば，
取扱い方によっては一般的教養の対象になるかもしれない。しかしそ
ういう場合でも，まずしっかりした学問がそこに打建てられ，次いでそ
の基盤の上に，よい意味での通俗化が続くというのが本筋であろうか
ら，これまたちょっと考えるほど手取り早くできることではあるまい。
ついでながら，科学史における数学の役割まではまだしも，一般史

における数学の意味や役割などというと，人は数学屋の我田引水ぐら
いにしか考えないのが現実である。しかし私には，ここに近代以後の
一般史の一つの弱点があるように思われる。人間の歴史の中で，17世
紀前後のいわゆる科学革命に本当に画期的な意味があるとすれば―――
そして私はそれがあると思っているが―――，その革命の一つの推進力
となってきた当時の「数学」，およびその数学の一つの原動力となっ
ていた古代「数学」，それらの持つ歴史的意義は，今日本格的に論じ
られてよい大問題のはずである。しかし現実はなかなかそこまで来て
いなくて，早い話が，一つの例として，
岩波講座『世界歴史』（岩波書店，1969�1974）

を何かの参考にと取上げてみても，そのような視野は意外に―――私見
によれば，実際の状況に比して著しく―――僅少である。なお，今ここ
で述べている態の歴史とは大分異質なものではあるが，有名な
シュペングラー『西欧の没落』（第 1巻 1918，第 2巻 1922，『西欧の没
落（定本版）』第 1巻，第 2巻，五月書房，2001）

は，そのかなり強い決定論的‐反経済主義的傾向ないしそのディレッ
タント的傾向をどう評価するかは別として，世界史における「数学」
の意義に触れ，むしろ数学的法則を（類推の法則と並ぶ）重大な方法と
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して，「歴史」を解釈しようとした点で（特に第 1巻「形と現実」），類例
の少ない試みである。
どうも持ってまわった言い方で，しかもいささか

もったい
勿体ぶった結論に

なって困るのだが，要するに数学史の散歩道は，ちょっと先へ進もう
とすると，どちらを向いても非常に骨の折れる学問に突き当る。この
ことは自戒他戒いずれにしても，十分承知しておくべきことであろう。

2　数学的存在―――この奇怪なもの

この辺でちょっと足を戻して，何が数学の現代史を書きにくくする
かについて，もう少し考えてみたい。
最初に考えられることは，山を歩いている猟師には山はなかなか見

えないものだ，ということであろう。その点，飛行機客には山は見え
るかもしれないが，言うまでもなく，こちらはそもそも山なるものが
わかっていない。私が前節で，

せっかく
折角の数学思想史ファン（？）に向って

水をさすようなことを言ったのも，本当はこの辺に真意があったので
ある。すなわち，そうでなくてさえ観光ブームの世の中に，この上「数
学」の上を飛んで廻って，まがりなりにも数学の文化的意義を見よう
とでもいうならばまだしも，ちょっぴり「数学」をわかった気にして
さ し あ
差上げるコースまで作らなくてもよいと思ったためである。そしてそ
れはまた同時に自戒の言葉でもあるのだが，ともかく山に入れば入る
ほど山が見えなくなるということは，学問とその歴史との関係をむず
かしくする大きな要素である。
ところで，問題がもしこれだけのことであるならば，それは現代史

一般のむずかしさを示しはしても，特に「数学の現代史」に関するむ
ずかしさを示すものとは言いにくい。しかし実を言えば，数学の場合
には他の学問の場合よりも特殊な，かつ一段と

やっかい
厄介な事情があると見

られる。それは，数学という学問が自分の対象を自分自らの力で生み
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出す型の学問だという事情であり，さらに進んでは，そのような性格
が，他でもない，その歴史の中で形成されてきたという事情までがそ
こに加わる。この第一の点は数学の最も根本的と思われる性格の一つ
である。他方，第二の点は，この「根本的」な性格が「数学」におい
て本当に必然的であり，最終的なものであるのかという疑問の余地を
残している点で，

ことがら
事柄を一層むずかしくする。ただわれわれは，ここ

ではしばらくこの第二の点に眼をつむり1)，数学が自己形成的な学問
であるという第一の点をわれわれに与えられた一つの与件として，そ
のことの意味，あるいはその伝統，淵源について考えてみたいと思う。
数学的存在，すなわち数学の対象になるものが，眼に見えるものと

見えないものとの中間，あるいは経験的‐感覚的対象と超経験的‐理
念的対象との中間，さらにどぎつく言えば，でっち上げ的な空無虚構
と
なにごと
何事にも増して確実な真実在との中間に位置することは，数学とい
うこの学間の成立についてまことに重大な要件になっている。実際，
ユークリッドの『原論』，あるいはそれを踏まえた高校程度の幾何学
書には，事もなげに，「点は部分のないものである」「線は幅のない長
さである」などということが書いてあって，これに向って，そのよう
な「図形」は眼に見えないではないかなどと，わかりきった苦情を言
うことは誰にでもできる。しかしたとえば三角形の内角の和が 2 直角
であるというような定理を導くに当っては，そういう理想的な三角形
がともかくも「考え」られ，従って測定誤差などという人間臭い「経
験」に気を取られずにすむことが，本質的な役割を果しているのであ
る。これは苦情の言いようのない事実であろう。
問題はしかも幾何学的図形だけにかかわることではない。実際，1

個の活字，2枚の紙等々は見ること，触れることができても，1その
もの，2そのもの，あるいは一般に「自然数」ないし「数」という存
在そのものは，われわれには見ることも触れることもできない。その
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くせわれわれは，それらの数に関する一連の「定理」に対しては，宇
宙と共にあらんばかりの絶対的な「真理」性を，何となく与えてしま
いがちである，言いかえれば，それらは，たとえそれを見出したのが
人間であるにせよ，

いったん
一旦見出されると人間の有無にさえかかわりない

もののようになってしまうのである。これはいったいどうしたことで
あろうか。そればかりではない。今日では，図形的経験は言うに及ば
ず，それを理想化したはずの一切の幾何学的直観までが，実数その他
の「数」，ないしその「集合」に関する性質という形で置きかえられる
傾向にある。要するに，まだしも経験的要素を多く残している幾何学
的直観よりも，超経験的で，より理念的な「数」，あるいは「集合」の
方が，

はる
遙かに信用が厚いのである。重ねていうが，これはいったいど

うしたことなのであろうか。
図形的直観よりも理念的な数の方が信用が厚いという，この件につ

いての具体的な例としては，
たと
例えば微分算の初等的説明を思い出して

もらうとよい。実際，微分法の教わり始めには，f(x)の微分係数 f ′(x)

とは，y = f(x)のグラフに引いた「接線」の勾配である，というよう
な説明がよく行なわれる。しかしその内に，実は「接線」の定義がま
だ与えられていなかったことが白状され，それと共に，極限算法 lim

は数式の上で定義されれば十分であり，「接線」とは，その算法に基
づいて，f(x)が微分可能なとき，これこれの式によって定義されるも
のであることが明らかにされる。図形の面積と積分法との関係（p.??

参照）もこれと同じで，近世的な解析学においては，人間の図的直観は
まったく信用が薄いのである。
このような「数」の「図形」に対する優越的傾向は，決して数学に古

来あったものではなく，この問題をめぐっては長い長い歴史が存在す
る。というよりも，その歴史を

たど
辿ることは，実は数学の歴史そのもの

を
たど
辿るようなものだと言ってもよい位で，そこにおいては，さしあた
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り少なくとも次の諸点が取上げられねばならない。すなわちまず，古
代のピタゴラス学派の中では「自然数」の理論と「図形」の理論とが，
たと
例えば三角数，四角数などという形で，一種の調和を保っていたこと；
次いで，無理量の発見のためにその調和が破れ，数と量とを同時に扱
うことのできる理論体系として，ユークリッド幾何学の体系が作られ，
従って本質的には「数」より「図形」が優位を保つ時代になったこと；
それが約 2000年続いた後，ルネサンスの代数学の影響の下で，特に
デカルトの卓見に導かれ，幾何学より機能的であり，かつ幾何学と同
じ位に厳密な論証のできる記号的数学が形成されてきたこと；そして
それと相伴って，「数」の概念が次第に拡張され，さらにそれをきっ
かけとして数学の対象がいやが上にも抽象化されて，18，19世紀以後，
今日に及んでいることなどがそれである。この最後の部分については，
下で更にふれる。
この間，特にこの後半の段階でのことであるが，「数」その他の数学

的存在が，いよいよ現実離れのした理念的存在になってくることが注
意される。実際，「数」といっても，自然数から，せいぜい実数までぐ
らいの範囲だと，名目上，理念的存在であるとは言ってみても，本当
は現実に密着したその表現のようなものである，としてすませられよ
う。ところが，その内に虚数（複素数）などというものが現われてくる
と，これらの「数」およびそれ以後に導入される数学的存在が次第に
奇怪な虚構に見えてくる。虚構らしいくせに，それなりの　・つ・じ・つ・ま　が
合っているから余計困るのである。
実際，考えてみると，虚数が虚構だというなら，書き尽くし，或いは

見尽くすことのできぬ無限小数になる大抵の実数，従ってまた実数一
般は，すべて虚構じみた面を持っていると言えるであろう。しかもこ
の考え方はここで止まるのでなく，結局は，自然数全体ということの
もつ虚構的ないし人工的な側面までが，意識に上るようになってくる。
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デデキントが『数とは何か』で示した考え方は或る意味ではその典型
といってよい。
その反面，自然数以下，実数につらなる一連の定理が，現実を離れ

てなおかつその真理性を主張しうるというのならば，複素数にしても
その点に差別はないはずだという主張もできる。問題の根本は，「数」
と呼ばれる「もの」の存在性の根拠をどこにおくかという

やっかい
厄介な

ことがら
事柄

につながるのである。
しかもなお困ったことに，数学的現実の示すところによれば，複素

数が登場する
あた
辺りから，純粋数学の美しさ，真理らしさは，むしろ一

段とその度合いを強めてくる。その例として，私はここでは，指数関
数 exを

べき
冪級数の理論によって複素領域にまで形式的に「拡張」した結

果が，いかに微分積分学にまとまりを与えたか，いかにその底に隠さ
れていたもろもろの（可能的というよりも，むしろ実在的といいたいよう
な）脈絡を明らかにしたか，そしてまた理論的に見ても実用的に見て
も，いかに豊かな分野への道を拓いたか，などの点を指摘するに止め
たい。これに関する参考書としては普通の関数論の書物の他，
高木貞治『解析概論』（岩波書店，初版：1913，改定版：1961）

の第 5章をあげておく。
私はこの節の初めごろ，数学的存在が感覚的対象と理念的対象との

中間に位置すると見られることに触れた。ところでそこから出発して
ここまで

ひとまわ
一周りして考えてみると，数学的存在なるものが人間の勝手

にでっち上げた擬設 (Als-ob)なのか，それとも，人間的存在をも自然
的存在をも超越した真実在，ないしはそれに迫るものなのかという問
いは，むしろ前より重みを増した感が深い。いったい数学的実在とは
なにもの
何者であり，それに関与する数学的真理とは

なにごと
何事であるのか，そして

そもそも「真理」とはいったい何なのか……。
もちろんこのような設問は数学上のものではない。それはおそらく
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哲学という学問のもの，それも多分に近代的な―――おそらくカント以
来の設問であろう。そういえば上で用いた擬設（あるいは仮構 Fiktion）
という言葉も，新カント学派に属するファイヒンガー (Hans Vaihinger,

1852�1933)の用語と聞くが，カントにせよ誰にせよ，いったいこうい
う設問に答は期待できるつもりなのであろうか。
―――ここまで書いてきて，私は自分が数学あるいは数学史における

散策の徒であり，日頃はこのような深刻な問に直面しないですんでい
ること，そして自分の問題がそれよりはいくらかでも確固とした手が
かりがある（と妄想にせよ，思える）ことを，まことに幸いに思う。そし
てここでは，数学的存在に関するこのような考察が，実はすでにプラ
トンの中にもあることを捨ぜりふに残して，一応この

や わ た
八幡の

やぶ
藪

し
知らず

から逃げ出すことにしたい。

3　ジョルディンとカヴァイエス

数学的存在と数学的真理に関する哲学は別として，現実の数学的世
界において数学の対象が伝統的な数と図形から急に拡大し始めたのは，
19～20世紀数学の大きな特色であるが，その拡大は今日では，集合
の概念に基礎をおき公理論的方法によって

すいこう
遂行されるものという形に，

だいたい定まってきた感がある。しかも今日，数学が合理的思考なる
こと一般の基礎であるとか，更には集合の概念がそのまた数学の基礎
であるとかと言われるのは，まさにこの線に沿ったことだと私は思う。
そこで今度は，こうした状況に至るまでの学問の動きをめぐってどの
ような歴史があるか，あるいは，そのような歴史自体を論ずることが
いささか大変過ぎるとすれば，そのような歴史を知ろうとする場合，ど
の程度の文献があるかについて，私の

とぼ
乏しい知見の範囲で二，三紹介

してみよう。
このような話では公理論あるいは論理学の歴史と集合論の歴史とい
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う二つの方向から攻めるのが，まず標準的な行き方であろう。そうなる
と一番に思い浮ぶのは例のブルバキの『数学史』であるが，次回に触れ
る通り，これにはこれなりの癖もあることだし，まずは手近なところか
ら，史実を忠実に追っている型の略史を紹介しよう。それはカントルの
晩年の論文《Beiträge zur Begründung der trans�niten Mengenlehre,

I, (1895), II, (1897)（超限集合論の基礎づけ）》の英訳本
G. Cantor : Contributions to the Founding of the Theory of Trans-

�nite Numbers, 1915.（Dover版）
の《Introduction（序論）》（82頁）で，訳者ジョルディン (Philip Edward

Bertrand Jourdain, 1879�1919)の与えたものである。
この《序論》は 18世紀のフーリエ (Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768�

1830)に筆を起こし，18世紀以後，あるいはさらに時代を遡って考え
た解析学の流れの中で，本論の論文に終るカントルの仕事を位置づけ
ている。特に著者が，カントルの仕事はハンケル，リーマンの仕事の
継承ではあるが，学風としてはワイエルシュトラスの影響を最も強く
受けている，と述べているのは注目に値する。
ジョルディンという人は集合論関係の論文もいくつかある学者で，カ

ントルとの文通をかなり長く続け，それをこの《序論》でも用いたと
言っている（上の書物の訳者序文）。従ってこのワイエルシュトラスの
影響云々は，ある程度までカントル自身の考えでもあったのではない
かと思われる。ただ，ちょっと気になるのは，ワイエルシュトラスの
石橋を叩いて渡るような学風が，（カントルの学風のどこにも対応しない
とまでは言わないにしても），カントルの

ふ
不

き
羈

ほんぽう
奔放なまでの創造力とい

ささか調和しないことである。私にはやはり，カントルと来ればリー
マンと受けたい気がする。これはもちろん，カントルの集合論を誘発
したのがリーマンの仕事だったという程度のことではなく，もしカン
トルの創造力を刺激した何か別の創造力があったと考えるならば，そ
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の一番手近な人物はリーマンだったと，私は見たいのである2)。
もちろんこういう

し い
恣意は客観的たることを願う歴史に，さしはさむ

べきではないし，そもそも，そんな推定は事実に合わない，と言われれ
ばそれまでである。しかし歴史に対するこのような見通しは，特に大
局的な意味での歴史を組立てるための作業仮説として，当然あってよ
いことだと思われる上，この問題に関しては別の見方も存在する。す
なわちちょっと意地悪い見方をすると，その本に引用された史実からは，
カントルに対するワイエルシュトラスの影響よりも，その反対向きの
影響の方が，はっきり

み と
看取られる場合が少なくないのである。もちろ

んカントルが若かった頃にワイエルシュトラスから影響を受けたであ
ろうことは疑うまでもない。しかしその内にワイエルシュトラスの方
が負うた子のカントルに教えられ始めたとしても，それは決して異常
なことではない。もちろんワイエルシュトラスの不名誉になることで
もない。それはむしろワイエルシュトラスの精神の若さをこそ示すも
のと言えるのである。ともかくいささか勘ぐり過ぎるかもしれないけ
れども，ワイエルシュトラスが当時のドイツの大家の中でカントルに
同情的だった唯一の人物だったという事実なども，ここで

かんじょう
勘定に入れ

てよいのではないかと私は思う。すなわち仮にカントルが，自分はワ
イエルシュトラスに一番影響を受けたと言明したとしても，そしてそ
れが結果において事実だとわかることになるとしても，その言明だけ
によって言葉の内容を事実と受け取ってよいのかどうかは，一応問題
になると思うのである。
こういうことを考えていると，事はいやが上にもむずかしくなって

きて，歴史などは書けないものだという結論になるかもしれない。し
かし私としては，ここでこの小さな疑問―――確かにそれは，どちらに
ころんでも，たいしたことではあるまい―――を示しかたがた，現代に
おいても「史実」というものへの対処はむずかしいということについ
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て，ちょっと触れておきたかったのである，
ジョルディンの《序論》は 1915年に書かれたものでその原型は 1905，

1909，1914と書き継がれた論文《The development of the theoly of

trans�nite numbers（超限数の理論の展開）》ではないかと思われるが確
かではない。その次の時代のもので，この方面のまとまった著作とい
うと，
J. Cavaillès : Remarques sur la formation de la théorie abstraite

des ensembles（カヴァイエス，一般集合論史摘要），Hermann書店，1938.
であろう。ジョルディンは先の英訳書の《序論》の中で，デデキントを，
カントル，ワイエルシュトラスと並べて，（おそらく 1915年現在の）現代数
学に影響した三大巨人の一人と呼んでおり，その点は確かに

けいがん
炯眼であ

るが，話をカントルにしぼったせいか，実際にデデキントの仕事の意義
にまで立入ってはいない。それに対してカヴァイエス (Jean Cavaillés,

1903�1944)はデデキントの仕事に一章をさき，その意義を示している
点が特に注目される。全体として，数学的テクニックと数学の哲学と
の両面に均衡を保ちつつ整理された好著で，単に歴史というだけでな
く，歴史を見定めることによって自分の学問の進路を考えるという姿
勢を持っている点でも，教えられるところの多い書物である。
この本は元来，ブランシュヴィック (Leon Brunschvicg, 1869-1944)の

監修による
そうしょ
叢書《Le Progrès de l'esprit（精神の拡大発展）》の一部をな

すもので，《Actualités scienti�ques et industrielles（科学・工学時報）》
という，外見は薄手だが内容のある，また全体としては

ぼうだい
厖大な

そうしょ
叢書に

入っている。ついでながらブランシュヴィックはフランスの哲学者で，
『パスカル全集』の編集をしたこともあり，また

L. Brunschvicg : Les etapes de la philosophie mathématique（数理
哲学の諸段階），（1912.）
という書物を書いたこともある。後者は，非常に

おおざっぱ
大雑把に言えば，数
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学とは経験を離れることこそできないが，人間の知性の自発的な力に
よって経験を支配しながら，どこまでも進展する学問であるという思
想を盛った書物で，潜在的にはブルバキに影響しているように見える。
すなわちブルバキは自分の考えの哲学的側面に触れる代りに，この本
を引用したことがあるのである。
さて上のカヴァイエスの書物の第 1章は「集合論の前史」で，中間値

の定理に関するボルツァーノ (Bernard Bolzano, 1781�1848)の研究，無
理数論，三角級数論，増大型 (Croissanace)の理論（増加関数列のなす一
種の順序集合の研究）の四つが柱になっている。第 II章は「カントルの
創造」で，ここではカントルの業績の年代順による要領のよい紹介が
与えられている。以上が第 1分冊で，第 2分冊は第 III章一つからな
る。これは「デデキントと公理化」という標題で，デデキントの『数と
は何か』，（デデキントの論法の一つの展開としての）整列可能定理，ツェ
ルメロ (Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, 1871�1953)の公理論的集合
論，フレンケル (Abraham Adolf Fraenkel 1891�1965)の改良，フォン・
ノイマン (John von Neumann, 1903�1957)の公理系，いわゆるスコーレ
ム (Thoralf Skolem, 1887�1963) のパラドクス（言い換えれば，集合論の公
理系が一般に

はんちゅう
範疇性を持たないこと）などが述ベられている。なおこの本

は上記の通り 1938年の発行で，スコーレムの結果 (1919～1929)は
おさ
収

められているが，スコーレムの結果と同傾向のもので，より大きな影
響を後の世代に残したゲーデルの不完全性定理 (1931)のことは，まだ
取り上げられていない。
この著者カヴァイエスは第 2次大戦中にフランスのレジスタンス運

動に参加し，ドイツ軍に殺害された人で，上記の《摘要》はその遺稿集
J. Cavaillès : Philosophie mathématique（数理哲学），Hermann，1962.

に
おさ
収められている。この本には，他に
“Correspondance Cantor-Dedekind（カントル‐デデキントの書簡）”
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“Trans�ni et Continu（超限と連続）”
の二つの論文が入っている。前者は 1937年にカヴァイエスがE. ネー
ター (Amalie Emmy Noether, 1882�1935)女史と編集した書簡集（ドイツ
文）フランス訳，また後者は元来 1940�41年の頃に書かれた論文であ
る。

くわ
詳しくいうと，後者は 1941年（第 2次大戦中）に或る雑誌に送ら

れたが，当時は遂に活字にならず，戦乱の中を友人の手に保存された
後，ようやく 1947年に出版されたもので，H. カルタン (Henri Paul

Cartan, 1904�2008)，C. シュヴァレー (Claude Chevalley, 1909�1984)

などのブルバキストたちが故人の親友として，その校訂に当ったとい
う。カヴァイエスもまたブルバキとつながりがあったのである。
ところでこの 1947年の書物《超限と連続》（これも前記《Actualités》

の一冊）のことだが，その扉には，同じ著者の著書として，前記の《一
般集合論史摘要》の二つの分冊と共に，
《Méthode axiomatique et Formalisme（公理的方法と形式主義）》

I.　数学の基礎の問題
II.　公理主義と形式的体系
III.　数論の無矛盾性

《Sur la Logique et la Théorie de la Science（論理と科学論について）
（遺稿集，出版社 P. U. F.）
というリストが書きつけられている。しかし，最後の本は出版所も別
だからよいとして，その上の《公理的方法と形式主義》のⅠ，II，III

は出ているのかどうか。怠慢といえば怠慢なことながら，私自身まだ
確かめていない3)。自分の怠慢を棚に上げるようだが，どうもこの辺
は出版事情も大分混乱していたと見えて，上記の《超限と連続》にし
ても，巻頭にはブランシュヴィック監修も，《一般集合論史摘要》も
なく，《Essais philosophiques（哲学論集） IV》とだけ書いてあるため，
こちらははじめ，上の『公理的方法と形式主義』の IIIに続く IVかと
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思って読んでいたら，ずっと後で，同じ本の 1962年版によって，そ
れがどうやら『一般集合論史摘要』の第 3冊，第“IV”章に相当する
（らしい）ことがわかったりする。史実を混乱させる出来事は，現代
においても意外にあちこちにあるものである。

注
(1)　この問題にまつわる私見については，筑摩書房『数学史』第 III部の終
章を参照されたい。

(2)　この件についてフランスの P. Dugac氏は，カントルに対するデデキン
トの影響を具体的に指摘しておられる。その結果，私の推測は大幅な再
検討を要することになるが，ただ同氏の示された影響がカントルの仕事
の純数学的側面に関連するに対し，上で私の示唆したものは，どちらか
といえば，その思弁的‐哲学的側面に関連する点は，ここで断っておき
たい。Dugac氏の論文は今後順次発表されるであろう。

(3)　《Méthode ……》は 1938，《Sur la logique ……》は 1947にそれぞれ発
行されている。



第 16章　集合論史の周辺（II）

1　ブルバキの「歴史」と構造の考え

前回ではジョルディンとカヴァイエスとの話がつい長くなってし
まったが，われわれの元来の出発点は，集合論と現代数学との結びつ
きについての歴史書を探すことであった。この場合には，カントルの
創造力もさることながら，集合論が現代数学へ及ぼした影響の方こそ，
われわれの本当の問題であるが，私はそれについて，少なくとも二つ
の線が考えられるであろうと思う。
第一の線というのは，ポアンカレ，ボレル (Félix Édouard Justin Émile

Borel, 1871�1956)，べールからルベーグに至る，主としてフランスの解
析学者が取った方向で，そこでは集合論は，その一部分が彼らの数学
に有効なものとして取り上げられたに止まる。すなわち，

たと
例えば可算

集合の理論その他，集合論のある一部分が，積分論や関数論に応用さ
れ，かなり早い時期から既に相当以上の成果を

おさ
収めていた。けれども

現在までのところ，集合論が現代数学を動かしている方向は，この線
に沿ったものではない。それどころか，この方向を取った学者の中に
は，ボレルやベールなどのように，数学的存在の哲学の点で今日の多
くの数学者と意見を異にし，従って，見たところその頃すでに時代に
取り残されたかのように思われる人たちさえないわけではない。
これに対して，デデキントが実数論を自然数論と集合論によって基

礎づけ（《連続と無理数》1872），次いで自然数論を集合論によって基礎
づけた（《数とは何か》1887，第 3版：1911）ような行き方は，数学的存
在の基盤を集合概念の上に置く行き方で，言うまでもなく，これこそ
今日の数学につらなる本筋の街道である。これが今後とも，永く数学
の本街道として残るか否かには異論がありうるとしても，この意味で

244
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現代数学とのつながりで考えるかぎり，私はカントルよりも，デデキ
ントの意義を強調してよいと思っている。もちろんカントルの偉大さ
は身にしみて承知した上での話である。
話がここまでくると，これはもうブルバキの『歴史』の出番である。

すなわち今までに何回か触れたところの
ブルバキ『数学原論　集合論』第 3分冊，「歴史覚えがき」（『ブルバ
キ　数学史』（清水達雄・村田全訳，東京図書）では，「数学の基礎・論理・
集合論」として収録）

がそれで，この標題からもわかる通り，この場合は単に集合論の歴史
というよりも，“ギリシャからブルバキまで”にわたる，数学の基礎を
めぐる壮大な歴史になっている。カヴァイエスの理想ではないけれど
も，歴史もここまでくれば，確かに単なる過去の記録ではなく，未来
を指し示す道標と言えるであろう。ただその代り，そこにはまた別の
側面が現われてくる。それは，そのような歴史がしばしば，程度の大
小は別として，一種の我田引水的自己主張に近づきがちだという点で
ある。ブルバキの場合ならば，その主張とは当然，数学的構造に関す
る彼らの哲学ということになるであろう。
ただ早速断っておくけれども，私は決してブルバキの『歴史』が我田

引水的偏見を持っていると主張しているのではない。私はむしろ，自
己の数学と哲学とを持つほどの歴史こそ，本当に読む値打ちのある歴
史だと考えているのだが，ただその際，その「歴史」の意図するとこ
ろをわきまえておき，その主張を冷静にチェックするだけの，いわば，
一種のアマノジャク精神を，心のどこかに持っていたいというだけの
ことである。そしてこのブルバキの「歴史」の場合，私のアマノジャ
ク精神はあまり強くは刺激されなかった。というよりも，私は正直に
いって，この「歴史」の視野の広さ，規模の壮大さにつくづくと感心
するほかなかったのである1)。
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ところで事はいささか前後したが，ここでブルバキとその哲学のこ
とを少し述べておこう，もっとも，このことについては
森毅『現代数学とブルバキ』（東京図書，1967.）

というような書物があることだし，私自身，上記の『ブルバキ　数学
史』の「訳者覚えがき」の中でもこのようなことを書いたので，二番
煎じや重複を避ける意味で，話は簡単に切り上げる。
ブルバキが個人名でなく，前回にも触れた H. カルタンやシュヴァ

レィ，それにヴェイユ（André Weil, 1906�1998）などの人達を中心とし
た，1930年代のフランスにおける前衛的数学者の集団であり，それが
次第にメンバーを移動させつつ今日に及んでいることは，御存知の方
も多いであろう。その数学には，特に古典的な数学に習熟した人たち
から，いろいろな批判が寄せられたりしたが，その作品の一部である
『数学原論 (Élements de Mathématique)』一つを取っても，1970年 3月
現在，すでに第 35分冊目の出版がフランスにおいて進行しつつあるな
ど，それは今や有力な既成事実の山を数学界の中に築き上げたと言っ
てよい。私などには，この『数学原論』という呼び名自体が，

はる
遙かに

二千年の歳月を隔てて，ギリシャにおけるユークリッドの『原論（ス
トイケイア；Στοιχεία，Élements）』を想起させるのである。
そういえば，今日の学者の中には，伝記不明の人物「ユークリッド」

のことを，何世代かにわたる何人かの学者の集団ではないかと見てい
る人があるが，この考えなどにしても，ことによると 20世紀の「ブ
ルバキ」にヒントを得たものかもしれない。というよりも，この説を
なす数学史の専門家であるイタール，
J. Itard : Les Livres arithmétiques d'Euclide（『ユークリッドの数論
に関する巻』エルマン書店，1961.）

などに先立って，この説の皮切りをした学者は，案外，アマチュア歴
史学者のアンドレ・ヴェイユあたりではないかと思われる2)。
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さてブルバキの数学思想の中心をなす構造という考えは，このごろ
では，その言葉の魅力のせいもあってか，

さまざま
様々の文化領域の人達にも

てはやされ，数学の側から見ると，
ありがためいわく
有難迷惑の気味が見えることさえ

あるほどであるが，事，数学に関する限り，それは数学の種々の理論の
骨組に当ることを，集合概念と公理的方法とを用いて精密に述べたも
のと言ってよい。すなわち一つの数学的構造は，基本になる集合，そ
の
げん
元の間に定義される基本的演算，その

げん
元の間になり立つ基本的関係

の三者を指定することによって定まる。たとえば代数的構造の一種で
ある「群」の構造は，基本集合の上に，ある特定の基本的性質を持つ
一組の結合算法と，

げん
元の間の相等関係とを与えれば定まり，さらにそ

の上に「順序」に関するある適当な関係を追加してやると「順序群」
となる。また「順序」を追加する代りに，別の結合算法を

しか
然るべき形

で追加してやると，「環」になったり，「体」になったりする。このよ
うにしていろいろな数学的構造の間の

さまざま
様々の関係が，

しか
然るべく定義さ

れ，かつ調べられるわけである3)。
こういう型の理論は当然極めて形式的抽象的になるが，ブルバキの

場合，その根底に意外に経験論的な要素が流れていることは注意すべき
であろう。ここで，前節で触れたブランシュヴイックの数理哲学―――
数学とは経験を離れることこそできないが，人間の知性の自発的な力
によって経験を支配しながら，どこまでも進展する学問であるという
ような考えに基づく哲学―――を思い出して

いただ
頂くくと都合がよい。とい

うのが，要するにブルバキの扱う形式的理論は，あくまで現実に対する
理論モデルを目指すものであって，われわれが日常の一つの現実をし
ばしば縦から横からと眺めるように，ブルバキは，一つの現実の

さまざま
様々

な数学的解釈として得られるそれぞれのモデルを，関連ある全体とし
て把握しようとしている点で，ブランシュヴィックの線上にあると見
てよさそうだからである。しかもブルバキは，このような現実の把み
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方の中に「数学」という学問の統一性が存在し，そしておそらくその
応用可能性の

みなもと
源もその辺にあるものと考えているらしい。そしてこの

ことが集合論の言葉を用いることによって始めて実行されたところに，
現代数学における集合論の大きな意義があるわけである。

たと
例えば現実

の中から「量」というものが意識され，やがて―――この“やがて”は，
ほぼ二千年という意外に長い期間を要したもののようだが―――それを
めぐって「実数」という対象が意識され，次いでそれが一種の「現実」
であるかのようになる。こうなったところで，それの持つ数体として
の（代数的）構造，全順序集合としての（順序）構造，その両者を兼ね備
えた順序体という構造，あるいはまた極限算法の舞台としての位相的
構造，さらに

くわ
詳しく言えば，たとえば完備な距離空間という構造など

というように，一見抽象的と思える手続きの枠組が提示され，それに
よって「現実」の「実数」のイメージが次第に固まってくる。経験と
いうものをわれわれの離れることのできない母体としつつ，ただしそ
の上に創造的な数学の世界をくりひろげていくブルバキの世界は，だ
いたいこのようなものと言ってよいであろう。

2　集合の概念をめぐって

ここでブルバキの世界の根底にあった集合の概念について，なお少
し立入っておきたいと思う。というのは，最近の世界的な現象として，
高校ないしそれ以前の初等数学教育の中に，“集合”論―――実は初等
ブール代数とも言えない程の，たわいない「論理」―――の導入が盛ん
になりつつあるという現象があって，しかもその割に，集合概念はど
のような意味で数学の基本であるかなどという根本的な点に，徹底を
欠いたところがまま見うけられるからである。前回の初めに，数学の
講義の中に数学思想史を導入するという話をめぐって引用した一友人
の話によると，他ならぬブルバキの一人である――― であった？―――
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A. ヴェイユが，「いまに小学校では“机の上にリンゴが 3個ある”と
言ってはいけなくなって，“机の上のリンゴの集合の濃度は 3である”
と言わねばなるまい」と，皮肉を言ったということだそうだが，そう
いうことになっては，自他ともにまことに迷惑であろう。
集合の概念が数学の基本であるというのは，前節で述べたような意

味で，集合が現代数学の基本的存在として数学的真理を支えているか
らであると思われる。しかも数学の応用を，単に自然科学の方面だけ
に限定せず，社会科学の方向にも文化科学の方向にも，原理的に新し
い形で展開しようとするいわゆる数理科学の考えは，その基本におい
て，上のブルバキ的構造の考えと同系のものである。すなわちそれは，
まず現実に対する数学的モデルを作り，そのモデルの下で得られる結
論を現実のなりゆきと対比しつつ，必要に応じてモデルを適当に修正
するという，一連の手続きのなかに，数学の応用を展開するという形
を取っている。そしてその際，理論的数学が集合概念を基礎において
いるという現実のみでなく，そのモデル構成の実際において，しばし
ぱ整理分類などの手法に集合概念を採用しているのであって，この点
から言えば，確かに集合の概念は現代数学の基本なのである4)。
ところでこのような集合概念の強力な働きは，どこにその

みなもと
源を持つ

のであろうか。どうもこのところ，陽気のせいかこちらの気分のせいか，
古今の大問題にばかり口を出したがるようで，いささか照れくさいの
だが，今度はこれについてもちょっと触れておくことにしよう。もっ
とも，そうは言ってみても，集合が別に魔力を持っているわけでない
ことは言うまでもあるまい。要するにこの「集合」という概念を駆使
してするところの 20世紀的な方法が強力なのであって，それをきち
んと論ずるには，現代数学の存在論としての集合概念と共に，同じく
方法論としての公理主義的方法についても述べねばなるまい。しかし
そういう本格的な行き方については，基礎論や数理論理学に関する

しか
然
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るべき書物などを参考にして
いただ
頂くことして，ここでは側面的に，集合

の概念の形成史からあまりかけ離れないようにしながら物を言うこと
にしておこう。
その場合，今日の集合の概念は。単に個体的対象を数学の対象にす

るだけの役目でなく，述語を対象化するというか，働きを対象化すると
いうか，要するに数学の抽象化を幾重にも推進する目的のために，まこ
とに決定的な役割を演じていることがわかる。

たと
例えばわれわれは，“偶

数である”という述語の代りに，“偶数の集合”といういわば次元の
高い個体を考え，場合によってはそれにイデアルという名前を与える。
続いてこのイデアルという新しい個体に対してはまた適当な述語が導
入され，しかもその述語もまた至極あっさりと対象化（個体化）されてい
く。このような過程は多少とも現代数学の実際に触れたことのある者
には，まったくありきたりのことであろう。しかしこの考え方は，誰
もがすぐになじめるようなことでは必ずしもなく，もちろん古くから
あったものでも決してない。早い話がプラトンやアリストテレス の
時代の「数学」や「論理」には，これに対応するような高次の抽象化
の過程は，存在していなかったのである。
実際，アリストテレスの論理学においては，対象はあくまで対象，属

性はあくまで属性で，かりに属性（内包）を，その属性をもつ対象の集
合（外延）でおきかえようとすれば，そこにどうしても無限集合の介入
する余地が生じてくる。これはしかし，たとえばゼノンの逆理の

し さ
示唆

するような
さまざま
様々の障害を存在論や論理の中に持ち込むおそれがあって，

アリストテレスはもちろんのこと，その後二千年もの間のどの学者に
も，結局，思い切って踏み込むことのできない一線として終始したの
であった。この間の事情については，例えば，アリストテレス『形而
上学』の，特に第 4巻，第 5巻の二，三の章，第 12巻など，また『分
析論前書』などを，そのつもりで読んでみると，かなりはっきりする。
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私は前回から今回にかけて世間の通説にやや反するような形で，カン
トルに対するデカルトの優位をしきりに強調したが，無限集合をあえ
て許容して，述語の個体化に通ずる存在論の大道を開拓したというこ
の一点に関する限り，どうしてもカントルの精神の捉われざる大きさ
を認めないわけにいかない。
人びとが集合の概念にまがりなりにも慣れてしまった今日になると，

かってアリストテレス以後二千年もの間，学者たちを縛っていた或る
種の　・き・ず・な　は，もはやわれわれの眼には見えなくなっている。しかし
今からほんの少し時代をさかのぼると，そのような　・き・ず・な　はなお意外
に強く人びとの心を支配していたのであって，そのことの一例は，現
にブルバキの「基礎の歴史」の脚注に記録されている。というよりも，
私はこの脚注をもとにして，上の話を組立ててきた，というのが本音
である。
　“古典的に言うと，一点が一直線に属する，と述べる権利は，もち
ろん誰にでもあるけれども，そのことから，直線は《点からできてい
る》と結論したりすると，実無限に関するタブーを犯すことになる
であろう。そしてアリストテレスは，この禁制が正当だということ
を弁明するのに，非常に長い説明を当てている。19世紀になっても
大ていの数学者は集合について語るのを避け，系統的には《内包的
に》議論を進めているが，これはおそらくこうした種類の一切の異
論を避けるためだったのであろう。

たと
例えば，ガロア (Evariste Galois,

1811�1832)は数体について述べず，ただそのような体のあらゆる
げん
元に

共通な種々の性質についてのみ述べている。またパッシュ (M. Pasch,

1843�1930)やヒルベルトでさえ，ユークリッド幾何学に対する彼ら
の公理的表現においては，直線や平面が点の集合であると述べるの
を，なお差し控えている。その頃，集合論の言葉づかいを初等幾何
学に自由に使っているのは，ひとりペアノがあるだけである。”（『ブ
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ルバキ　集合論 3』訳書 p.77，同じく『ブルバキ　数学史』訳書 p.38.）

3　フランス経験主義のこと

ちょうどこのブルバキの脚注を調べてみたとき，このすぐあとに私
自身の添えた「訳者付記」が目についたので，ついでにそのことに少
し触れておこう。その内容は，今回の初めにちょっと触れたボレルや
ベールたちのことである。私はその所で
　“ブルバキは触れていないが……ボレル，ベールたちの著書や論
文の中にも，直線連続体を点の集合と見るのに反対する意見の表明
があり，それが選択公理論争における彼らの主張にも底流している
ようである。”（邦訳『ブルバキ　数学史』p. 38）

と書いた。既に述べた通り，この人達は集合論の初期に，その理論の
一部を関数論や積分論などの解析学の方向に活用して，相当大きい成
果を

おさ
収めたのであり，特にボレルなどは，カントルの最後の論文（前

回のジョルディン訳の原典たる論文，1895～97）の直後に
E. Borel：Leçons sur la théorie des fonctions (Principe de la thèorie

des ensembles en vue des applications à la théorie des fonctions)（関数論
講義―――関数論への応用から見た集合論の原理―――）（1898.）

という書物を書き，本文 6章の中の 3章までを新しい集合論のために
捧げていた。ところがそれにもかかわらず，彼は最後までカントル流
の外延的な集合概念になじまなかったと考えられる。私が今回の第 1

節の初めに，あえてその数学を“時代に取り残されたかのように思わ
れる”と述べた一つの重要な理由は，この点にあったわけである。
実際，ブルバキなどは，おそらく同じフランス数学の先輩というく

らいの理由からではなくその底にある経験的傾向に関してボレルたち
の数学に或る種の親近感を感じてでもいるためであろうか，普通の数
学書や数学史書に比べると，異例なほどボレルたちのことに触れてい
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る。しかしそれでもなお，それがボレル的「数学」の世界の全貌を描
いているかどうか疑わしいと思われるのは，いわばその「数学」を，カ
ントル‐デデキント，あるいはヒルベルト‐ブルバキ的な座標の上に
投影して，こちら流の「数学」の尺度で物を言っている気味があるか
らであって，早い話が，ボレルたちの数学における（ブルバキとは）
異質な数学的存在論については，ほとんど触れていない。
時代が大きく変化する変り目においては，このような

はげ
烈しい変化も

また起こるのであろうか。そしてこれは過去にあった何回かの変動期
にも例のあったことなのであろうか。それとも，それらの変動期のど
れにも増して，この 20世紀における変動は後世に対して決定的な影響
を与えたと言ってよいのであろうか。20世紀に生きる私にとって，そ
れは

けいけい
軽々に判定のできないことである。あるいはむしろ，この判定を

どちらかに動かすについて，われわれ自身の行動が，大小いずれにせ
よ，なにがしかの力を及ぼすのであって，

ひ と ご と
他人事のようなことは言え

もしないし，本来，言うべきでもないとすべきであろう。そういえば
私が前章の第 2節の途中で，「数学が自分の対象を自分自身の力で生
み出す型の学問である上に，そのような性格が，他ならぬこの歴史の
中で形成されてきたという事情がある」という意味のことを書いたの
も，

くわ
詳しく言えば今述べたようなところに一つの源があったのである。
なお，事のついでに大まかなことを一言付け足すと，ボレルはまず
可付番集合を「集合」として認め，ついでそれの作る超限順序数（い
わゆる第 2級順序数）を「超限順序数」として認めるけれども，それ以
上の濃度の集合は認めようとしない。唯一つ例外的なのは連続体であ
るが，この対象はその一面において，カントルの集合論でいう「普遍
者 (universe)」のようなところを持つ特異な存在であり，ボレルは“この
集合を可付番集合だと仮定すると矛盾が出るというだけのことであっ
て，これだけのことから，それを新しい「無限集合―――点の集まり―――」
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だと断定するわけにいかない”と主張している。要するにそれは，彼
の「数学」における本当の意味での「集合」が，どうしても取り尽す
ことのできない一つの限界のようなものなのである。もちろんこうい
う限界があるために，彼のいわゆる「超限順序数」はいつまで経って
も可付番の世界を超えられないわけだが，一方，カントルの超限数全
体というクラスなども，カントル的集合論をもってしては何とも超え
がたい限界であり，ボレルにおける連続体とカントルにおけるその種
のクラスとは，見方によっては，

あい
相似た働きを示していると言えない

こともない。
ボレルの理論はまた，具体的な記述性を重んじる点で，案外な影響

を今日の数学基礎論の上に及ぼしている。多少こじつけめくけれども，
“可付番順序数の恐ろしいまでの複雑さ”という文句を，私はボレルの
著書のどこかで見たような気がする他に，集合論の公理の独立性で有
名なコーへン (Paul Joseph Cohen , 1934�2007)の著書『集合論と連続体
仮説』 (1966)の中で読んだことがある4)。
ただし，私として，やはり言っておくべきことは，記述の具体性そ

の他の点でボレルの考えが今日に生かされる例はあるとしても，それ
はいわば，その考えが現代数学へ投影された部分であって，彼の企画
したらしい「数学」は，少なくとも今日までのところ実現せず，むし
ろ本当はその根底において挫折しているのではないか，ということで
ある。ボレルの数学については，私自身のかなり重要なテーマであっ
て，その方面に関する私の意見の大要は，
『数学におけるフランス経験主義』（「科学基礎論研究」第 3号，1955）
『集合論の初期における二つの連続観』（「科学基礎論研究」第 29号，
1966）
『反原子論的連続観の後退をめぐって』（同誌，第 30号，1967）

などに述べてある。
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4　おわりに

もうずいぶん前の話になるが，私は実をいうと，学問生活の第一歩を
ボレルたちの「数学」についての検討から始めたのであった。旧制の大
学の最後の年から，助手時代にかけて，私は吉田洋一先生や近藤基吉先
生の手引きで，ツェルメロの選択公理をめぐって闘わされた論争を皮
切りに，それについてボレルたちの交換した「五つの手紙」，ボレルの
（ある意味での）後継者であるロシアのルージン (Никола́й Никола́еыч

Лу́зин, 1883�1950)による解析集合の理論，それらと相似た関心を持ち
ながら，実際にはかなり傾向の違う方向に進んだゲーデルの理論（選
択公理と連続体仮説とが，公理的集合論と　・つ・じ・つ・ま　のあう (consistency)もの
であることの証明）などと，いろいろなものを読みあさった。多少は勉
強した時期もあったような気がするが，つい先日その頃のノートを調
べていたら，「ケイオス (chaos)やわが青春の捨てどころ」などという，
いささか

き ざ
気障っぽい走り書きが出て来たりして，今から思うと，あの

頃の「勉強」もまた，ただの「散策」に過ぎなかったような気がしき
りにする。
私はその後，何回かつまずいたり

ころ
転んだりもしたけれども，近年は

やや人並の元気を取り戻して，第二の学問的青春を楽しんでいるとこ
ろであるが，このたびの「散策」が昔なじみのケイオスに近づいたこ
こら

あた
辺りこそ，どうやら事を

おさ
収める潮時のようである。少なくとも私

にとって，これはそろそろ，散策を学問に移行させるべき最後の機会
と覚悟すべきものと思われる。

注
(1)　それにしても，現在フランスの数学史学者の中などに，ブルバキの「歴
史」に対する批判がかなり根強く見られることは注意してよい。これは，
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歴史というものに関する主観性と客観性との兼ね合いに関する深い反省
を呼び起こす態の問題である。筑摩書房『数学史』第 III部参照。

(2)　このことは雑誌『数理科学』の創刊号だったかに，彌永昌吉先生が書
いておられる。

(3)　混沌―無限定（ト・アペイロン）という意味での無限者を定型化し合
理化することを，数学の大きな課題の一つと見れば，これはまさしくそ
の線上にあるものと言えるであろう。数学史をこの線に沿って見直すこ
とは，極めてむずかしいことに違いないが，-つのおもしろい問題である。

(4)　この意味では，混沌を合理的に整理するための存在論と方法論，これ
が現代数学の核心だというわけである。もっとも，このような仕事のみ
が現代数学だといっては，それもまた当然行き過ぎである。数学におけ
る帰納的要素（第 10章参照）は，いつの時代にも，つねにそのように整
理された知識の埒外にありうるからである。

(5)　この連想は，これだけならば全く表面的な問題だが，ボレル，ルベー
グ，べールなどの思想の洗礼を大幅に受けたロシアの数学者ルージンの
解析集合論という理論がゲーデルに影響し，この二人，特に後者が（ス
コーレムやチャーチなどの考えと共に）コーヘンに影響していると推測
されることを考えると，これは決して単なる言葉だけの間題ではないと，
私には思われる。
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付録　 �Virtualité�の意味をめぐって
―――集合論史の一断面―――

集合論の初期に，無限集合を示す意味で virtualitéというフランス
語がちょっと使われたことがある。今ではほとんど知られていないが，
この概念をめぐっては，集合論に対する根底的な批判を含む一つの歴
史がある。ここではこれについて簡単に述べてみよう。
フランス語の virtualité（名詞;形容詞は virtuel;英語では virtuality，vir-

tual）は，ラテン語の virtus（力，徳）から来た言葉で，「表面に出ない実
質的な力」を示す。すなわち，弱い意味では「ただの可能性」を示す
だけだが，強い意味では「未だ実存されていない内在的本質」という
ようなニュアンスを持っている。これに対して日本語では，「潜勢的」，
「実質的」など，一見反対の意味の訳語が与えられるが，いずれにし
ても，

ちょうど
丁度それに当る日本語がないため，訳しにくい言葉の一つであ

る。強い意味の例として，ラランド (André Lalande, 1867�1963)の『哲
学辞典』にはライプニッツの論文から
「数論，幾何学は共に人間に内存するもの，すなわち virtuellement

（virtuel的）にわれわれの中にあるものである」
という文章が挙げられている。
集合論の文献に限られた例としては，ロシアの数学者 H. ルージン

の著書『解析集合論』1930.の末尾に，
�Il y a bien des chances que ces virtualités soient irréductibles deux

àdeux�（これらの virtualétésが二つずつ irréductibles（簡約不能）である，
という可能性は十分にある。）

という一行がある。しかしこの意味はあまりよくわからない。すなわ
ちその言葉は，本の終りになって藪から棒に出現するものであり，「射
影集合」，「非可測集合」などという数学的対象が彼のいう virtualités
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であることは前文から推測できるのだが，「二つずつ」ということの具
体的内容も，「簡約不能」ということの意味も説明されていない。ただ
それらの対象が「言葉の上だけで定義されるが実質性のないもの」で
あり，従ってその virtualitéも，恐らく「単なる可能性」という方に重
点のある意味で使われたものらしいことだけが，推測できるのである。
ところがたまたま気付いたことだが，ルージンに大きな影響を与え

たフランスの数学者，R. ベール (René-Louis Baire、1874�1932)の公刊
された手紙（ボレル宛，1905）に，これとほとんど同文の次の文章がある:

�Il y a de chancep pour que ces deux virtualités soient irréductibles�

（これら二つの Virtualitésは，（簡約不能）である可能性がある。）
これをもってそれを見るとき，ルージンの文章はこのベールの文章を
借りたのではないかと推測するのが自然であろう。ただべールの場合，
「これら二つの virtualités」というのは，そのすぐ下に説明が与えてあ
り，ここには曖昧な点はない。しかもその説明によると，これは集合
論に対する根底的な批判をこめた文章なのである。
すなわちまずその二つというのは，故意か偶然か，上で引用した

ライプニッツの場合の《数論と幾何学》にうまく対応していて，可算
集合と連続体のことである。従って，これはルージンの場合と違って，
「実現未了の内在的本質」という方に近いであろう。更に，ベールが
この文章の前後で言おうとしているのは，この二つの対象がそれぞれ
�virtuellement（潜勢的）�にしか定義出来ないものであり，そこに（集合
の濃度のような）「共通の尺度はない」という主張である。
もちろん今日の立場からすると，この考えは時代おくれと見えるか

もしれない。しかし史実としていうと，これはどうやら，カントルの
論文 (1882)の一節
「集合論は数論，関数論，幾何学を，濃度の概念の上に統一する。連
続者も不連続者も，そこでは同一の立場から観察され，共通の尺度
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〔すなわち濃度〕によって測られる」
に，対決する姿勢のものである。そして事をさらに虚心に見るとき，
ベールの

いいぶん
言分にも，それなりに，十分な根拠が認められる。実際，連

続体の濃度が可算濃度より大きいということにしても，確かなことは，
「連続体が可算集合では尽せぬ」ということであり，それを「前者が後
者より大きい」とするのは，物の見方における一つの飛躍である。す
なわちそれは，連続体を，点の「集合」と見なし，それ以上のものと
もそれ以下のものとも見ないという大前提を認め，さらに「自然数を
以っては数えきれない」ということを，「より大きな無限」と呼ぶこ
とを許したとき，始めて生ずる見方であるのに対し，ベールの批判は
まさにその二つの前提を突いているからである。
ベールは，少し先輩のボレル，少し後輩のルベーグらと共に，カン

トルの集合論を大なり小なり批判し，ただその妥当とみえる線までの
みを数学にとり入れようとした人であった。ただしその「妥当な線」
の引き方は，べールを最尖鋭として，ボレル，ルベーグの順に少しず
つカントル側に近よっている。ルージンも本来はそれらの人の影響下
にある人物なのだが，前記のその引用の前後からみると，その妥当線
は更にカントルよりであり，しかも問題の扱い方はよりテクニカルな
形になっていることがわかる。もちろんこれは数学的な考察によって
裏付けられることである。詳細は略すが，初めに挙げたルージンの文
章は，形を前記のベールの手紙からとり，意味の方は同じくベールの
別の手紙（1905年，有名な「集合論に関する五つの手紙」の一つ）に示唆さ
れたものと見られる節がある。ただ何れにせよ，例のルージンの文章
は，あまりうまい借用ではないように思われる。ここでベールの後の
方の手紙の問題の部分を訳出しておく（これは，ツェルメロが選択公理を
提唱し，それによって整列可能定理を証明した直後に，ボレルに宛てて書か
れたものである1)）。



260 　付録　 �Virtualité�の意味をめぐって　

「与えられた集合 (ensemble donné2))という言いまわしはよく使われ
ます。ところで，これは意味をもつでしょうか。私に言わせれば，い
つも意味をもつとはいえません。およそ無限について語るときには，
（可算無限の場合でもそうなので，この点で私はボレルより一段と根本的で
あろうとしているのですが），手にとることのできる貨幣を入れた財布
などとそれとを，意識してにせよ無意識でにせよ，同一視することは，
決してあってはなりません。私の意見では，われわれは le virtuelの
中にいるのです;言いかえれば，いくつかの規約 (conventions)を立て，
さらに或る対象が一つの新しい規約によって定義されたとき，その
対象の或る種の性質についての断定が，先の規約によってできるよ
うな状態にいるのです。この範囲を逸脱することは，私には正しい
ことと思えません。特に，集合が与えられたということについて言
えば，（例えば，自然数列という集合を与えられたものと呼ぶことには同意
するとしても），その集合のすべての部分〔部分集合〕までも与えられ
たものと考えることは，私にとっては正しくないことです。まして
一つの集合の各部分〔部分集合〕からの選択を考える (concevoir)とい
う事柄に意味を与えるなど，私には受け容れることはできません。」
以上，簡単ながら，これで virtualitéの由来にまつわる話は終りに

して，次にべールの批判のその後の成り行きについて，現在の立場か
ら少し触れておく。
端的にいうと，カントル→ボレル，ベール，ルベーグ→ルージンと

続いた半世紀の間に，無限ということに対する数学者の見方は集合
論肯定の方に大きく傾き，それ以前の状態とはまるで事が逆になって
しまった。もちろんそうなるためには，集合論ないしその考え方が

おさ
収

めた成果が厳然と物をいっているわけだが，それにしてもその傾向が
ベール達の批判の或る重要な側面を，影の薄いものにしたことは争え
ない。そしてこれと共に，連続を点の集合と見ることにまつわる古来
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の　・も・や・も・や　とした問題が圧殺されたことも，忘れるべきでない。状勢
はすでに，ボレル，ベールの後継者をもって自他ともに許していたルー
ジンでさえ，下記のように，集合論による新しい見方の上で事を論ず
るのを不思議と思わぬようなところまできていたのである。
事がこのように推移する間，ボレル達の側でも，それぞれの「妥当な

線」の中でおのおのの数学的世界の実現を企てていた。しかし二，三
の事柄を除いて，特に理論的な方面ではそれは余りうまくいかなかっ
た。ボレルの場合で言えば，うまくいったのは，ボレル集合，測度論，
あるいは可付番的確率ぐらいであろう。そして，それらは結局のとこ
ろ，新しい集合論的考え方を古典数学の範囲内で有効に用いるという
思想圏に属する。
もちろんこれは決して意義の低い仕事ではなく，それがそれなりに

存在理由を持つのは言うまでもない。むしろ私は，その業績の歴史的
意義を評価する際に，現代の立場からの検討と共に，そのおかれた本
来の歴史的立場からの検討もなされねばならないと言いたいのである。
実をいうと，その思想の底にボレル的経験主義をも含むと見られるブ
ルバキの場合ですら，ボレル達に関するその評価には私は満足できな
いのだが，それもつまるところは，この第二の面の検討がなおざりに
されていると思われる点にある3)。
ここでルージンの解析集合なるものについて一言する方がよいであ

ろう。これは，ボレルの定義したボレル集合というものの拡張になっ
ていて，カントルの意味での集合より，ずっと条件の強いものである。
たと
例えばユークリッド空間における解析集合については，その濃度が可
付番か連続体濃度かに限ること，つねにルベーグの意味で可測である
こと，ベールの性質と呼ばれる点集合論的性質がつねになりたつこと
などが認められている。ところが

いったん
一旦ボレル集合から解析集合への拡

張を認めると，その
いきおい
勢の

おもむ
赴くところ，解析集合が更に拡張されるのを止
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める論理的根拠がなくなってしまう。実際，理論上，解析集合は射影
集合なるものにまで拡張されるが，困った事に射影集合一般について
は，濃度，その他の性質が全く五里霧中になってしまうのである。ルー
ジンは「それらは永久にわからぬだろう」とまでいっており，そのむ
ずかしさは一通りや二通りのものではない。そしてこれこそ，この話
の始めの部分で，ルージンが射影集合であることやルベーグ可測であ
ることを，�virtualité�（ただの可能的存在）と呼んだ理由として推測さ
れるものである。
集合論を根底においた現代の立場で考える限り，ベールの主張は論

外といえるかもしれない。しかし上のように考えてみると，これもま
た，連続なるものをどう見るかというギリシャ以来の問題の線上にあ
る一個のまっとうな批判であって，ユークリッドの無理量論，同じく比
例論，17世紀以来の微分積分学ないし解析学など，すべてはこれに深
いつながりをもつものなのである。ボレル的あるいはベール的数学が，
その一般的傾向からみて，ブルバキを代表とする現代数学―――ここで
はブルバキ的数学の底にある経験主義的存在論の哲学は

しゃしょう
捨象しておく

―――の流れの外にあるとしても，それだけでその最終的評価を云々す
ることは，私にはできない。現代数学のもつ集合論的性質したがって
原子論的な性格―――問題の対象を要素にまで分解し，問題を，要素の
性質とその集合の性質に還元しようとする考え方―――が，いかに有効
適切なものであれ，またいかに現代数学の世界を拡大したものであれ，
それが直ちに，「連続」の問題を「数学的」に解決すべき最終の方向の
ものだとは，私には

けいけい
軽々に信じがたいのである。

連続の問題は，私には，もともとわれわれの意識の持続性，連続性
などに（基づくとは言わぬまでも），深いつながりをもつものと思われる。
それだけに，もしこの点に関して，数学の将来に新たな革命の可能性
はあるまいと決めつけるとすれば，それはむしろ人問の可能性に対す
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る不遜であるという気がする。
もちろん私といえども，例えば意識の連続性に関するベルグソン流

の哲学が，特に唯物論の哲学者ないしは哲学的数学者の間で評判の悪
いことは知っている4)。また私自身にしても，数学とは

しょせん
所詮，現実を

合理化した一つ，　・な・い・し　いくつかのモデルであり，合理化なることは，
意識の流れなどというようなもやもやを一刀両断するところに成立す
るのが本来かもしれないと，普段は考えている。（こういう迷いがない
ならば，何を好んでこのような低徊趣味をもてあそぶであろう）。ともかく，
それならば，今日の集合‐原子論的な行き方を支持する他ないのであ
る。ただ私の言いたいのは，べルグソンの哲学などと相並んで，ベー
ルやボレルの数学的想念の底にも，将来の数学が検討しうべき何らか
の契機が依然として潜んでいるのではないか，という疑問である。
もっとも，私はこのようなことを予言者として述ベているのではな

い。むしろこの疑問の底には，取りとめのない想念に貴重な時を費や
した自分の青春への，悔いといとおしみが潜んでいる。しかしその反
面，ここでいう「何らかの契機」を数学的に求めることを積極的に棄
却した処こそ，私の数学史研究―――あえて散策といわず研究とはいう
―――の本当の出発点だったのである。

注
(1)　詳しくは拙論 On the meaning of �virtualité� in the history of the set

theory. Japanese Studies in the Histry of Sciences, No. 5, 1966.を参照さ
れたい。

(2)　 donné というのは動詞 donner（与える）の過去分詞形で，「既知の」，
「定められた」などのニュアンスを持つ。また名詞 (le donné)として「精
神に直接与えられたもの―――所与―――」という意味にも使われる。女性
形 (la donnée)もほぼ同義だが，意味はやや広く，問題や研究などで与え
られた条件を示すのにも使われる，ベルグソンの書物『意識の直接与件
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(Les données immédiates de la conscience)』の場合は後者である。
(3)　これは『ブルバキ　数学史』の邦訳にそえた「訳者覚えがき」第 3節
で，私が簡単にふれたことの敷衍である。

(4)　ただしベールやボレルにベルグソンの影響があるかないかは軽々には
言えない。他方，L・E. J・ブロウエルの直観主義には，その影響がある
と私は見ている。
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邦訳『ブルバキ　数学史』所収，東京図書，1970）
・D. T. Whiteside :《Patterns of mathematical Thought in the

later Seventeenth Century（17世紀後半における数学的思考の類型）
》，Archives for Histry of Exact Sciences, vol. 1, 1961.

第 10章　発見と証明の間の溝
・高木貞治：『近世数学史談』（共立出版，1933；1970復版）
・『ブルバキ　数学史』，「微分積分学」の章
・D. T. Whiteside : �Patterns of mathematical Thought in the

later Seventeenth Century�, Arch. for Hist. of Exact Sciences,

Vol. 1.

・Heath : The Works of Archimedes, edited in modern notations

with introductory chapters　（アルキメデス著作集―――現代的記号
法による―――解説付），（初版，1897，『方法』を含めた第 2版 1912），
（Dover版あり）
・P. Ver Eecke : Les ×uvres complètes d'Archimède, Tome. 2,

1960，第 2版
・黒田孝郎・近藤洋逸：『数学史』（中教出版，1953）
ヒース：『ギリシア数学史 II』（平田寛訳，共立出版，1960，復刻版:1998）
・ルイブニコフ：『数学史 I』（井関清志，山内一次訳，東京図書，1963）

第 11章　無限論あれこれ
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・下村寅太郎『無限論の形成と構造』（弘文堂，1944，新版：みすず書
房，1979.）：
・L. Couturat : De l'in�ni mathematique，（クーチュラ：数学的無
限，1896，1972再刊，Blonchard）
・O. Becker : Mathematische Existenz�Untersuchungen zur Logik

und Ontologie mathematischer Phänomene（数学的存在―――数学
的現象の論理ならびに存在論の研究），1972.）
・Kokiti Hara（原　亨吉）：Pascal et l'induction mathématique

（「パスカルと数学的帰納法」），Revue d'histoire des Sciences et leurs
Applications, 1962.

第 12章　続・無限論あれこれ

・ペアノ:『数の概念について』〈現代数学の系譜 2〉，（小野勝次，梅
沢敏郎訳・解説，共立出版，1969年 8月）
・カントル：「一般的集合理論の基礎」 (Cantor : Grundlagen einer

allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre.)

・中村幸四郎：「歴史的に見た自然数全体ということについて―――
パスカルの場合―――」（『基礎科学』第 27号，1951.）
・D. T. Whiteside : Patterns of mathematical Thought in the later

Seventeenth Century.（「17世紀後期における数学的思考の類型」）

第 13章　「18世紀数学」のこと

・R. C. Archibald : �Outline of the History of Mathematics（アー
チボルト「数学史大綱」）�, American Mathematical Monthly, vol. 56,

No.1, 1949.

・小倉金之助：階級社会の数学―――フランス数学史に関する一考察
―――，（『思想』1930年 3月・5月・6月号。『数学史研究　第一輯』所
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載，岩波書店，1935，『小倉金之助著作集』第 1巻「数学の社会性」所
収，勁草書房，1974）
・小堀憲編：十八世紀の自然科学，（恒星社厚生閣，1957）
・Centre international de Synthèse : L' �Encyclopédie� et le progrès
des sciences et des techniques（国際綜合科学センターとでもいうか）
編，『（ディドロ，ダランベールの）『百科全書』と科学および技術の進
歩』）Presses Universitaires de France, 1952.
・彌永昌吉：オイラーの『代数学』（『純粋数学の世界』所載，弘文堂，
1942）
・彌永昌吉：『純粋数学の基礎概念』（上），第 5章「解析の技術化」
―――オイラー―――，（弘文堂，1944）
・一松信：オイラー解析学―――（赤攝也・前原昭二・村田全編『数学の
すすめ』所載，筑摩書房，1969）
・　 S. Bochner : The Role of Mathematics in the Rise of Science,

Princeton, 1966.（拙訳『科学史における数学』みすゞ書房，1970.）
・　近藤洋逸：『新幾何学思想史』（三一書房，1966，旧版：幾何学思
想史，伊藤書店，1947.）

第 14章　「19世紀数学史」のこと

・F. Klein : Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im

19 Jahrhundert，（クライン『19世紀数学発展史講義』），((Teil 1, 1926,

Teil 2, 1927)

・高木貞治：『近世数学史談』（『輓近高等数学講座』第 2巻所収，共立
社，1933；岩波文庫，岩波書店，1995）
・小倉金之助：「三上義夫博士とその業績」（『科学史研究』第 18号,昭
和 26年 4月，『小倉金之助著作集』第 3巻「中国・日本の数学」，1973）
・竹山道雄：『古都遍歴―――奈良―――』（新潮社，1954）
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第 15章　集合論史の周辺（Ⅰ）
・岩沢健吉：『代数函数論』（岩波書店，1952）
・『ブルバキ　数学史』（1969），（日本版は清水達雄氏と私の共訳で，
1970，東京図書）
・岩波講座『世界歴史』（岩波書店，1969�1974）
・シュペングラー『西欧の没落』（第 1巻 1918，第 2巻 1922，『西欧の
没落（定本版）』第 1巻，第 2巻，五月書房，2001）
・高木貞治：『解析概論』（岩波書店，初版：1913，改定版：1961）
・G. Cantor :《Beiträge zur Begründung der trans�niten Mengen-

lehre, I, (1895), II, (1897)（「超限集合論の基礎づけ）》
・G. Cantor : Contributions to the Founding of the Theory of

Trans�nite Numbers, 1915.（Dover版）【上記の英訳】
・P. E. B. Jourdain：The development of the theoly of trans�nite

numbers（超限数の理論の展開）》，1905，1909，1914.

・J. Cavaillès : Remarques sur la formation de la théorie abstraite

des ensembles（カヴァイエス，一般集合論史摘要），Hermann書店，
1938.

・L. Brunschvicg : Les etapes de la philosophie mathématique（数
理哲学の諸段階），（1912.）
・J. Cavaillès : Philosophie mathématique（数理哲学），Hermann，
1962.

第 16章　集合論史の周辺（II）
・ブルバキ：『数学原論　集合論』第 3分冊，「歴史覚えがき」（『ブ
ルバキ　数学史』（清水達雄・村田全訳，東京図書）では，「数学の基
礎・論理・集合論」として収録）
・森毅：『現代数学とブルバキ』（東京図書，1967.）
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・J. Itard : Les Livres arithmétiques d'Euclide（ユークリッドの数
論に関する巻）（エルマン書店，1961.）
・E. Borel : Leçons sur la théorie des fonctions (Principe de la

thèorie des ensembles en vue des applications à la théorie des

fonctions)（関数論講義―――関数論への応用から見た集合論の原理―――）
（1898.）
・村田全：『数学におけるフランス経験主義』（「科学基礎論研究」第
3号，1955）
・村田全：『集合論の初期における二つの連続観』（「科学基礎論研究」
第 29号，1966）
・村田全：『反原子論的連続観の後退をめぐって』（同誌，第 30 号，
1967）
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位相数学, 142

イタール (J. Itard), 246

1次方程式, 16

「一と多」, 169, 190, 191

一般座標, 209

一般相対性理論, 219

一般力学, 209

イデアル, 250

伊東俊太郎 (1930�), 70, 72, 125,
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1931), 223
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164, 182, 195, 196

運動学, 169
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80, 90, 93, 96, 170

エレア哲学, 90, 93, 115, 118

エレア派, 72, 73, 76, 83, 84, 90,
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演繹, 151

演繹的過程, 151

演繹的証明, 152

演繹的性格, 151

円錐曲線, 157

オイラー (L. Euler, 1707�1783),

204, 206

応用数学, 218

小倉金之助 (1885�1962), 202, 220

音響学, 118
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解析学, 142, 147, 154, 165, 169,

182, 196, 199, 204, 234,

238, 252, 262
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解析数学, 153, 165

解析法, 196
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科学革命, 231
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科学史家, 9, 33, 111, 141, 149

科学史学, 137, 141, 149

科学史雑誌, 66
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確率論, 205, 209, 219
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カヴァイエス (J. Cavaillès, 1903�

1944), 240�242, 244, 245
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1647), 164, 182, 191�193,

195, 196
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可付番集合, 253

可付番順序数, 254

可付番的確率, 261

可付番濃度, 261

仮無限, 169, 189

ガリレイ (G. Galilei, 1564�1642),

140, 147, 164, 169, 191,

213

カルダノ (G. Cardano, 1501�1576),

133

カルタン (H. Cartan, 1904�2008),

242, 246

ガロア (E. Galois, 1811�1832),

251

関数論, 185, 236, 244, 252, 258

間接証明法, 68, 72, 73, 78�82,

93, 96

完全帰納法, 176�178

カント (I. Kant, 1724�1804), 205,

237

カントル (G. Cantor, 1845�1918),

23, 168, 173, 185, 190,

191, 197, 215, 216, 238�

241, 244, 245, 251�254,

258�261

カントル (M. Cantor, 1829�1920),

220, 223

カントル的集合論, 254

幾何, 130, 132, 133, 138

幾何学, 12, 17, 29, 32, 42, 54, 55,

64, 73, 76, 78, 86, 90,

91, 94, 100, 133, 144,

145, 147, 153, 155, 161,
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幾何学的解法, 17, 130
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幾何学的直感, 234
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記号的発見法, 161
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1717�1783), 199, 204

タレス (Thales, 前 624頃～548

頃), 60

単子論, 206
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ヒッパソス (Hippasus,前500頃),

36, 41�43, 45, 46, 49,

55, 56, 58, 113

ヒッパルコス (Hipparchus,前180�

前 125頃), 111
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レコード (R. Records, 1510�1558),

130



292 　索　　引　

連続体, 253, 254, 258, 259

連続体仮説, 255

連続体濃度, 261

連分数, 139

連立方程式, 17

ロゴス, 45, 46, 49�51, 53, 62,

98�100

ロバチェフスキー (Н. И. Лобаче́вский,

1793�1856), 209
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