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本文 := 第１部「展望」; 第２部「歴史」; 第３部「ビッグ・スリー」; 第４部「現在の状

況」 
 
日本語版への序文 
本書の出版以降、数学の哲学について英語圏で話題になったことがらを簡単に紹介し、本

書でとりあげた題材との関連を述べている。 
 
英語圏での話題探索のために調査した出版物 

『フィロソフィア・マテマティカ』  「数学の哲学」分野の専門雑誌 
オックスフォード大学出版局からこの間に刊行された当該分野の本１５冊 

 
本書出版以降、英語圏で話題になったことがら 
－ 上記出版物中の論文や書物のテーマ 
数学の言語、抽象化、還元主義、構造主義、チャーチの提唱、(数学の)説明、 
連続体仮説とその他の決定不能命題、経験主義、虚構主義／唯名論、 
非存在対象についてのマイノンク風説明、圏論、完全な一般性(absolute generality)、
自然主義、集合論、複数量化、直観主義、数学の応用、プラトニズム、不可識別性、

ゲーデル文、存在論／存在論的コミットメント、認識論、数学の実践、数学の現象学、

視覚化の技法とダイアグラム、社会構成主義など。 
 
－ その他『フィロソフィア・マテマティカ』はつぎのような人物についての学術的か

つ哲学的論文を出版してきた。 
ヘルマン・ワイル、トーアルフ・スコーレム、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン、

クルト・ゲーデル、L.E.J.ブラウワー、ゴットロープ・フレーゲ、 



ルドルフ・カルナップ、ゲオルク・カントール 
注目すべき題材の選定 
－ ５編以上の研究論文で取り上げられている題材 
・抽象化主義ないしはネオ論理主義プログラム 

クリスピン・ライトとボブ・ヘイルに始まる。 
・さまざまな形の構造主義、とくに識別不可能な位置をもつ構造にかかわる諸問題 
・圏論、集合論といったもののうち、どれが数学のもっとも解明的な基礎を提供する

か、特に構造主義的な話題が議論の中心になっている場合はどうなのか。 
・虚構主義とその他の形の唯名論が提供するもの。このテーマによって多くの哲学者

が、「存在」の役割と機能について、深く思索するようになった。 
 
－ 以上の他にも 
・数学の実践、 
・説明、 
・現象学 

について、注目に値する論文や論文集がある。 
－ 歴史的な領域では、ウィットゲンシュタイン、ゲーデル、ワイルそれぞれについて、

いくつかの論文があった。 
－「完全な一般性」をめぐる論争について、アンソロジーが出版された(オックスフォー

ド大学出版局)。その論争とは、完全にすべての対象の上を走る量化子は斉合的であるかど

うか、という問題。 
 
本書の話題との関連 
 － 構造主義と唯名論にはそれぞれ 1 章まるごと割かれており、執筆当時、それらのプ

ログラムがどういう状況にあるかを述べている。 
 － スコットランドのネオ論理主義を扱った節が、論理主義の章にある。あとにつづく

研究のための良い導入になると思う。 
 － ゲーデルは、実在論の章で幾度の登場する。 
 － 圏論にかかわる争点は、残念なことに、構造主義の章が一定の背景を与えているも

のの、ついでに言及した程度。 
 － 現象学、ウィットゲンシュタイン、ワイルについてはほとんど言及しなかった。 
本書に寄せられた書評：「本書はわれわれのきわめて魅力的分野への、すぐれた入門書にな

っているようです」 
  



はじめに ――― 数学の哲学 
その課題 
 － 形而上学の問題 
  ・数学は何についてのものなのか。 
  ・それは主題となる対象をもつだろうか。 
  ・この主題となる対象は何か。 
  ・数、集合、点、線、関数、等々は何か。 
 － 意味論的問題 
  ・数学的言明は何を意味するのか。 
  ・数学的真理の本性は何か。 
 － 認識論 
  ・数学はどのように知られるのか。 
  ・その方法論は何か。 
  ・観察が入り込んでくるのか、それともそれは純粋に心的な活動なのか。 
  ・数学者たちの間での論争はどのように裁かれるのか。 
  ・証明とは何か。 
  ・証明は、絶対的に確実で、合理的な疑いを免れたものなのか。 
  ・数学の論理は何か。 
  ・われわれの知りえない数学的真理は存在するのか。 
  ・数学は型にはまった学問だという評判を得ている。数学のなかでは、物事は所定の

基盤に基づいてきっぱりと決着がつけられているように見える。これは実際にそうなのだ

ろうか。昔からの信念が投げ捨てられるような革命が数学でも起こってきたのではなかっ

たろうか。 
  ・自然科学と社会科学で使われる ―― そして要請される ―― 数学の深さを考

えてもらいたい。基本的には心的活動であるように見える数学が、物理的な世界や人間の

世界を、そして社会を解明できるのはいかにしてなのか。 
数学にかんする多くのことがらを理解しないかぎり、 (科学的な用語で) 世界の理解を十分

に深めることができないのはなぜなのか。 
この事実は数学について何を語っているのか。そして物理的な世界や人間の世界、そして

社会について何を語っているのか。 
 
数学の哲学の属するジャンル 
－ このジャンルには他に、 

  ・物理学の哲学 ・生物学の哲学 ・心理学の哲学 ・言語哲学 ・論理学の哲学 
さらには ・哲学の哲学 
までもが含まれている。 



 － このジャンルに属する各哲学のテーマは、ひとつの学問分野にかかわる哲学的諸問

題、すなわちその分野の 
  ・形而上学、認識論、意味論、論理、そして方法論についてのいろいろな課題を扱う

ことである。 
 － 典型的には、Ｘの哲学は、 
  ・Ｘに関心があり、 
  ・知的活動全体におけるＸの位置づけを明らかにしたいと思っている 
人々によって研究が進められる。 
 － 理想を言えば、Ｘを実践している人は、Ｘの哲学を採用することによって何か得る

ところがなければならない。 
例えば、(？) 

・その人が従事する分野の意義を考えたり、 
・その分野での研究の方向を定めたり、 
・あるいは世界を理解するときにその分野が果たす役割についての展望が得られたり

しなければならない。 
 － 数学の哲学者は、 

・数学そのものについて、 
・人間の数学者について、 
・そして数学が応用される世界について、 

何かしら語れるようでなければならないが、それは難しい注文だ。 
 
本書の構成 
本文 := 第１部「展望」; 第２部「歴史」; 第３部「ビッグ・スリー」; 第４部「現在の状

況」 
 － 「展望」では数学の哲学の全体を見渡す。 
  ・第１章は、数学が哲学史においてどういう位置を占めてきたか。数学と数学の哲学

はどう関係するのか、について述べる。 
  ・第２章は、数学の哲学における様々な問題と、それらの争点をめぐる主要な立場、

ないしはそれらの立場の分類上の区別について大まかな見通しを提供している。 
 － 「歴史」では、数学にかかわってきた何人かの歴史上の哲学者がどういう見解をも

っていたかを素描し、彼らの広い哲学的議論のなかで数学がもつ重要性を指摘している。 
  ・第 3 章は、古代世界におけるプラトンとアリストテレスを扱い、 
  ・第 4 章は、いわゆる「近代」へ移行し、主としてイマヌエル・カントとジョン・ス

チュアート・ミルを考察する。 
  ・第 2 部の背後には、容赦ない合理主義者 (プラトン) ―― 人間精神は外からの助け

を借りずに世界について実質的な知識をもちうると主張する哲学者 ―― と、容赦ない経



験主義者 (ミル) ――すべて、ほとんどすべての知識を観察に基礎づける哲学者――とを描

き出そうというねらいがある。カントは合理主義と経験主義とを、それぞれの強みを取り

入れ、弱いとことを回避しながら、大胆に総合しようと企てた。 
これらの哲学者たちは、数学にかんする現代的な思考の多くにとって先駆者である。 
 
 － 第 3 部「ビッグ・スリー」は、20 世紀初期の論争を支配し、現代の文献においても

なお多くの戦線を作り上げている主要な哲学的立場について述べる。 
  ・第 5 章は、数学は論理学である、あるいは論理学に還元されうるという「論理主義」

の見解について、 
  ・第６章は、数学の大部分は、規則に従いながら言語的文字を巧みに操作することな

のだという「形式主義」の見解について、 
  ・第 7 章は、数学は心的構成からなるという「直観主義」の見解についてである。 
 
 － 第 4 部は「現在の状況」 
  ・第８章は、数学の言語を文字通り、額面通りに受け取り、数学者の主張の大部分は

真だと主張する見解についてである。これらの哲学者たちは、数、関数、点、等々が数学

者とは独立に存在すると主張する。 
  ・第９章は、厳密に数学的対象と言えるようなものの存在を否定する哲学者について

である。ここでカバーされる数学者たちは、数学的対象の存在を前提しなくても真になる

よう、数学的主張を再解釈するか、あるいは、真理を主張し虚偽を否定すること以外に数

学がもつ重要な役割を明らかにしようとする。 
  ・第 10 章は、数学が個別的な対象よりもパターンにかんするものだという「構造主義」

についての章である。構造主義はわたくし自身が採用している立場であり(Shapiro 1997)、 
最後に一番いいものをとっておいたと言われるかもしれない。この一時的な厚かましさを

例外とすれば、わたくしは、本書では一貫して無党派であるよう努めている。 
 
本書の基本プラン 
 － 最初から一貫したプランは 

・哲学に興味はあるが数学に背景をほとんど持たない人と並んで、 
   ・数学に興味はあるけれども哲学の背景をもたない人々にも 
何か得るところがあるような本を書こう、ということであった。 
 － 本書の大部分は、高校の数学と大学で最初に習うレベルの数学を身に付けていれば

十分。 
   哲学についても、初歩になじんでいればそれで足りる。 
 － 記号を過度の使うことは極力避けたし、いざ使う場合には説明を心がけた。中には、

大学レベルの数学を十分に知らない人、また哲学の用語になじみのない人にとって、前提



となる事項が多すぎる箇所があるかも知れないが、そういう箇所はごくわずかで、本書の

流れを乱すほどでないことを願うばかりである。 
 － 専門的な哲学をよく知らない読者には、『オクスフォード哲学辞典』（The Oxford 
Dictionary of Philosophy, Blackburn 1994）が便利。 
 
謝辞。省略。 
  



本文の目次 
第1部 展望 
第１章 数学の何が(哲学者にとって)そんなに興味深いのか 
１．引きつけ合う力――正反対のものどうしの？ 
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３．自然主義と数学 

第２章 問いと答えの雑多な寄せ集め 
１．必然性とア・プリオリな知識 
２．グローバルな課題：対象と客観性 

2.1 対象 
2.2 真理 

３．数学的なものと物理的なもの 
４．ローカルな事柄：定理、理論そして概念 

第2部 歴史 
第３章 プラトンの合理主義、そしてアリストテレス 
１．存在の世界 
２．数学にとってのプラトン 
３．プラトンにとっての数学 
４．アリストテレス、好敵手 
５．文献案内 

第４章 ほぼ正反対の二人：カントとミル 
１．新たな方向づけ 
２．カント 
３．ミル 
４．文献案内 

第3部 ビッグ・スリー 
第５章 論理主義：数学は (単なる )論理学なのか 
１．フレーゲ 
２．ラッセル 
３．カルナップと論理実証主義 
４．いくつかの現代的な見解 
５．文献案内 

第６章 形式主義：数学的言明は何かを意味するのだろうか 
１．基本的な見解：フレーゲの猛攻 

1.1 ターム（名辞） 
1.2 ゲーム 



２．演繹主義：ヒルベルトの『幾何学基礎論』 
３．有限主義：ヒルベルト・プログラム 
４．不完全性 
５．カリー 
６．文献案内 

第７章 直観主義：われわれの論理はどこか誤っているのだろうか 
１．古典論理を改定する 
２．先生、ブラウワー 
３．生徒、ハイティング 
４．ダメット 
５．文献案内 

第4部 現在の状況 
第８章 数は存在する 

１．ゲーデル 
２．信念のウェブ 
３．集合論的実在論 
４．文献案内 

第９章 いや、それらは存在しない 
１．虚構主義 
２．様相概念に基づく構成 
３．こうしたことをどのように考えるべきなのか 
４．補遺：青年トルコ人 
５．文献案内 

第１０章 構造主義 
１．基底にある考え方 
２．個物に先行する構造、そして対象 
３．構造なしの構造主義 
４．構造の知識 

4.1 パターン認知と他の抽象化 
4.2 陰伏的定義 

５．文献案内 


