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著者の問いかけ 

哲学が数学のしかるべきあり方を決定したり示唆したりすると、どの程度期待できるであ

ろうか。 

 － 逆に言えば、数学の自立した実践が正しい数学の哲学を決定すると、どの程度まで

期待できるであろうか。 

 － これは、哲学の子孫たち ― さまざまな専門分野 ― の中で哲学がどこに位置 

づけられるか、というもっと一般的な課題の一例である。 

 － これらの問いに対する答えは、数学の哲学にとっての主要な争点と問題への動機づ

けと背景を提供してくれる。 

 

長い間、哲学者たちと一部の数学者たちは、形而上学や存在論のような哲学的な問題が数

学のしかるべきあり方を決定するのだと信じていた。 

三つの事例 

 － プラトンのイデア説 

 － 直観主義数学の主張 

 － 非述語的定義に対する批判と擁護 

 

プラトンのイデア説 

 － 数学の主題は永遠で、変化しないイデア界だと、プラトンは主張した。 

 － 数や幾何学的対象のような数学的対象は、創られることもなければ、破壊されるこ

ともない。それらは変化しえないのである。 

 － 幾何学批判 

『国家』の第 7 巻で、数学者たちは自分たちが何について語っているかを知らず、



この理由で彼らは正しくないやり方で数学をやっているのだと次のような不平をの

べている。 

 

    この [幾何学という] 学問のあり方は、それにたずさわっている人々がこの領域に

おいて口にしている用語とは、正反対のものであるということだ。 

    ・・・彼らの使っている言葉は、大へん滑稽で・・・ 

    というのは、彼らはまるで自分たちが実際に行為しているかのように、 

そして自分たちの語る言葉は行為のためにあるかのように、 

「四角形にする」だとか「[与えられた線上に図形を]添えておく」だとか「加える」

だとか、すべてこのような言い方をするからだ。 

    実際には、この学問のすべては、もっぱら知ることを目的として研究している 

はずなのにね・・・ 

それが知ろうとするのは、つねにあるものであって、時によって生じたり 

滅びたりする特定のものではないということだ。 

 

 － ユークリドの『原論』を含めて古代幾何学の、実質的にすべての原典は、構成的で

動的な言語を広範囲に使用している。 

   線は引かれ、図形は動かされ、関数は適用される。 

   この点では、実際のやり方は今日まであまり変わっていない。 

   もしプラトンの哲学が正しいなら、動的な言語は意味をもたない。 

   永遠不変の対象は構成（作図）や運動にはしたがわないからである。 

   つねに存在している線や円を描くことはできない。 

   永遠不変の線分を取り上げ、それを切って、それからその半分の一方を 

別の図形の頂点へと動かすことはできない。 

 

 － ここでの論争は言葉づかいにかかわる論争にすぎないのではないか。 

   ユークリッドは、任意の二点間には一本の直線を引くことができる、と書いた。 

   プラトン主義者に従えば、そのようなことを行なうことはできないが、 

   それでも彼らは、この原理を再解釈することはできる。 

   ヒルベルトの『幾何学基礎論』（1899）は、任意の二点間には一本の直線がある、 

   というプラトン主義的に正しい公理を含んでいる。 

   プラトン自身、幾何学をより「滑稽」でない用語で解釈することに 

   ほとんど困難を覚えていない。 

   だから、彼の不満は、言語にかかわるものであって、幾何学にかかわるものでは 

なかったのではないか。 

 



 － しかし状況は、それほど単純ではない。 

   積年の問題 ―― 角を三等分したり、円を等積な正方形にしたり、 

立方体を倍の体積の立方体にしたり ―― 

   は存在の問題ではない。 

   古代と近代の幾何学者たちは、例えば 20°という角が存在することを 

疑ってきたのか、それともそのような角が描かれうるかどうか、 

そしてもし描かれうるとすればどのような道具をつかてか、 

が問題だったのか。 

 

直観主義者の主張 

２０世紀には、直観主義をめぐる論争が、実際に行われている数学に対する哲学的挑戦の

明確で端的なもう一つの実例を提供してくれる。 

 － 伝統的な直観主義者たちは、 

プラトンの正反対であって、数学的対象は心的な構成であり、 

    数学的言明は何らかの形で心的構成に言及しなければならない 

と主張してきた。 

 － 例えば L.E.J.ブラウアー（Brouwer 1948）はこう書いている。 

   「内省的な構成のみを介して定理を演繹するという観点から厳密に扱われる数学は 

   直観主義数学と呼ばれる。 

   ・・・それは古典数学とは異質なものである。 

   ・・・なぜなら古典数学は知られていない真理の存在を信じているからだ」。 

 － アーレント・ハイティング（Heyting 1956）は 

   「ブラウワーのプログラムは、そのような心的な数学的構成の探求そのものである。 

   ・・・心的な数学的構成の研究において、「存在する」は「構成される」と同義で 

   なくてはならない。 

   ・・・実際、数学は、直観主義の観点からすれば、人間の心がもつ一定の機能に 

関する研究である」。 

 － 直観主義者たちは、哲学が数学の真のやり方に関していくつかの帰結をもたらす 

   と強硬に主張する。 

   注目すべきは、排中律の原理を認めない、こと。 

   排中律とは「任意の命題Φについて、Φは真であるかそうでないかのいずれか 

である」というテーゼ。記号ではΦ∨￢Φ。 

直観主義者が論ずるところでは、 

排中律とそれにもとづく関連する原理は、 

数学的対象の超越論的存在と数学的言明の超越論的真理の双方、あるいは 

どちらか一方を信仰していることの兆候にほかならない。 



 － 批判の例 

  ・直観主義者にとって、 

すべての自然数が一定の性質 P をもつわけではない（￢∀xPx） 

   と述べている命題の内容は 

    P は各々の数について成り立つことを示すような構成を見つけ出せる 

    という主張は反駁可能だ、 

   ということである。 

  ・性質 P をもたない数が存在する（∃x￢Px）という命題の内容は 

    ある数 x を構成し、その x について P が成り立たないことを示すことができる、 

   ということである。 

  ・後者の命題 ∃x￢Px が前者の命題 ￢∀xPx を含意することに 

直観主義者は同意するが、その逆に同意することはためらう。 

・ある性質が成り立たない数を構成することなく、 

その性質が普遍的には成り立ちえないことを示すことは可能だからである。 

・ハイティングはこう注記している。 

実在論者、すなわち数は数学者とは独立に存在すると主張するような者ならば、 

排中律とそれに関連する推論を受け入れるであろう、と。 

  ・実在論者の観点からすれば、 

￢∀xPx の内容は、P が普遍的に成り立つことが偽だ、 

ということにすぎず、 

∃x￢Px は、P が成り立たない数が存在する 

ということを意味する。 

・どちらの式も数そのものに言及している。 

・つまり、どちらも、数学者の知識を集める能力には関係していないのである。 

・したがって、これらの式は同値である。 

・すなわち、古典論理を形式化している標準的な論理学の体系では、 

どちらも他方から導出できる。 

  ・古典論理の正しさは、多かれ少なかれ伝統的な哲学的考察にかかっている 

   ように思われる。 

   もし数が心から独立ならば、古典論理が適切であるように思われる。 

  ・直観主義者たちはこう主張する。 

   数は心的なものだから、古典論理は直観主義論理、 

あるいはときに構成主義論理と呼ばれるもの、 

に途を譲らなければならない。 

 

 



非述語的定義に対する批判 

哲学的な考察に左右されると考えられてきた、さらにもう一つの方法論的論争を検討して

みよう。 

 － ある数学的存在者の定義は、もしその定義が、定義される当の存在者を含む集まり

に言及しているならば、非述語的 impredicative だと言われる。 

 － 例：「最少上界」の通常の定義は非述語的である。 

      ・数学的存在者 ――＞ 「最少上界」 

      ・定義される当の存在者を含む集まり ――＞ 上界の集合 

 － アンリ・ポアンカレは、 

    数学的対象は数学者とは独立には存在しない 

   というアイディアにもとづいて、非述語的定義の正当性に対する系統的な攻撃を 

行なった。 

・伝統的な用語を使えば、ポアンカレは、実無限を拒否し、 

理にかなった唯一の代案は潜在的無限だと主張していたのである。 

  ・数学的活動に先だって決定されるような、 

例えば、あらゆる実数からなる固定的な集合は存在しない。 

  ・この見方からすれば、非述語的定義は悪しき循環である。 

・ある対象を構成するのに、 

その対象をあらかじめ含んでいるような集まりを使うことはできない。 

非述語的定義の擁護 

 － ゲーデル（Goedel 1944）は、数学的対象の存在に関する哲学的見解にもとづいて、 

   非述語的定義をはっきりと擁護した。 

    「・・・悪循環（という非難）は、・・・存在者がそれ自体で構成される場合に 

のみあてはまる。この場合には、定義される当の対象が帰属する総体には言及

しない・・・定義が明確に存在しなくてはならない。 

     なぜなら、ものの構成は、構成されるべきものが帰属する、ものの総体に 

     もとづくことができないのは確かだからである。 

     しかしながら、もしそれが、われわれの構成とは独立に存在する対象に 

ついての問いであるならば、当の総体に言及することによって初めて記述 

されうる（すなわち、一意に特徴づけられる）メンバーを含む総体という 

     ものの存在にはいささかの不合理もない。 

     ・・・クラスと概念は、われわれから、そしてわれわれの定義と構成から 

     独立に存在する本物の対象だと考えてよい。 

     そのような対象[の存在]を仮定することには、物体[の存在]の仮定とまったく 

同様に理にかなったことであり、それらの存在を信ずるに足る 

同様の理由がある。」 



 － この実在論に従えば、定義は、ある対象を構成する、あるいは別の言い方をすれば 

   ある対象を創造するためのレシピを表しているわけではない。 

   むしろ、それはすでに存在するものを特徴づけたり、指し示すための方法なので 

   ある。 

  ・だから、非述語的定義は悪しき循環ではない。 

  ・「最少上界」は、村で最も愚かな人物を指示するのに「村一番の大馬鹿者」を 

使ったり、町で最悪のアル中を指示するのに「町一番の酔っ払い」を使うような 

   他の、「非述語的」定義以上に問題があるわけではない。 

 

 

これらの例によって示唆される方向は、何らかのきわめて形而上学的な意味で哲学が実践

に「先行する」ということだ。 

 － 根本的なレベルでは哲学が実践を決定するのである。 

 － この描像では、数学が何についてのものであるか 

 ―― 例えば、数学的な存在者は客観的なのか、 

それとも心に依存するようなものなのか ――  

   が最初に記述されたり、発見されることになる。 

 － このことが、数学がどのようになされるべきかを固定する。 

   数学的対象が独立に存在すると信じている人は、排中律と非述語的定義を 

   受け入れるであろう。 

 － この見方をここでは哲学第一原理 philosophy-first principle と呼ぶことにしよう。 

 － 最初にわれわれが何について語っているのかを解き明かし、 

   その上で初めて、 

その解き明かされたものについて数学自体で何を語るべきかを考えてゆく、 

   というのがそのアイデアである。 

 － かくして哲学は、数学を決定する、という崇高な仕事をもつ。 

 － 伝統的な言い方をすれば、 

哲学は数学のような特殊科学に対して第一原理を提供する、 

ということになる。 

 

上述のようないくつかの例があるにもかかわらず、哲学第一原理は数学の歴史にあてはま

らない。 

 － 直観主義と述語的数学は今なお研究されているけれも、古典論理と非述語的定義が 

   現代数学に定着している。 

 － 哲学者の間では引き続いて論争が行なわれているが、すうがくではこれらの論争は 

   実質的に終了している。 



－ さきのシナリオによれば、数学者の圧倒的多数がゲーデルのような実在論に 

  落ち着いていると考えられるかもしれない。 

 － しかしながら 

  ・数学者のコミュニティが哲学の帽子を被ったことはないし、 

  ・たとえば数のような数学的対象が数学者の心から独立に本当にそんざいすると 

   決定したこともないし、 

  ・そしてまさにこの理由から、旧来のいかがわしい方法論に携わっても大丈夫だと 

   決めたこともないのである。 

 － どちらかと言えば、話は逆である。 

  ・20 世紀の前半に見られたのは、数学の中心部分、解析、代数、トポロジー等々 

において、古典論理と非述語的定義（他の論争の的になった諸原理と並んで） 

が果たす役割についての徹底した研究であった。 

・排中律と非述語的定義は、その時点ですでに発展していたこれらの分野の 

 実際の研究にとって欠くべからざるものであることが知られていた。 

  ・簡単に言えば、問題の諸原理は、 

実在論が許容するがゆえに受け入れたのではなく、 

むしろ数学をスムーズに実行するのに必要であったがゆえに 

受け入れられたのである。 

  ・ある意味で、数学者たちはそれらを使わざるをえなかったのであり、 

   後から考えてみて、それらなしには数学がいかに貧しいものになったかが 

   わかったのである。 

  ・[それらの原理を認めなかったとすれば] 

   多くの微妙な区別がなされなかったであろうし、 

   定義は、その構成主義的ないし述語的な起源を参照して、 

絶えずチェックしなければならないであろう。 

  ・決定的なのは、[それらの原理を認めなければ]、  

多くの重要な結果をあきらめなければならなかっただろう、ということだ。 

  ・数学者は、それらの原理なしに得られる体系を魅力的だと感じなかった 

のである。 

 － デーデキントのクロネッカー批判 

  ・リヒャルト・デーデキントの自然数に関する著作（Dedekind 1888）の 

出だしのパラグラフは、構成主義的な見方をはっきりと拒絶している。 

そこには一つの注があって、次のように述べられている。 

「わたくしがこのことにはっきりと言及するのは、クロネッカーが 

つい先ごろ・・・数学に一定の制限を課そうと試みてきたからである。 

わたくしは、それらの制限が正当化できるとは思っていない。 



   しかし、この著名な数学者がこれらの制限の必然性ないし、単なる利便性 

   であってもよいが、その理由を公にするまでは、この問題にもっと詳細に 

   立ち入るよう求められることはないように思う」。 

  ・著名な数学者レオポルト・クロネッカーはもちろん理由を述べている。 

   だが、その理由は哲学的なものだった。 

   明らかにデーデキントが知りたいと望んでいたのは、 

なぜこの数学者が、数学者として自らの方法を制限するのか、 

   であった。 

   デーデキントは、哲学がそれ自体ではそうした理由を供給できないと 

   明らかに考えていたのである。 

  ・したがって、彼は哲学第一原理を拒否していたのだ。 

 － 哲学第一原理は、ゲーデルの発表した哲学諸論文においても主要なテーマではない。 

  ・ゲーデル 1944 の目的は、哲学にもとづいた数学的な原理に対しての攻撃に 

   応えるためであった。 

   彼の議論はこうだ。 

   そうした方法論的批判がよりどころにしている哲学を採用する必要はない。 

   他の哲学者たちは別の諸原理を支持しているからだ。 

  ・ゲーデルは、実践に先行するだいいち原理を根拠にして実在論を支持する議論を 

   しているわけではない。 

   彼の哲学論文（Goedel 1944,1945）は実在論の明快な説明を含んでいる。 

   それは、実在論が数学の実践にうまく一致するという議論であり、おそらくは 

   実在論がこの実践に対するよい導きをあたえている 、という議論である。 

・ゲーデルは、数学的対象の存在を支持する議論が、物理的対象の存在を支持する 

   議論とまったく並行的だとする見解を抱いていた点で、評判が悪い。 

   彼の論点は、わたくしの解釈するところでは、 

[対象の存在に関する]どちらの結論も、明確に定式化されうまくいっている 

   （数学と物理学の）理論にもとづいてわれわれがひきだしたものだ、 

ということである。 

  ・これは、哲学第一ではないし、あるいは必ずしも哲学第一なわけではない。 

 － 何人かの哲学者たちは、哲学第一原理は数学の歴史に一致しないという事実 

   （それが事実だとすればの話だが）を無視する傾向がある。 

  ・彼らは、実践と歴史が与える「データ」の正しさを認めつついも、 

   数学は哲学に支配されるべきだ、という規範的主張を維持する。 

   そして、彼らは、プラトン、プラウワー、ポアンカレ、クロネッカー等々とともに 

   数学者たちが哲学的な第一原理を無視したり、それに違反したりするときには、 

   数学者たちに対して批判的になる。 



  ・これらの哲学者の何人かは、現代数学のいくつかの部分は首尾一貫しておらず、 

   そのことは、自分たちの誤った慣例を幸福にやり続けている実践家には 

知られていないままなのだと主張する。 

  ・規範的な主張を追い求めるために、哲学者は数学にとっての目的を定式化し、 

   それから、数学者たちはこの目的を受け入れていないが、うけいれるべきであると 

   論ずるか、 

   さもなくば、数学者は暗黙にこの目的を受け入れているのだが、その目的を 

   目指すような仕方で活動していないと論ずるかもしれない。 

  ・われわれは議論を後退させていくか、あるいは「数学」と呼ばれるようになった 

ものをめぐる論争に陥るしかないようだ。 

－ 他の哲学者たち、おそらくは大部分の哲学者たちが、哲学第一原理を拒否するのは、

まさにそれが実践にあてはまらないからだ。 

  ・数学の哲学の目標は、数学の整合的な説明を与えることだと彼らは主張する。 

   そして、好むと好まざるとにかかわらず、数学は数学者が行なうものなのである。 

 

哲学第一原理に対する極端な反論、哲学は数学には無関係だ、という主張を簡単に取り 

あげよう。 

 － この見方では、数学はどんな哲学的考察からも独立にそれ自体の生命をもっている。 

 － 哲学的な見解は、数学に対して貢献すべき何ものももたないどころか、 

   無意味な屁理屈、部外者のだらだらとしたおしゃべりや余計なお世話にすぎない。 

  ・せいぜいのところ、数学の哲学は数学にとって価値のない侍女である。 

  ・もしそれがなすべき仕事をもつとすれば、その時点までに実行されてきたもの 

としての数学に首尾一貫した説明を与えることであろう。 

  ・哲学者は、数学の発展が自分の仕事と矛盾するようになれば、その仕事を直ちに 

   捨てる用意がなくてはならない。 

  ・これを哲学最終原理 philosophy-last-if-at-all principle [哲学が可能としても、 

   それは最後にやってくるという原理]と呼ぼう。 

 － 哲学最終原理を擁護するにあたって、[不幸な]事実は、多くの、おそらくは 

   ほとんどの数学者が哲学にまったく関心をもっておらず、 

   そして結局のところ、実際に研究を行い、自分たちのフィールドをさらに明晰に 

   表現していくのは数学者だ、ということである。 

   よかれ悪しかれ、この学科は、哲学者たちの黙想とは全く独立につづいていく。 

 － 皮肉なことに、哲学最終原理を肯定したいという気持ちは、哲学者の側から 

   生じている。 

  ・ウィーン学団のメンバーたちが書いたものは、伝統的な哲学的問い、 

   特に形而上学的な問いに抗する宣言を含んでいる。 



  ・例えば、ルドルフ・カルナップはこう論じている。 

   数学的対象が本当に存在するかどうか、という哲学的問は、数げ区的言語にとって 

   [外的]であって、この理由から、それは[擬似的な問い]にすぎないのだ、と。 

 － わたくしは、反改訂主義者たちが、数学と数学者を崇拝しようとしているわけでは 

   ない、と想定する（あるいは、少なくともそう望む）。 

  ・いかなる実践も真正不可侵なわけではない。 

  ・誤りを免れない人間として、数学者たちだって場合によっては間違いを犯すし、 

   その誤りが広範に繰り返される間違いであることさえある。 

  ・そして、ある種の誤りは、哲学として認識できるような何かによって暴露される 

   こともありうる。 

  ・だから、たぶんリーズナブルな反改訂主義者の立場というのは、数学において 

   使われているどんな所与の原理も初期設定として正しいと受け取るが、 

   絶対に動かしようがないとするわけではない、とするような立場だ。 

  ・数学の大部分が正しいということは、ちゃんと定着した高いレベルの理論的原理 

   である。 

  ・数学の途方もない成功 -― 古典論理、非述語的定義を含めて -― がすでにわかって 

   いることだとすれば、それを押しのけるのはよほど大変なことであろう。 

  ・哲学者自身の直観的信念についてわずかに反省してみたところで、 

   あるいは日常言語についての観察を一般化してみたところで、 

   そのことが規制の数学をひっくり返すことにはならないであろうし、 

   少なくとも、それらだけでは不可能であろう。 

  ・科学者や数学者は、通例自分たちが何をやっているかを知っており、 

   しかも彼らがやっていることはおもしろいし、価値がある、という考えが 

   ここにはある。 

 － おそらく、哲学第一原理と哲学最終原理は、対比をあまりに強調しすぎている 

   かもしれない。 

  ・上で述べたように、何人かの数学者は哲学に関心を抱いており、少なくとも 

   自分たちの研究の指針を与えるものとしては使っていたのである。 

  ・たとえ哲学的な第一原理がなくても、哲学は、数学的研究の方向を定めることは 

   できる。 

  ・例えば、パウル・ベルナイス (Bernays 1935) が、 

   「プラトン主義に触発された数学的考え方の価値は、それらの考えが、単純性と 

    論理的な強さの点で抜きんでたモデルを提供してくれることだ」 

   と書いたとき、彼は哲学最終原理を拒否していたと見ることができる。 

  ・ある評者たちは、数学が高度に専門化され、方向を見失わせるような一連の学説 

   になってきており、それは、関連する領域の専門家たちでさえ、互いの研究を 



   理解できないほどだ、と主張している。 

  ・哲学は、それが第一原理を供給できないとしても、それら一連の学説に位置づけと 

   方向性を与えるのに役立つかもしれない。 

 － 注目すべき例を上げよう。 

  ・ゲーデルは、自分の実在論が、一階論理の完全性と算術の不完全性両方の発見に 

   おいて一つの重要な要因だった、と主張している。 

  ・完全性定理は、トーラルフ・スコーレムの得た、ある結果から容易に帰結する。 

   ところがスコーレムは、その結論を引き出さなかった。 

  ・その理由をたどってゆけば、スコーレムとゲーデルが数学に対してとっていた 

   異なる姿勢にまで行き着く。 

  ・それは大まかに哲学的と記述できるような姿勢である。 

 

－ われわれはここで、哲学第一なのか、哲学最終なのか、それともその中間なのか 

という問題に決着をつけようとしているわけではない。 

  ・ほとんど確実なことだが、極端なバージョンの哲学最終原理を支持する傾向にある 

   人々は、本書の話題を興味深いとは思わないであろう。 

  ・たぶん、残りの人々は、哲学者たちが、他の学科にいる彼らの仲間たちとは別に、 

   自分たち自身の関心をもち、それらの関心事を追究してゆくことが興味深く 

   やりがいのあることだ、ということに同意できるだろう。 

  ・数学の哲学者が行う研究は、数学者が行なう研究と合流するはずだが、少なくとも 

   その一部は異なる研究である。 

  ・哲学と数学は親密に結びついているが、それは一方がもう一方を支配するという 

   関係ではない。 

  ・この見解のもとでは、数学を行なう正しい方法は、真なる哲学からの直接の帰結 

   ではないし、正しい数学の哲学は現になされている数学からの即座の帰結でもない。 

 

 － 哲学者の仕事は、数学とわれわれの知的生活における数学の位置について説明を 

   与えることである。 

  ・数学の主題と、これほど包括的な応用と交流とを許す科学の主題との関係は 

   どのようなものか。 

  ・どのようにしてわれわれは数学をやってのけ、数学を知るのか（認識論）。 

  ・数学の言語はどのように理解されるべきか（意味論）。 

  ・簡単に言えば、哲学者は、 

     数学について何ごとかを、 

     数学の応用について何ごとかを、 

     数学の言語について何ごとかを、 



     そしてわれわれ自身について何ごとかを、 

   言わなくてはならない。   

  ・これは手ごわい仕事であり、第一原理を導き出すという大仕事をしないとしても 

   そうなのである。 

 － わたくしの考えるところでは、数学の哲学の基本的目標は、数学を解釈すること 

であり、それによって知的活動全体における数学の位置を具体的に明らかにする 

   ことである。 

  ・反改訂主義に従えば、われわれが解釈するのは数学であって、先行する哲学理論が 

   語るところの数学の理想形ではない。 

   一般に、解釈は批判を含みうるし、含むべきであるが、反改訂主義によれば、 

   批判は外から ―― あらかじめ考えられた第一原理から ―― やってくるわけでは 

   ない。 

  ・改訂主義者は、哲学第一原理に囚われて、実際に行われているものとしての数学は 

   いかなる整合的な解釈ももたないと論ずるかもしれない。 

   彼は、数学をその固有の働きを保持しながらも、よりよい基礎におくために、 

   修正や置き換えを提案する。 

  ・われわれとしては、ここではこの点について中立にとどまり、さまざまな主要な 

   立場をまずカバーするつもりだ。 

 － 数学の哲学は、数学を気にかけ、知的活動における数学の役割を理解したいと思う 

   人たちによって行われるものだ、という点にはおそらくあらゆる党派が同意する 

   だろう。 

  ・ある数学の哲学を採用する数学者は、このことによって何かを得るはずだ。 

   それは、研究の方向づけであるかもしれないし、 

       その研究の見通しと役割についての洞察 

        ―― どのような種類の問題が重要か、 

           どのような問いが立てられるべきか、 

           どのような方法論が合理的か、 

           何がうまくいきそうか等々 ―― 

       であるかもしれない。 


