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主題： 『自覚』における数学論

これを扱うにあたって…／表題にもある「数理哲学」

•西田哲学を数学的に説明すること →×

•数理哲学の分野において西田を位置づけること →×

•西田哲学における数学論がその哲学とどのような関係
にあるのかを明らかにする →◎

cf. 林晋「田辺元の「数理哲学」」（『思想』、2013）
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西田における数学の重要性

「〔……〕先生の哲学攻究に於て数学は常にその
底流となっていた。『自覚に於ける直観と反省』

以後、最後に至るまで、数学的想念は全思索を

縫う一本の赤い糸のように隠顕している」

cf. 下村寅太郎「先生と数学」（『西田幾多郎人と思想』、1977）

論理と結びついている
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西田の数学論に関する先行研究（一部）

•大橋良介『西田哲学の世界』（1995）
•小林敏明「無の集合論」（『西田幾多郎の憂鬱』、2003）

•松丸壽雄「西田と数学」（『年報』、2005）
•野家啓一「科学哲学者としての西田幾多郎」（『年報』、
2009） （※以上敬称略）

晩年の数学論に専ら焦点化

前期・後期を合わせた全体像
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本発表の概要

『自覚』における
数学論の解明

同時代の田辺元
を並置

『自覚』における数学論が
数学の基礎づけ可能性を
有していることが見えてくる。

目的 方法
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同時代の田辺元を並置

『自覚に於ける直観と反省』の連載期(1913-1917)は、
ちょうど田辺が東北帝国大学の理学部で講師として教鞭

を取り、博士論文「数理哲学研究」を準備していた時期。

たなべはじめ

• 「自然数論」 (1915-3,4)
• 「連続、微分、無限」 (1916-2,3,5)
• 「負数及び虚数」 (1916-12, 1917-1)
• 「数理の認識」 (1917-4)
• 「変数及び函数」 (1917-5,6)
• 「幾何学の論理的基礎」 (1918-1,2,3)
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本発表の以下での展開

1. 「論理の理解と数理の理解」と「数学的対象の存在に就いて」
2.  自然数の基礎づけ——数と系列の形成

3.  実数の基礎づけ——「連続性」の問題へ

4. まとめ
5. 結論からの課題と展望

→ 田辺を媒介にして、 『自覚』の数学論が
数学の基礎づけ可能性を有していることが明らかになる。

この後も複素数論、
時空間論などで対応。
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1. 西田の「論理の理解と数理の理解」(1912)と
田辺の「数学的対象の存在に就いて」(1914)

• それぞれ両者の数学への本格的な言及が始まる第一論文と言ってよい。

「論理の理解と数理の理解」(1912年9月)
• 「此論文は次の著書「自覚に於ける直観と反省」へ私の考を導いたもの」[1/267]。
• 「〔……〕余が上来論じ来つた所の主意は、すべて我々の思惟作用といふのは動的
一般者が己自身を発展する過程であつて、此発展の進行が即ち我々の理解となる

のである」[1/266]。
• 「思惟の統一の真相は、自覚の統一に於ての様に、自己の中に自己を写す自己代表
的体系の統一であつて、即ち自己の中に変化の動機を蔵し己自身にて無限に進み行く

動的統一であると云はねばならぬ。それで我々が或物を考へるといふこと、即ち或物を

思惟の対象となすといふことは、又此考を思惟の対象となすといふことを含む、斯くして

無限に進むことが出来るのである」[1/265-266]。
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1. 西田の「論理の理解と数理の理解」(1912)と
田辺の「数学的対象の存在に就いて」(1914)

「数学的対象の存在に就いて—メディクスの論文を読む—」(1914年9月)
• Fritz Medicus, „Bemerkungen zum Problem der Existenz 

mathematischer Gegenstände.“, Kantstudien XIX. S. 1-18.
• 「元来余は余の貧少なる知識の許す範囲に於て独立に数学の基礎に関
する問題を論じて見たいと思つて居た〔……〕何れ余は更に此問題に就て
の思想を組織立てて復び大方の教を乞ひ度いと思つて居る」[T14/169-
170]。

•西田からの影響
• 「〔……〕此問題に就ては西田教授が既に『論理の理解と数理の理解』
（『藝文』第三年第九號所載）の論文に精細に論ぜられた」[T14/185]。
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2. 自然数の基礎づけ——数と系列の形成

•ここでの「自然数の基礎づけ」とは、自然数の系列1, 2, 3, …, n の成立
根拠を示すこと。大きく次の二つの問題を通して検討される。

• 数の「1」は、いかにして考えられるか。 → 「1」の生成
• 「1+1=2」ということは、いかにして考えられるか。 →加法による系列形成

•西田と田辺は西南学派のリッケルトを下地にして、これを論じる。
• Heinrich Rickert, das Eine, die Einheit und die Eins. (1911) 「一者、統一及び一」。

• 論理学と数学は混同されてはならないと主張。
→論理学と数学の境界線を明確にする。
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2. 1. リッケルト「一者、統一及び一」

一者
(Das Eine)

形式(Form)

他者
(Das Andere)

内容(Inhalt)

と
(Und)

紐帯
(das Band)

純論理（学）的対象 : 或るもの Etwas

統一(die Einheit)

１
(Die Eins)

１
(Die Eins)

＋
(Plus)

加法
(Addition)

数学の対象 : 数 Zahl
等置(Gleichsetzung)

＝
(Gleich)

両者を異なるものとして媒介する
「純異質的媒体」(ein rein heterogenes Medium)

両者を等しいものとして見ることを可能にする
「同質的媒体」(ein homogenes Medium)

余はリッカート純粋論理の思惟は系列を形ることが出来るものでないと主
張して居るのには〔……〕反対するものであるけれども、氏の数理の対象と
其総合の特色を明にする精緻なる研究には感嘆を惜しむことが出来ない。

田辺「負数及び虚数」
『哲学雑誌』358号、
1916年12月、p. 35
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「甲」を対象化して見る

2. 2. リッケルトを踏まえた西田の見解

「「甲は甲である」即ち或意識内容はそれ自身に

同一である、斯く見られた時は論理的である、併し

この自己同一的「甲」は更に大なる統一の上に於

て反省することができる、斯く「甲」の立場を超越し

て更に大なる統一の立場から「甲」を対象化して

見るといふことは「甲」を「非甲」に対立せしめ又之

を翻して見るといふことであつて、是に於てリッケ

ルトの同質的媒介者といふ如き数学的立場が出

て来るのである」[2/79]。（「十二」1914年11月）
甲

（甲という
意識内容）

リッケルトの「一者」
Identität

!

非甲 非甲

西田教授の深き思想に示される如く、対象を体
験の創造的発展の自同的統一と考へるならば、
リッカートの対象を超越的不許不であるとする
説を其中に摂取することは容易である。

田辺「連続、微分、
無限」『哲学雑誌』
349号、1916年3
月、p. 26 cf.[2/257］
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2. 3. 田辺「自然数論」での見解

部類説
(Klassentheorie)
フレーゲ
ラッセル
クーチュラー

順序説
(Ordinaltheorie)

デデキント

公理説
(Axiomatik)

ヒルベルト

記号説
(Zeichentheorie)

ヘルムホルツ
クロネッカー

リッケルト「一者、統一及び一」
による数概念の分析

マールブルク学派の哲学
コーヘン、ナトルプ、カッシーラー

西田の「論理の理解と数理の理解」
『自覚に於ける直観と反省』

数学基礎論上では一般に
「論理主義」と呼ばれる

!

後に公理主義を徹底して
「形式主義」と呼ばれる

!
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3. 実数の基礎づけ——「連続性」の問題へ

自然数系列 N

有理数系列 Q

実数系列 R

1 2 3 n

1 2 3 n1
2

1–

1
8

1–

1
4

1–

＝ デデキント切断 Dedekindscher Schnitt

……

……

√2 = 1.4142…＝無理数

A B
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3. 1.  『自覚』における有理数と無理数の関係と連続

「数学上真に連続的なものにして始めて極限を有つこと

ができるのである。極限点とは〔……〕我々の到底達する
ことのできない点である、無理数即ち切断 Schnitt は我々
の到底達することのできない理想点 ideale Punkte を示
すものである、一つの要求 Forderung である。之に反し
有理数によつて表される分離点 diskrete Punkte は我々
が分つことによつて達することの可能と考へられる所謂

実在点 reale Punkte である、而して極限点をそれ自身の
中に含む連続は実に Ideal + Real である、即ち具体者 
das Konkrete である」[2/165-166]（「二十六」1916年1
月）。

…
…

1.4142… ＝ Ideal ＝ √2

1.4 ＝ real

1.41 ＝ real

1.414 ＝ real

この翌月1916年2月から田
辺の実数論「連続、微分、
無限」の掲載が始まる。
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3. 2. 田辺による実数の基礎づけ

「実数の体系に至り、無理数の概念に由り此が積極的に指示せられる

に及んで初めて数の系統は完成し、其の構成の過程の無限なる所以も

理解せられる〔…。〕無理数は構成の結果でなくして寧ろ其根原の象徴
である。分析の稠密な有理数の体系は完成は出来ないけれども、思惟

の領域に於て本性上可能なるものとして、思惟の永久の課題となる。然

るに無理数の指示する直観の統一は此永久の過程を以て猶終に到達

することの出来ぬ極限である。思惟の根原にして而も其達する能はざる

極限、此が無理数の超越論理的意義である。」（「連続、微分、無限」

『哲学雑誌』349号、1916年3月、pp. 33-34）。
→ このあと「西田教授の明晰なる言表はしに従へば……」と続く。
さきほどの「二十六」の叙述を踏まえて書いていることが明らか。
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4. 1. まとめ

•田辺の博士論文での数学的対象の基礎づけ（ここで見た限りでは
自然数、実数）は、同時期に連載されていた西田の『自覚』に強く依

拠している。

•その意味で、『自覚』での数学論は、間接的にではあるが、自然数
や実数の基礎づけ可能性を含んでいる。

• 『自覚』でやや唐突に出てくるような印象を受けやすい数学の問題
は、田辺を併置することで一定考えやすくなる。
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4. 2. まとめ

•もちろん『自覚』を単独で見たときに、そこで明確に数学の基礎づけ
が行われているとは言い難い。

•西田における課題はあくまで「自覚」 ↔  数学は二義的。

•しかし田辺がそもそも数学の基礎づけのために『自覚』を利用して
いるということから、『自覚』にその潜在的な可能性が含まれている

と主張することは不可能ではない。

•ある意味で、この時期の彼らは分業的に研究していたとも言える。
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4. 3. まとめ——補足資料

• 「「自覚——」（読者に対し随分無責任のものながら）岩波君の求も
ありまとめて出版して見たい〔……〕あの論文はもはや貴兄と中川
の外によみくれる人なしと存じ候」[19/534]

• （西田の田辺宛書簡、1917年2月1日）

• 「その頃の先生は西田先生に傾倒しておられた。東北大学におら
れたとき留学させるとのことであったが、自分は何よりも西田先生

について学びたいと答えたと話されたこともあった。また西田哲学を

論理的に精密にすることが自分の分であるともいわれた」

• （石川興二「ドイツ生活を共にした田辺元先生の思い出」（『田辺元全集』月報９）。
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5. 結論からの課題と展望

数学以外の哲学的問題でも、この時期の田辺と突き合わせることで

見えてくる事柄は多い。  cf. 藤田正勝「西田哲学と田辺哲学」（2015）

•実数以後の展開の対応
Ø 複素数と次元の関係、時空間、田辺における「絶対自由の意志」の受容

•田辺との差異
Ø 「自覚」の捉え方（Ideal + Real か Ideal か） → 後年の対立を考えるヒント

• 『意識の問題』でのライプニッツ利用
Ø 田辺「ライプニッツ哲学の意義」（1918）
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