
特集／初学者を悩ます数理の概念

言語としての数学

新 井 紀 子

1. 盆のような月

ヒト（ホモ・サピエンス）の生理的特徴として二

足歩行と共に挙げられるのが、言語によるコミュ

ニケーション能力である。サルやハチの中にも、

身振りやダンスなどのコミュニケーション手段を

持つ種も確かに存在はする。しかし、決まりきっ

た情報だけでなく、複数の表現を文法に従って組

み合わせることで、自在に意思や情報を伝達でき

るという点で、ヒトがもつ言語は、それ以外のコ

ミュニケーション手段とは一線を画す。つまり、ヒ

トは言葉を操る稀有なる動物なのだ。

そのような視点から改めて数学を眺めてみると、

実は、数学もヒトが用いる「言語」の一部である

ことに気づかされる。しかも、数学という言語は、

日常会話に使っている自然言語と密接に関連しな

がらも、ある目的のために、独特の発達を遂げて

きた。まずは、その目的を探っていくことから始

めることにしよう。

物理学の目的は、宇宙や量子など自然現象を貫

く理（ことわり）を解明することにある。生物学の

目的は、生命の神秘を解明することにあるだろう。

では、数学の目的はどこにあるのだろうか。数

や図形の性質を解明すること、という答えがやや

もすると返ってきそうだが、数や図形は、星や遺

伝子とは本質的に異質な存在である。星や遺伝子

は実在して望遠鏡や顕微鏡で眺めることができる

が、ゼロや円は物理的に存在するものではなく概

念、つまりヒトの心の中に在るからだ。

円には、微細なものから巨大なものまで実に様々

なものがある。不思議なことに、私たちの脳は、大

きさも色も線の太さも多様な「円のような形」の

ことを、円として認識する。「盆のような月」とい

う表現は、まさにそのことを示しているといえよ

う。もちろん、盆を持たない民族もいるから「盆

のような月」という表現自体には普遍性はない。

が、性別・地域・時代に関わらず、私たちは「円

のような形」をそれ以外の形から見分けることが

できる。この普遍性はいったい何に由来している

のだろう。それは、数学が超越的な存在だからで

はない。ヒトという種の認知の仕方、つまり「心」

というシステムの共通性が、私たちに「盆も月も

同じような丸い形をしている」ことを認識させる

のである。

ヒトだけでなく他の動物も、脳という器官を用

いて外界の情報を処理する。その中で、ヒトだけ

が、盆と月という対象からの情報を円という抽象

的なカテゴリーに分類して「類似性のあるもの」

として受け止める。このようなヒト特有の外界の

受け止め方を、私たちは「概念」とよぶ。数学が

扱うのは、実在する対象ではなく、対象の受け止

め方なのである。ただし、個人の自由な受け止め

方は、数学では研究対象の外にある。数学の対象

は、個人や文化になるべく依存しない、つまり普

遍的な受け止め方に限定される。

数学は、数千年かけて、「概念」を扱うための方
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法論を構築してきた。それは、数学だけでなく、科

学全体の方法論である。科学の研究対象は、具体

的事物や現象であるが、それらを私たちが受け止

めるには概念化が不可欠である。そして、概念に

関して論理に基づいて論ずる方法論を提供してい

るのが数学なのである。例えば、物体が動く様子

を運動という概念で捉え、それを数学の言葉で表

現することで、物理学は初めて運動について論じ

られるようになった。

数学は科学全体の言語活動を担っているのだ。

2. 科学の言語としての数学

心の中にある概念をいったいどうすれば扱うこ

とができるのだろうか。例えば、円のイメージは

どのようにすれば言語によって表現し、他の人間

に確実に伝達することができるだろうか。「円とは

盆のような形」のように例示することが、まずは

思い浮かぶ。しかし、盆は円形とは限らない。楕

円や長方形のものもあるだろう。例示による表現

には、常にこのような限界がつきまとう。よって、

例に頼らない抽象的な表現が必要となる。次に思

いつくのが「ゆがみがない丸い形」のような表現

だろうが、「丸さ」を表現するために「丸い」とい

う形容詞を使ってしまっては説明になり得ない。

今から約 2300 年ほど前、古代ギリシャの数学

者エイクレイデス（ユークリッド）は「原論」と

いう書物において、たぶん歴史上初めて、円の定

義を著した。

「円とは一つの線に囲まれた平面図形で、その

図形の内部にある 1点からそれへひかれたすべて

の線分が互いに等しいものである」1)

円という私たちが共有するイメージは、「丸い」

を表す言葉が発せられてから数千年、ことによる

と数万年かかって、ようやく言語化されるに至っ

たのだ。エウクレイデスによる円の定義は、現在

の数学の表現から見ると不完全で、現在は次のよ

うな形に整理されている。

「平面上の一点Oから一定距離 r > 0にある点

全体のなす図形を中心 O、半径 rの円という」2)

円の数学的定義が存在するから、私たちは「円」

という形を認識できるようになるのではない。円

に限らず一般に数学の定義には、私たちの意識の

中に潜んでいるなんらかの共通イメージを発見し、

それを言語化する働きがある。

3. 大学数学における典型的なつまずき

大学数学でつまずいたという感想をもらす学生

に聞いてみると、計算の難しさなど技術的な理由

を挙げる者は比較的少ない。もちろん複雑な部分

積分の箇所に関する質問は少なくないが、「どこ

がわからないかさえわからない」という感想が漏

れるのは、写像や同値類、線形空間や位相などと

いった概念に関する箇所である。それは、数学が

言語であるという認識に失敗していることが原因

のように思う。

数学は言語活動のひとつである、というと、多

くの学生が怪訝な顔をする。高校を卒業したばか

りの学生にとって、言語を扱うのは英語か国語の

専売特許であり、数学のやるべき仕事は問題を解

くことと計算をすることだからだろう。しかし、

「写像」「同値類」「線形性」などは定義であり、計

算法や解法ではない。また、登場する演習問題の

多くは、「連続であるからといって一様連続になる

とは限らないことを示せ」に代表されるように、

定義された概念のイメージや概念間の差異や同値

性を問うものである。

数学が言語活動であることを示す格好の例とし

て距離（distance）の公理化を挙げることができ

るだろう。「距離」は日常会話の中でもしばしば登

場するありふれた言葉だ。たとえば「ここから駅

までは相当な距離がある」といった使い方をする。

ただし、その用途は位置や場所の隔たりを表すに

留まらず、「心の距離」などといった使い方もする。

場所と心という全く異なるものに言及しているに
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も関わらず、「距離」という同じ言葉を使って私た

ちは何かを表現しようとする。その共通点を抜き

出し、数学の言葉で表現する作業こそが公理化な

のである。

では、「距離」という言葉で、私たちは心のうち

にどんなイメージを描いているのだろうか。

私たちが「距離」という言葉で表現しようとす

るのは、「ここから駅までの距離」や「私と彼との

心の距離」が示すように、「２つの対象間の隔た

り」である。数学的に表現すると、距離とは（場

所や性質、表現など扱っている対象の）集合に含

まれる２つの対象について定義されるということ

になる。

距離感を表現するときに「近い・遠い」という

ような形容詞を使う。たとえば「駅よりも学校の

ほうがここからは近い」「彼女は遠縁の親戚にあた

る」というような表現である。これは、距離が比

較可能であるべきだということを示唆している。

比較可能とは大小が決まることに他ならない。

大小が決まることのどこが数学的に重要なのか、

と思うかもしれない。しかし、よく観察すると、

実数のように任意の 2つの要素間の大小が決まる

数学的対象は決して多くないことに気づくだろう。

例えば、3x + 2と sinxの大小を問われても、困

惑するに違いない。

距離の公理は、まず、距離関数 dを「集合X 上

で定義された２変数の実数値関数d : X×X → R」

だと想定するところから始まる。２つの対象の隔

たりについて私たちが論じるとき、私たちはその

隔たりを数値のようなものに置き換え、その大小

によって「近さ・遠さ」として認識しているので

はないか ―　この一文は言外に、そのようなヒト

の認知に関する仮説を表現しているのである。

ただし、距離と実数では異なる性質もある。実

数には最小元は存在しない。言い換えると、どん

な実数 aに対しても、それよりも小さな実数 bが

存在する。しかし、距離はそうではない。「ここ」

から一番近い場所は、「ここ」であり、「私」に一

番近い親戚は「私自身」である。このことを表現

するには、新たに２つの公理が付け加えられなけ

ればならない。数学的に表現すると、以下のよう

になる。

d(x, y) ≥ 0

x = y ↔ d(x, y) = 0

次は、やや気づきにくいことではあるが、２つ

の対象間の距離はどちらを起点にしても変わらな

い、という性質がある。数学的に表現すると、以

下のようになる。

d(x, y) = d(y, x)

私たちにとって最も身近な距離のひとつが数直線

上の２点間の距離だろう。数直線上に２点 x, yが

与えられたとき、その間の距離は d(x, y) = |x−y|
で与えられる。当然のことながら、dはこれまで

に述べた性質をすべて満たす。

では、以上の公理を満たせば必ず「距離らしく」

見えるかというと、必ずしもそうではない。その

証拠として、先ほど定義した d(x, y) = |x− y|に
良く似ているが少しアレンジした次のような関数

f を考えてみるとよい。

例 3.1 f は 0 ≤ x, y ≤ 2で定義された次のよう

な実数値関数である。

f(x, y) =

{
|x − y| |x − y| ≤ 1のとき

|x − y| − 1 |x − y| > 1のとき

f はその値が 1になるまでは普通の意味の距離

だが、1 に達するとリセットされてしまう。f は

明らかにこれまで述べてきた公理を満たすが、距

離とは言い難い。なぜ距離とは言い難いのかを突

き詰めると、「1 = f(0, 1) > f(0, 1.1) = 0.1 に

なっているのが承服しがたいから」という結論に

達するだろう。これを厳密に言語化すると、「0か

ら 1.1を経由して 1に戻ったほうが、0から直接

1に行くよりも距離が短くなるのは不自然」とい

うことになろう。

f(0, 1) > f(0, 1.1) + f(1.1, 1)

という不等式が成立していることが距離として不
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自然なのである。「回り道をしたほうが近いのは不

自然だ」と感じるのは、まさに種としてのヒトの

知恵である。つまり、dが距離ならば、次の不等

式を満たさなければならないと私たちは感じるの

である。

d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z)

これを三角不等式とよぶ。なぜなら、平面におい

ては、この不等式は「三角形の一辺の長さは他の

二辺の長さの和よりも小さい」ことに相当するか

らである。

以上をまとめてみよう。

定義 3.1 集合X 上で定義された２変数の実数値

関数 d : X ×X → Rが任意の x, y, z ∈ X に対し

て、次の条件を満たすとき、dをX の距離関数と

いう。

1. d(x, y) ≥ 0

2. x = y ↔ d(x, y) = 0

3. d(x, y) = d(y, x)

4. d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z) （三角不等式）

論理的には、単に互いに矛盾がない命題を並べ

れば公理と称することはできる。しかし、それで

は良い公理が得られるとは限らない。良い公理化

のためには、ヒトとしての経験や知恵、さらには

経験を抽象化する言語能力が不可欠だということ

を距離の公理は私たちに伝えてくれる。

4. 無意識による支配からの脱却

経験を言語化することで公理化が終わるかとい

うと、そうではない。距離の公理には忘れてはな

らない最後の一文がある。

dが集合 X 上の距離であるとき、対 (X, d)を

距離空間とよぶ。

私たちの認知は言語化されていない無意識に支

配されている。私たちが平面を思い浮かべるとき、

そこには既に距離がある。数直線を思い浮かべる

とき、そこには既に長さがある。つまり、思い浮

かべるという行為に予め距離という感覚が「埋め

込まれて」しまっているのである。距離に関する

先入観はヒトの生き残り戦略にとって重要な意味

をもつため、特にその支配を退けることが極めて

難しい。しかし、それでは、「距離といえば、場所

の隔たりのこと」という枠組みから一歩も進むこ

とができず、公理化をするメリットが何もない。

距離の公理の最後に書いてある一文は、距離 d

という「眼鏡をかけて」集合 X を改めて眺めて

みよ、ということを私たちに命じる。「集合X と

その上で定義される距離 dとは論理的には分離し

て考えることが可能なはずだ」と。これによって、

私たちは初めて、無意識による支配から自由にな

ることができる。それは経験というどこまでいっ

ても有限でしかあり得ない枠組みからの脱却を意

味する。

（公理さえ満たしていれば）距離を定義する主

体は私たちであり、自らが与えた距離という眼鏡

を使って、集合X を新たに認知する力を得る。こ

の行為を数学者はしばしば「集合X に距離を入れ

る」と表現するのである。

実際に距離を入れて、新しい眼鏡の使い心地を

試してみることにしよう。

例 4.1 任意の実数 x, y に対して、hを次のよう

に定義する。

h(x, y) =

{
0 x = yのとき

1 x ̸= yのとき

例 4.1のように定義したとき、hが実数上の距

離となるのはほぼ明らかである。にもかかわらず、

hを「距離」だと思うには精神的な苦痛が伴う。そ

れは私たちが慣れ親しんだ「距離」とはあまりに

もかけ離れているから。

けれども、この眼鏡に慣れてくると、hは距離

としてそれほど不自然ではないという気もする。h

は私たちに「もっと物事をシンプルに考えてはど

うか」と語りかけてくるのである。

「２つのものが同じならば同じ、そうでないな
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ら違う。それだけ」

言われてみれば、これほど最も単純明快な距離

もないだろう。この距離を入れれば、（等号が定義

されているような）すべての集合を距離空間とみ

なすことが可能となる。

5. 数学における言語化の過程

公理化は終わりではなく、始まりである。何を

始めるかというと、「その公理を満たすような世界

ではどのようなことが成り立つかに関する解明」

を始めるのである。

距離空間が定義された後、そこでどのような解

明活動がされるのかを覗いてみることにしよう。

距離に関連する言葉のひとつに「範囲」がある。

たとえば、O を中心とした半径 r(> 0)の円の内

部とは一点Oから、距離 rの範囲内にある点の集

合である。数学的に表現すると、次のようになる。

{x|d(x,O) < r}

このように「範囲」という言葉は、「以内」や「未

満」という言葉と不離の関係にある。つまり、距

離の意味で限界があることを含意しているのであ

る。それを表現する言葉として有界という言葉が

新たに導入されることになる。

定義 5.1 (X, d) をひとつの距離空間とし、A

を X の空でない部分集合とする。このとき、

sup{d(x, y)|x ∈ A, y ∈ A} を A の直径とよび、

δ(A)で表す。ある実数 r が存在し、δ(A) < r が

成り立つとき、Aは有界であるという。

もちろん、この新たな定義の眼鏡をかけて見て

も、点 Oを中心とした半径 rの円 Aの直径は 2r

であり、円Aは有界である。が、それだけではな

い。この眼鏡をかけると、点Oを中心とした一辺

が rの正方形 B の「直径」は
√

2rになるのであ

る。円と正方形は「範囲がある」という意味で（形

は違えど）似た性質を持っている。一方、平面全

体は（普通の距離の下では）有界ではない。

言葉は単に導入しただけではあまり意味がない。

言葉は、言語体系の中で位置付けられて初めて真

に意味をもつ。その言葉はどういう文脈で使われ、

どの言葉は類義語で、どの言葉とは微妙な差異が

あるか、そういうことが位置付けられて初めて言

葉は「使える」ようになるのである。

それは数学においても変わらない。有界という

言葉を導入しただけでは不十分で、その言葉が数

学言語の中でどのように位置付けられるかが解明

されてこそ、その言葉を導入した価値があるのだ。

次のような定理を見ると、数学が言葉をどのよう

に位置づけようとしているかがわかるだろう。

定理 5.1 距離空間 (X, d)が全有界ならば、X は

dについて有界である。ただし、その逆は一般に

は成り立たない。

定理 5.2 距離空間 (X, d)が全有界であるために

は、X の任意の点列が Cauchy点列を部分列とし

て含むことが必要十分である。

ここでは全有界が何か、Cauchy点列が何かと

いうことには触れない。ただ、次のことを強調し

ておきたい。これらの定理は「有界」という言葉

と同じ意味を持つ表現にはどのようなものがある

か、あるいは似ているが微妙に異なる意味をもつ

表現について述べている。そして、大学数学で学

ぶ多くの定理がこのような形をしているのだ。こ

れらの定理は、問題を解いているのでも計算をし

ているのでもない。これは明らかに数学という名

の人工言語を作る過程に他ならない。

冒頭で述べた「多くの大学生は数学が言語であ

るという認識に失敗したせいでつまずいている」

とはそのような意味である。

6. 言語としての数学の効用

計算にメリットがあることは誰にでもよくわか

る。問題を解くことについても同様であろう。で

は、言語としての数学にはいったいどのようなメ

リットがあるのだろうか。

過去に実際に起こった数学の言語活動を振り返
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ることでそのメリットを探ってみることにしよう。

20 世紀最大の発明は何かと問われたら「コン

ピュータ」と答える人は少なくないだろう。日常

生活で意識的にコンピュータを使うか否かに関わ

らず、生産から医療・通信・交通など私たちの生

活全般がコンピュータによる計算で支えられてい

る。そのコンピュータはいかにして生まれたのだ

ろう。工学の発展によってだろうか。そうではな

い。コンピュータは「計算とは何か」を数学が言

語化したことによって生まれたのである。

私たちは小学校において、九九を学び、次に掛

け算の筆算を学ぶ。それによって 357×2094のよ

うな掛け算を実行できるようになる。しかし、考

えてみるとこれは極めて不思議なことである。な

ぜなら、学校で学ぶのは 3桁同士の筆算まで（「ゆ

とり教育」では 2桁同士まで）であり、3 桁と 4

桁の掛け算が戦後の教科書に掲載されたことは一

度もないのだから。

掛け算だけではない。どの計算法においても、

私たちはいくつかの例を経験するだけで、あらゆ

るケースについて計算できるようになる。その秘

密は「同様に繰り返す」という数学手順にある。

私たちは
√

4 = 2であることや、
√

121 = 11で

あることを知っている。では、
√

5 はどのように

計算すればよいか。最も単純なのは以下のような

方法だろう。
√

5の定義から、

2 <
√

5 < 3

という関係が成り立つことがわかる。これによっ

て、
√

5の整数部分は 2に決定される。次に、

2.2 <
√

5 < 2.3

から小数第一位が 2であることが決定される。後

は「同様に繰り返す」のである。

「同様に繰り返す」という言葉の解釈は無限に

あり得るが、読者の多くが、次は、

2.23 <
√

5 < 2.24

という関係を用いて小数第二位を 3と決定するべ

きだと理解したことだろう。これが、「同様に繰り

返す」という数学的手順を理解する能力だ。∗1）

古今東西のあらゆる計算法は、実は、（九九のよ

うな）対応表と、既知の計算の参照、そして「同

様に繰り返す」の組み合わせによって構成されて

いる。逆にいえば、これらの要素によって構成さ

れた関数（帰納的関数）だけが計算可能な関数だ

と考えることができる。

計算に関するこのような認識に人間が至り、そ

のことが言語化されたとき、コンピュータは生ま

れた。

古代文明の遺跡には人類がシステマティックな

計算をした痕跡が例外なく残されている。計算の

歴史は数千年以上、ことによると一万年以上遡る

ことができるだろう。しかし、個々の計算方法を

考案したり、計算を実行したりということだけか

らはコンピュータは誕生しえない。特に、プログ

ラムを通じて機械に命令させることで、あらゆる

計算をひとつのハードウェア上で実行させる現代

のコンピュータが生まれるには、計算とは何かを

言語化することが不可欠だった。

数学による言語化は、そのような爆発的な力を

持っているのだ。
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（あらいのりこ，国立情報学研究所）

*1） ただし、脳機能の在り方によって認知の仕方は当然左右さ
れる。数学が全ての市民に必要なリテラシーであるならば、
個に応じた数学教育法の開発が今後は望まれる。
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