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1 はじめに

20世紀初頭，ヒルベルトらによって数学の形式化が試みられたとき，彼らは「数学とは，
公理と呼ばれるいくつかの命題から，推論規則というルールのみを用いて別の命題を導く

ゲームのことである」と定義した．この定義に反発を覚える数学者は少なくないが，実際

に論文などの形で書かれた数学を事後的に検証すると，統計などを除くいわゆる純粋数学

の定理とその証明が，数学ゲームとして形式化できることに気付き，大変驚かされる．

形式主義の目的は， 19世紀末から 20世紀初頭にかけて次々に発見されたパラドックス
によって引き起こされた数学の危機を回避することにあり，数学の営みそのものが記号列

処理ゲームだと形式主義者たちが考えていたわけではない．数学者は，数の性質や図形が

もたらすイメージといった意味を考え，時には啓示としか言いようのない直観に導かれな

がら数学的活動をしている．ヒルベルトらも無論そのように考えていた．だが一方で，彼

らは形式主義というものの見方を導入することによって，ひとつの気味の悪い可能性を提

示してしまった．それは，数学の対象についての意味を一切考えない存在，たとえば機械

に公理と推論規則を与えたときにも，人間と同じように数学を実行しうるかもしれないと

いう可能性である．

1910年から 1913年にかけてアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドとバートランド・
ラッセルが『プリンキピア・マテマティカ』によって，集合論や初等実数論の各定理が形

式的に表現可能であることを示した [1]ことによって，この可能性は一気に現実味を帯び
た．ただし，この時点では，機械が数学を実行する可能性は，基本的には哲学的な問いに

過ぎなかった． 1936年にアロンゾ・チャーチとアラン・チューリングがそれぞれ異なるア
プローチで「計算するとは何か」を定式化し [2][3]，そのモデルに基づいて 1940年代に実
際に（現代的なノイマン型の）コンピュータが開発されると，この問いは一気に工学的な

問いに広がった．人工知能という分野の始まりである．

私たちの研究チームでは 2012年から機械に大学入試問題を解かせるという試みをしてい
る [4][5][6]．本稿ではその概要を紹介しながら，「機械に数学をさせる」ことの意義につい
て考えてみたい．
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2 数学を解くとは何か

私たちは，ごく自然に「数学の問題を解く」という言葉を使う．「ワイルズがフェルマー

の最終定理を解いた」のような定理証明にも使うが，「昨日の計算問題，全部解けた？」

とか「センター入試の５番の問題はなかなか難しかった」のように，定理証明ではない数

学の活動も指すことも多い．そもそも数学の「問題を解く」とは何であろうか．どのよう

な状態になれば問題は「解かれた」といえるのだろうか．

次のような問題で考えてみよう．

xy-平面上の放物線 y = x2をC とする．このとき，C 上の点 (a, a2)におけるC の接

線の方程式を求めよ．

問題文に書かれた日本語を素直に解釈するならば，おおざっぱに言うとこれは「C と名

付けられた「y = x2」というオブジェクトの「(a, a2)における接線の方程式」という対
象」を計算する問題ということになる．

対象とは行為の向かう先となりうるものである．「あれ」とか「これ」と指し示すこと

ができるものだと言ってよい．たとえば，「私が昨日買ったりんご」とか「直線 lと放物

線C の交点」などは対象である．では，りんごや直線はどうか．「りんごは赤い」という

例文で考えてみると，「りんご」や「赤い」という言葉は特定の対象を指しているわけで

はなさそうだ．言葉を補ってもう少し深く読み解くならば，「もし aという対象がりんご

であるならば， aは赤いという性質をもっている1」となる．ふつうの数学的感覚でいうと，

aは対象であるが，「りんご」や「赤い」は対象ではなく概念だろう．しかし，何が対象

で何が概念であるべきかはそれほど自明ではない．たとえば，「直線 lと放物線C の交点」

は，それがひとつに決まれば対象だろう．が，交点が存在しないときは対象だろうか．交

点が複数あるときはどうであろうか．むしろ交点は概念（一変数関係）として扱ったほう

が適切ではないか．そもそも直線 lは対象だろうか，それとも概念であろうか．何が対象

で何が概念であるべきかに絶対的な基準はなく，文脈や条件によって揺れ動く．

このような哲学的な悩みを解消してくれるものの考え方がある．公理的集合論である．

Zermelo-Fraenkelの公理的集合論 (ZF)の対象は集合である．そして，すべての数学

の活動は ZF上で原理的に記述可能である2．つまり ZF上では対象と概念の区別がなく，
対象は同時に概念であり，概念は同時に対象なのである．上述の問題では，C も y = x2

も (a, a2)も ZFの項である．そして，「xy-平面上の放物線 y = x2の点 (a, a2)における
接線の方程式」「xy-平面上の放物線 y = x2の点 (a, a2)における接線の方程式」も項で
ある．そして，この問題の答えであるところの y = 2ax − a2もまた項である．

どうやら，この問題における「求めよ」とは，ZFの項である「xy-平面上の放物線 y =
1王林というりんごは熟しても黄緑色のままであり，この命題は間違っている．
2あくまで「原理的に」であり，ふつうの数学をZFに埋め込もうとすると，うんざりするような目に遭う．
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x2の点 (a, a2)における接線の方程式」を等価に書き換えて y = 2ax − a2を得よ，という

ことらしい．

では，その書き換えをどこで止めるべきか．たとえば，誰かが答えとして「xy-平面上
の放物線 y = x2の点 (a, a2)における接線の方程式」と書いたとしよう．これでも問題
の等価書き換えではあるが，正解とは見做されまい．では，問題文の直訳である項を，そ

れと同等であるような無数の項のうちから，どのようなものに書き換えれば問題が「解け

た」ことになるのだろうか．

それを考えるヒントは，人間が「これが解答だ」と認識している命題群に見いだすこと

ができる．大学入試を例にとると，証明問題以外では，解答に現れるのは， y = 2ax −
a2， a1 + · · · + an > 0のような等式や不等式である．難しい問題では，解答が場合分け
になっていることがある．だが，これらは，否定 (¬)，または (∨)，かつ (∧)，ならば (→)
という命題論理記号を用いれば表現することができる．たとえば， (x < 0 → a = 3) ∧
(x ≥ 0 → a = 5)のように．逆にいえば，そこには「すべて (∀)」や「存在 (∃)」を表す量
化子 (quantifier)はひとつも現れない．しかも，その語彙は，四則演算記号と等号・不等

号以外は，三角関数や指数関数などの初等関数をシンボリックに用いたものに大凡限られ

ることがわかる．このような語彙をとりあえず初等数学の語彙と呼ぶことにすると，問題

文を同等の初等数学の語彙の命題に変換し，その式から量化子を消去することが，大学入

試の数学問題など身の周りの数学の問題を私たちが「解く」ということの意味だと思って

それほど間違ってはいないだろう．

では，「(a, a2)における y = x2の接線の方程式を求めよ」という問題は，どのような

初等数学の式に変換しうるのだろうか．

まず，この問題は命題ではないということに注意しよう．命題は「· · · は～である」の
ような平叙文の形をしているが，上記の文章は命令文である．同様に「そのときどんな関

係が成り立ちますか？」のような疑問文も命題として表すことはできない．よって，この

ような「求めよ」文は，形式主義が扱った命題としては（直接的には）表すことができな

い．

これを求める接線の方程式が y = bx + cだとあらかじめ考えて，次のような文に書き換

えてみることにする．

xy-平面上の放物線 y = x2をC とする．このとき，C 上の点 (a, a2)におけるC の接

線の方程式は y = bx + cである．

このように書いて初めて命題の形になる．その上で直線の方程式を y = bx + cと置き，

「接する」を ϵ − δ記法を使って愚直に翻訳すると，例えば次のような式になる．

(
a2 = ba + c ∧ ∀ϵ > 0∃δ > 0∀h

(
0 < |h| < δ →

∣∣∣∣ (a + h)2 − b(a + h) − c

h

∣∣∣∣ < ϵ

))
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この命題には，量化子がいくつも現れる．同等性を保ちながらこの式を量化子がひとつ

も現れない式に変換できれば「解けた」状態になる．

一般に，与えられた命題から同等性を保ちながら量化子を除去することを量化子除去 (quan-

tifier elimination)といい，数学基礎論という数学の分野で研究されてきた．定理の証

明は，与えられた命題から量化子を除去した結果「真」に至る量化子除去の特殊な形態と

みなすこともできる．

以上をまとめると，数学の問題を解くとは，問題文をZFの命題に翻訳した上で，さら
に初等数学の命題に翻訳し，そこから量化子を除去することだと仮説することができよう．

これをフローとして表したのが図 1である．

図 1: 数学問題処理フロー

図中の言語処理と書かれた部分は和文をZFの命題に訳する工程である．ここでは 2001
年の北海道大学前期日程試験の例を挙げたが，この段階では問題文の直訳でしかなく，数

学として解く上ではほとんど役に立たない．数学として解けるようにするには，解くため

の道具立てが揃っている実数論や自然数論などのローカルな公理系の命題に意訳する必要

がある．「知識による書き換え」と書かれているのがその工程である．そこまで到達して，
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ようやく私たちがふつうに思い描くような数学的に解くという作業が始まる．それを担う

のが数式処理や自動定理証明の理論と技術である．

機械による数学とは，この各プロセスが機械化可能か，すなわちアルゴリズムに落とし

込めるか，また実時間で実行可能か，という問いだと言い換えることができるだろう．

3 数学の問題は一意に読み解き得るか

問題文の ZFの命題への翻訳を担うのは，人工知能の中でも自然言語処理とよばれる研
究領域である．「翻訳」というと，文法規則と辞書に則って訳していけばよいのだろうと

想像しがちであるが，次のような二つの文を英語に訳すことを考えると物事がそれほど単

純でないことに気づくだろう．

• 私は岡山と広島に行った．

• 私は山岡と広島に行った．

二つの文の意味は考えずに記号列として眺めたとき，違いはたったひとつ．「岡」と「山」

の順序が入れ替わっていることだけである．だが，この差が文の意味を大きく左右する．

最初の文では「岡山」と「広島」を並列して名詞句を作っているが，二つ目の文は「山岡

と」は「行った」にかかっており「と」の役割が違ってしまうのである．それぞれを英訳

すると次のようになる．

• I went to Okayama and Hiroshima.

• I went to Hiroshima with Yamaoka.

解釈に複数の可能性があることを自然言語処理では曖昧性 (ambiguity)とよぶ．新明

解国語辞典を調べただけでも「と」の用法は 6つもある．どうやら単語レベルの辞書と文
法規則だけでは正しい訳は手に入りそうにない．

Google翻訳やYahoo翻訳に入力するとわかるが，二つ目の文を “I went to Yamaoka
and Hiroshima.”と誤訳する翻訳機は少なくない．このような現象を目にすると，つい私
たちは「岡山と広島は県名だが山岡は県名ではない．二つ目の文の『と』は並列と解釈す

べきではない．こんな翻訳機を作るとは余程プログラマーが怠けたか腕が悪かったに違い

ない」と断じたくなる．だが，次のような文をどのように翻訳すべきか私たちは決定でき

るだろうか．

• 私は佐野と小山に行った．

この文が栃木県に一人旅をするエッセイの中に出てきたのだとしたら，佐野と小山は地

名の可能性が高いかもしれない．だが，何の手がかりもないのだとしたら，佐野が人名な
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のか地名なのか判断はつけがたい．この例からわかることは，単語や句，文といったロー

カルな情報だけでは正しい翻訳文は原理的に得られないという事実である3．「と」のよう

な助詞以外にも，「その」といった指示語が何を指しているか，語句の意味が二つ以上あ

る場合にどの意味をとるべきか等，文を機械処理しようとすると至るところでこうした曖

昧性に遭遇する．

曖昧性が混入するのは，ふつうの文の意味自体がそもそも曖昧なためで，数学の文なら

ばそのような問題は回避できるのではないか．誰もがそう期待するだろう．だがその期待

は残念ながら裏切られる．

• 任意の正の実数 xに対して， y =
√

xが成り立つような yが存在する．

この文の自然な読みは

∀x(x > 0 → ∃y(y =
√

x))

だろう．だが，この文にはいくつも他の読みがありうる．例えば，

∃y(∀x(x > 0 → y =
√

x))

である．こんな解釈は間違っていると誰もが思う．なぜなら，この命題は間違った命題で

あるから．だが，落ち着いて考えてみてほしい．本来，命題の読みに対してその正誤が決

まるのであって，正誤が決まった後に命題の読みが決まるべきではない．もし後者だとす

るならば，正しいということや証明の意義が根本から揺らいでしまう．

量化子や否定のつけ方にまつわる曖昧性については古くから認識されており，様々な工

夫が議論されてきた．だが．曖昧性の発生源はそれに留まらない．私たちが調べた範囲で

も「と」という語には 30以上の用法が見つかった．数学の文だから曖昧性を回避できると
いうのはやや空しい期待だといえよう．

そこで私たちが開発している数学問題解答機では，可能な読みを列挙し，それぞれ解い

てみてまともな答えが出てきたものを正しい読みだと見做すというやや開き直りに近い作

戦に出た．そんないい加減なことでは正しさを保証できないという反論は当然あるだろう．

だが，この文に対して， ∃y(∀x(x > 0 → y =
√

x))という読みはあり得ないと人間が考え
ることと何が本質的に違うのか，論理的な説明は難しい．道義的な問題（？）よりもむし

ろ深刻なのは，この方法では可能な読みをリストアップすると曖昧性発生の回数に対し指

数的に増大することだ．数学の入試問題を眺めてみると，二次試験の問題文よりセンター

入試の方が概して長い．ということは，センター入試の方が自然言語処理をする上ではよ

り手ごわいということになる．

さて，このような全探索的方法ではうまく解けない問題も，もちろんある．
3原理的には得られない，ということと，経験的に得られるということは異なる．自然言語処理が目標としてい

るのは「経験的に比較的高い精度で」正解が得られることである．
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1. 今年は 3%物価が上昇し，来年は 5%物価が上昇するという．平均の予想物価上昇率
はいくつか．

2. 今年は 3%物価が上昇するという人と， 5%上昇するという人がいる．平均の予想物
価上昇率はいくつか．

中高の問題集を前提とするならば， 1は相乗平均で， 2は相加平均で答えるのが正解と
いうことになるのだろう4．

機械にこの問題を解かせることを考えるならば，文に現れる語彙の統計的傾向から相加

平均と相乗平均のどちらを計算すべきか選択させる機械学習 (machine learning)の手

法を用いるのが賢明だ．たとえば，「身長」や「体重」といった語彙が含まれる文で「平

均」を尋ねられたら相加平均を求め，「物価」という語彙が含まれるような文で「平均」

を尋ねられたときには相乗平均を求めたほうが正解しやすい，というようなことを問題集

などから学習させるのである．だが，（学習させるデータの規模や分布にもよるが）現在

の理論と技術では，両方とも相加平均を取るか，両方とも相乗平均を取るかのいずれかに

なり，この二つの文を解き分けるようなレベルに達することは極めて困難だと思われる．

ただ，多くの高校生は（大学生も）この問題を解き分けることはできないに違いないか

ら，この問題では機械と人間の差は生じないと考えることもできよう．

4 その命題はいったい「何に関する」命題か？

大学入試問題を機械で解くプロジェクトをしている，というと，数学者を含む少なから

ぬ人に「入試問題を機械で解くのは簡単なのではないか（特にセンター入試は）」と怪訝

な顔をされる．このややナイーブともいえる反応は（自然言語処理の困難さに対する認識

の甘さを差し引いたとしても）重要な一点を見落としている．それは「その命題がいった

い『何に関する』命題かを，命題文から決定できるか」という点だ．つまり，問題文の見

かけからその問題を解くために必要な形式的体系を決定できるのか，という問題である．

新井敏康著『数学基礎論』の「はじめに」にはこんな一節がある [7]．

原理的には 1階述語論理で表現できて，そこでの形式的証明が書けない数
学の真理は存在しない，というのが数学の「定義（の一部）」になっているの

だろう．控えめに言っても，全数学は究極的には 1階述語論理で形式化できる，
ということは経験的事実である．

ここでいう「1階述語論理」とは ZFの一階述語論理式という意味である．そして「究極
的には」とは，かなりの意訳を施せば，ということだろう．だが．ZFを改めて眺めてみ
るとそれは極めて制約の多い公理系である． ZFは「これこれの性質を満たすようなすべ

4このような問題設定で平均をとることには統計学的な意味はほとんどない．正直なところ，センター入試で尋
ねられるようなサンプルが 20程度の統計の問題に関して正解が何であるべきかはよくわからない．
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ての集合」のような集合の作り方は許さない．そのような無軌道を許せば，たちまちラッ

セルのパラドックスに陥ってしまうからである．そこではきちんと性質がわかっているも

の以外は対象にはなり得ない．だが「性質を記述する」ということの性質から，どうがん

ばってみても可算無限個までしか異なる性質は存在し得ない．ここで奇妙な問題が生じる．

たとえば，実数という非可算集合それ自体は (ZFに無限集合の公理と冪集合の公理がある
ため） ZFに受け容れられるが，そこに含まれる個々の実数の性質を記述し分けることは
原理的にできないのである．

だが，私たちは望むと望まざるとに関わらず．所詮言葉（あるいは記号）によってしか

分かり合えない．数学的直観によってある命題が正しいと思ったとしても，それは事後的

には証明されなければならないのであるから，結果的にはZFの範囲に留まるはずである．
だとすれば，数学的直観といおうがテレパシーといおうが記号によるコミュニケーション

の限界が結局のところ数学の限界である―それが，数学の危機を救うために選択した形式

主義のイデオロギーだといえよう．

さて，仮に ZFの一階述語論理式に翻訳できたとしても，それが自然数論や初等幾何と
いった数学のローカルな公理系の語彙の中で書けるかどうかの保証はどこにも，ない．初

等幾何の問題だとわかれば，コンパスと定規で描ける対象は多項式で記述できるから実閉

体 (Real Closed Field，以下RCF)の語彙の範囲で表現できるだろう．だが，よりナ

イーブに「平面上の図形の問題」となると，どこまでの語彙と公理を前提としているのか

一気に不透明になる．

次のような命題について考えてみよう．

定理 4.1 平面上に，交差していない閉じた輪っかがある．このとき，平面は，その輪っか

の「内側」と「外側」の 2つの領域に分割される．

有名なジョルダンの曲線定理の直感的な表現である．ベルナルド・ボルツァーノがこの

問題の困難さを認識したのは 19世紀初頭のことであった．この問題を表象する必要な言語
と公理系が最終的に決定されるまでに 100年近い歳月を要した．それは，まさにこの問題
が解かれるのにかかった時間でもある．

ジョルダン曲線定理は，今日では機械によって半自動で証明ができる [8]．だが，それは
この問題が「何に関する命題か」が判明した後のことなのである．既に形式化されたジョ

ルダン曲線定理が事後的に機械で証明され得ることと，この問題文が解かれ得るような形

式表現を事前に決定し得ることは，まったく別の問題である．

ジョルダンの曲線定理のような深淵な問題が大学入試に出されるわけではない，ふつう

の問題ならばよく知られた体系に自然に埋め込まれるに違いない，と考える読者も少なく

ないだろう．では，次のような例はどうか．
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1. Oを原点を中心とする半径 1の円とする．Oの周の上に点A,Bが与えられたとき，

A,Bからの長さが等しくなるような x軸上の点を求めよ．

2. Oを原点を中心とする半径 1の円とする．点AからOへの長さがOの周の長さと

等しくなるような x軸上の点Aを（ひとつ）求めよ．

両者に用いられている単語レベルの語彙は一致する．が， 1の文はRCFで表現できる
が 2はそうではない．複合語である「周の長さ」がRCFの語彙では表現できないためで
ある．つまり，単語の語彙集合から自動的に体系が決定できるとは限らないのだ．

2はRCFの語彙に πを無定義の定数として付け加えた「代数拡大」に相当するRCF[π]
において見かけ上解くことができるようになる．だが，それだけでは，次の命題の真偽を

証明できない．

3 < π < 4

RCF[π]に公理を付け加えることでこの問題が仮に解けたとしよう5．だが，いくら公理を

加えても，一階のRCFの拡張では， πが正確に数直線上のどこにあるかを表現し得ない．

なぜなら πは超越数なのだから．

他にも，二つの曲線で「囲まれた部分の面積」とか「いくつかの部分に分けてから重な

らないように組み合わせたとき」のような句が何を意味しているか，考え始めると極めて

深淵な問題である [5]．「ふつうの数学の問題」が良く知られている体系に「自然に」埋め
込み得るというのは，幻想に過ぎない．

問題の枠組みのことを人工知能ではフレームと呼ぶが，一般に，問題のフレームとは，

それが解けてしまった後に，落ち着いて用いられた道具立てを眺めまわした後にようやく

決まるものであり，問題が提示された瞬間にフレームが決まるのでは，ない．ジョルダン

の曲線定理のような例を殊更ひかなくても，数学の論文を書いた経験がある者であれば，

そのことは全員が知っている．定義は定理証明に先立つのではなく，定理が証明された後

に整備されるのである．だが，出来上がった論文には定義が決定されるまでのドタバタ劇

は描かれない．それが読者への礼儀でもあり，数学者の美意識がそれを許さないからでも

ある．そうして，あたかも最初から「このようにあるべきであった」かのように定義が書

かれ，それに基づいて定理が証明されているかのような体裁で数学の論文は（教科書も）

書かれる．ヒルベルトら初期の形式主義者たちは当代随一の数学者でもあったから，そう

した内実を知っている．が，敢えてその体裁こそが数学そのものであるかのように装った

（より正しくは，装うことを決断した）．このような二重の装いによって生まれたのが形

式主義である．そうして生まれた捻転は形式主義の成立そのものに由来するのだから，こ

れを形式主義の枠組みの内部で解決することは，原理的にできない．この問題は人工知能

に属すすべての分野に逃れようもなく刻印されている．
5もっとも露骨な方法はこの命題自体を公理に付け加えることである．
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自動定理証明というものの考え方は，この捻転を認識しつつも当面その哲学的問題を一

度棚上げする．そして，問題文から統計的にフレームが決まり得るのか，またフレームが

決まった後に，その証明をどれほど自動化できるのかを問うているといえよう．

さて，人工知能という枠組みにおいては，以上のような原理的な問いだけでなく，「平

均的な人間に比べて」どの程度の精度がでるかという相対的な問いも極めて重要である．

東京大学が次のような問題を入試で課したことがあり，ひところ話題になった．

問題 4.1 円周率が 3.05より大きいことを示せ．

なぜ話題になったかというと，平均的な受験生にとって難問だったからであり，なぜ難

問だったかというと，彼らの多くがまさに「この問題がいったい『何に関する』問題か」

を問題文から正しく認識できなかったからである．つまり，公理系の決定は機械にとって

だけでなく受験生にも困難なのである．ほとんどの受験生が解けない問題ばかり出題すれ

ば，受験生を識別するという入試の役割を果たせない．よって，大学はそのような問題を

受験生へのメッセージとしてたまには出題するかもしれないが，このような問題では人間

と機械の差はつかないに違いない．

つまり，人工知能という研究枠組みにおいては，問題文に明示的に表れる語彙から公理

系が決定できるようなものだけを相手にする，ということは，ひとつの合理的な選択だと

いえよう．

5 決定可能な公理系

首尾よく，問題文が ZFの命題に形式化でき，しかもそれが何に関する問題なのかを問
題文の語彙から判定することができ，ローカルな公理系の一階述語論理式に変換できたと

しよう．ここでようやく，私たちは「その問題を自動で解くことができるのか」というこ

とを検討できるスタート地点に立つことができる．

二節で述べたように，「自動的に解くことができるか」という問いは，「その論理式か

ら量化子を取り除くことができるか」という問いとほぼ等しい．だが，ここに大きな壁が

立ちはだかる．公理系 T において，量化子除去アルゴリズムが存在するならば， T は決定

可能になると考えてよいからである6． T が決定可能とは， T の任意の（自由変数を含ま

ない）命題P に対して，P が T において真か偽かを決定するアルゴリズムが存在する，

という意味である．決定可能な公理系で意味のあるものは極めて少ない．たとえば，ゲー

デルの不完全性定理やその後の一連の証明論の成果は，自然数論の体系（ペアノ算術）の

ごく限定された部分でさえも決定不能であることを示した [9][10]．だが，幸運なことに実
閉体の体系RCF（とそこに埋め込まれる初等幾何）は決定可能だったのである！

6代数的閉体についても量化子除去アルゴリズムが存在するがそのままでは決定可能ではない．標数を決めると
決定可能となる．
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RCFの量化子除去アルゴリズムは第二次世界大戦中の 1930年代初頭にアルフレッド・
タルスキーによって示された [11]7．バナッハ＝タルスキーの定理という摩訶不思議な定理
によって彼の名を記憶する読者も少なくないだろう．タルスキーによるRCFの量化子除
去アルゴリズムは，あまりに非効率なものだったため，それが機械上に実装されることは

なかった．だが， 1970年代に入り，ジョージ・コリンズがCylindrical Algebraic Decom-
position (CAD)による効率のよいアルゴリズムを提案したことにより機械実装が可能と
なった [12]．CADによる量化子除去は多項式の異なる実根の個数の数え上げに関するス
ツルムの定理に基づいており，現在MathematicaやMapleなどの数式処理ソフトウェア
に搭載されている（わかりやすい解説書として穴井宏和らの [13]を挙げておく）．
私たちの研究チームでは，こうした環境を活用しながら，実際に大学入試の二次試験の

数学の記述式問題がどれくらい解けるかを試してみた．その際，問題文を意訳せずに，機

械翻訳で ZFに翻訳し，さらに一階のRCFの式に変換することを前提として入力式を作っ
た．その結果， 2013年の代々木ゼミナールの東大プレ模擬試験において，理系は 5問中 2
問，文系は 4問中 2問を完答し，受験者中偏差値約 60を獲得した．次の問題はその模試で
出題された問題のうち正答率が 2%だった問題であり，図 2はそれに対して機械が出力し
た答案である．

問題 5.1 aを正の定数とする。実数 x, yが

1
2
≤ x ≤ 1, a ≤ y ≤ 2a

を満たすとき、

F =
y

x
+

x

y
− xy

の最小値を求めよ。

この方法で解けるのは，高校数学の範囲でいうと，二次関数，図形と方程式といった限

定的な単元に過ぎない．特に，整数に関する問題では同様の手法は通用しない．ただ，ディ

オファントス方程式の一部など特定の問題を解くためのアルゴリズムは数式処理システム

として整備されつつあるので，問題文の形式化の壁さえ乗り越えれば「それなりに」問題

が解けるようになると期待できる．体系が決定可能か否かが機械に対する人間の優位性を

保証するわけではないのである．

ところで，タルスキーの最初のアルゴリズムに比べれば圧倒的に効率が良いとはいって

も，CADは与えられた命題が含む変数の個数 nの二重指数関数の計算時間を要する．現

実的に解ける範囲は，高々含まれる変数が 5個まで，といったところだろう．たとえば，
以下のような問題はスーパーコンピュータ「京」をもってしても解けない．

問題 5.2 平面上に凸な四角形がある．各頂点からの距離の和が最小になる点を求めよ．
7結果が出版されたのは大戦後の 1951年である．
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図 2: 機械による答案例
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RCFの量化子除去アルゴリズムは，理論上は与えられた命題の全称量化子・存在量化子
の交代の回数 nの二重指数まで改善できる可能性がある．この微妙とも思える差は極めて

重要だ．なぜなら，これまで発見されてきた数学の定理のほとんどは（数学基礎論で発見

されたやや人工的なものを除くと），全称量化子・存在量化子の交代の回数が高々 4に過
ぎないからである．所詮人間が意味を認識できる問題の複雑度はその程度なのだろう．最

良の量化子除去アルゴリズムが発見されたなら，初等幾何や実代数的数に関するすべての

（人間に意味がわかる）命題が機械に解けても決しておかしくはない．

6 おわりに

ヴィトゲンシュタインはかつてこんなことを問うた．

私が手をあげるという事実から，私の手があがるという事実を差し引いた

とき，後に残るのは何か？

同様に考えてみたい．人間による数学から，機械よる数学を差し引いたとき，そこに残

るものは何か．

このような問いは数学者にとって不愉快な問いであろう．

数学は機械の手に落ちないと，私自身は信じている．だが，チェスも将棋も既に機械の

手に落ちた．数学が人間の領域に残り続けることをヒルベルトの時代のように素直に信じ

ることが， 21世紀を生きる私たちには次第に困難になりつつある．
あるいはこんな風にも問うてみたい．人間に教えることができる数学から，機械による

数学を差し引いたとき，そこに残るものはあるか．

この問いは前者よりより暴力的であり，しかも “YES”と自信をもって答えにくい問いで
あろう．これまで教科書と授業を通じて生徒や学生に教えることに比較的成功してきたの

は，九九や筆算，微分や積分，行列の計算など機械に容易に教えることができるものに限

られていることを数学教育者でもある数学者は痛いほど知っているからである．

だからこそ，今，この暴力的な問いは問われなければならない，と私は思う．それが唯

一，そこに残るものが存在すると科学的に主張する方法論だと思うから．
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