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素朴な問い 

• 点と連続体（線・面・立体ないし物体）のあい
だには、どのような関係があるのだろうか。	

• それら連続体は点から合成されているのだろう
か。	

• それとも、これらの対象を構成する別の仕方が
何かあるのだろうか。	

• そもそも、「点」のようなきわめて理念的な対
象を基礎に据えていいんだろうか。	

• 「点」も何らかの仕方で構成されたものでは？	
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目的 
【歴史的】	

• 点と、線・面・立体（あるいは物体）といった、い
わゆる連続体の関係をめぐる考え方について、哲学
史／数学史の観点からサーベイを与える。	

【哲学的】	
• 事例を通じて点や連続体の本性について考察する。	
• 「点なしの幾何学」などの領域ベースの現代数学理
論に注目することへの哲学的モチベーションを検討。	

• 今回の発表は、このプロジェクトの準備的なもの。 
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エウクレイデス（ユークリッド） 

• 『原論』以来、点は幾何学の	

　主要でプリミティヴな概念。	

• 『原論』の諸定義：	

I.	Def.	1.	点とは部分のないものである.	

I.	Def.	2.	線とは幅のない長さである.	

I.	Def.	3.	線の〔両〕端は点である.	

I.	Def.	5.	面とは長さと幅のみを持つものである.	

I.	Def.	6.	面の端は線である.	

I.	Def.	13.	境界とはあるものの端である.	

XI.	Def.	2.	立体の端は面である. 
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点はプリミティヴか？ 
• 抽象的かつ理念的な定義。	

• 数学史・哲学史→受容と批判の長い歴史がある。	

• アリストテレス以来、連続体はむしろ点には分割
されえず、また点からも構成されえないものとし
て考えられた。 	

• 現代数学→幾何学も含めて、点は必ずしも不可欠
ないしプリミティヴな概念ではない。	

• 「点なしの幾何学」、「点なしのトポロジー」の
展開に見られるように、現代数学の内部からも、
連続体を扱う上で必ずしも点を基礎的対象として
要請しない理論が出てきている。 	
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点なしの幾何学 
•  pointless	geometry	/	geometry	without	points	

• 点ではなく、立体や「領域」(region)をプリミティ
ヴな対象とする理論。 

• そこでは、領域は論理学的な意味で一階の対象で、
点はクラスないし系列という2階の対象。 

• ただし、「点なし」というのは、「点を排除す
る」という意味ではなく、より正確には「点をプ
リミティブな対象とはしない」という意味。	

• 「領域」とは、部分-全体関係が入れられる X	の任
意の部分として定義される。（ X	は「線」でも
「出来事」でも、部分が取れればなんでもよい） 
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ロバチェフスキー
•  根本的な問題は、領域という具体的な存在者から、点
や線、面といった非物質的存在者を定義すること。こ
のことは通常、抽象のプロセスを通じてなされる。 

•  ロバチェフスキー（1835）：幾何学を単なる抽象理論
としてではなく、物理的世界に生じる形相の研究と考
える。 

•  立体の概念と2立体間の接触の概念をプリミティヴ。 
•  接触のタイプ（面的・線的・点的）が面・線・点を定
義。 

•  しかし、その定義や理論はあいまいで、厳密な取り扱
いに欠け、完全に無視された（Coppola	&	Gerla,	2013;	
Gerla,	1995）。 



•  Aristotle	(B.C.	384-B.C.	322)	

•  G.	W.	Leibniz	(1646-1716)	

•  N.	Lobachevsky(1792-1856)	

•  E.	Husserl	(1859-1938)	

•  A.	N.	Whitehead	(1861-1947)	

•  J.	T.	Hjelmslev	(1873	-	1950)	

•  E.	V.	Hun]ngton	(1873-1950)	

•  T.	de	Laguna	(1876	-	1930)	

•  S.	Leśniewski	(1886	–	1939)	

•  J.	Nicod	(1893-1924)	

•  L.	M.	Blumenthal		(1901-1984)		

•  A.	Tarski	(1901-1983)	

•  K.	Menger	(1902-1985)	

•  J.	von	Neumann	(1903-1957)	

•  H.	S.	Leonard	(1905-1967)	

•  N.	Goodman	(1906	-	1998)	

•  A.	Grzegorczyk	(1922-2014)	

•  B.	L.	Clarke	(1927-1996)



２つのアプローチ 

•  この分離は、哲学史的には、点をプリミティヴ
にとるか、それとも立体（物体）をプリミティ
ヴにとるかという立場に関わる哲学的主張で、
当初は形而上学や認識論に基づき展開された。 

•  (1)は点集合論的な数学の標準的立場。 
•  (2) は連続体に関するアリストテレス以来の伝統
的な考え。 

(1) 点から立体を構成するアプローチ 
(2) 立体から点を抽象するというアプローチ 



	

	



２つのアプローチとその反動
•  (1)の方向に対する哲学的・論理学的反動 
　→メレオロジーの展開（1920’s後半～）。 
•  現代形而上学における「Gunk」や「境界」、 
　「接触」、「衝突」に関する議論。 
•  (1)と(2)にある種の対応づけを与える方向 
　→現代の数学理論とりわけ圏論的アプローチ。  
　ブール代数の表現定理（ストーンの双対定理） 
　の応用。 



２種の伝統的な連続性概念 

• 連続性の概念についてサーベイすると、連続体
の捉え方は二種に分かれる。すなわち、 
（i） 連続体の全体がその部分に優先する 
（ii）連続体の部分が全体に優先する 

• 連続性の哲学的理念化において好まれる考えで
ある（i）と、数理科学的使用に即座に耐えう
る実践的な（ii）とのあいだに緊張がある。	

• P.	Reader:	連続性の哲学的概念と数理科学的概
念の両方を満たすような連続性概念はない。 
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連続体の２つの捉え方 

• トップダウン：全体としての連続体が根本的。
何らかの連続体から始めて、諸部分へと分解す
る仕方。	

• アリストテレス	
• ホワイトヘッド	
•  Region-Based	Theory 

• ボトムアップ：連続体の部分が根本的。部分か
ら連続体を合成する仕方。	

• 原子論	
• 無限小解析	
• 点集合論（～	的トポロジー） 
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連続体の２つの捉え方 

？ 



点的対象からのボトムアップ 

• 円の定義：ある一点から等距離にあるすべての
点の集合。	

• 実数連続体の構成：自然数から整数、そして整
数から有理数を構成し、デデキントの切断（す
べての有理数の集合の切断）から、実数全体の
集合を構成。	

• 「現実的なものにおいては、単純なものが寄せ
集めに先行する」、つまり真に実在する世界で
は、モナドが、その複合によって形成される物
体に先立つ（ライプニッツ）。	
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連続体からのトップダウン 

• 立体・面・線の端（境界）として、それぞれ
面・線・点を定義。（アリストテレス）	

• 「観念的なものにおいては、全体が部分に優先
する」、つまり現象世界では、物体や連続体が
その諸部分に先立つ。（ライプニッツ）	

• タルスキの「立体の幾何学」（後述）	

• ブラウワーの「点」の定義（後述） 
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考察 

• ボトムアップは、「単純なもの→複雑なもの」
という構図。	

• しかし、「〈存在として〉単純なもの」と「〈認識
として〉単純なもの」とは必ずしも同じではな
い。	

• また、より単純なものの方が、存在として／認
識として、優先するとは限らない。	

• 「何が優先性の規準なのか」というのに依存す
る。	
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基本的な対立軸 
哲学の伝統的立場 
アリストテレス	

•  線は点に分解されないし、
点からも構成されない。	

•  線の切断（端・境界）が点。
しかし、点は線にその存在
を依存する、ある様態にす
ぎない。	

•  線は無限分割可能。ただし、
線の部分はどこまで分割し
てもあくまで線であり、線
の最小要素は存在しない。	

→	可能無限の立場。	

古典的数学の立場 
カントールとデデキント	

•  線は点から構成される。	

•  線の切断が点。点を整った
順序で並べた集合が線。	

•  線は無限分割可能。線の最
小の延長的部分は存在しな
いが、最小構成要素が存在
し、それが点。しかも点は、
実数の数だけある。	

→	実無限の立場。	
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基本的な対立軸 
アリストテレス 

「点は線の端である」	

	

「線は面の、面は立体
の、そして点は線の切
断であり分割である。
また、それらはそれぞ
れの限界である」	

 

カントル=デデキント 

カントル=デデキント
の公理：実数が幾何学
における線連続体と順
序同型であるとする
テーゼ。	

この公理は、実数と線
分上の点とのあいだに
1-1対応があると主張す
るもの。 
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点と連続体の定義の歴史 



ピュタゴラス（前570頃-486頃） 
「点とは位置をもつモナド（単位）である」 
レウキッポス（前440頃-？） 
アトムの分離や結合によって生成や 
消滅が生じる、また、アトムの配列や位置 
によって質的変化が生じるとした。 
プラトン（前427頃-前327頃） 
「点とは線のアルケー（原理）である」 
点が線に内在しているというのは、幾何学上の臆説であり、
かわりに不可分な線を、線の原理と呼ぶ。 



•  アルキメデス（前287頃-前212） 
– 取り尽くし法や不可分者の方法。『方法』に
おいて、球や回転楕円体などの立体を、それ
らの断面である円の和とみなす。 

– 基本的にはエウクレイデスの厳格な幾何学に
基づくが、時として点が「運動」して螺旋を
描くことを認めた。 



ヘレニズム時代 

プロクロス（412-485） 
• 『エウクレイデスの『原論』第1巻への注解』にお
いて、非物質的点の物質的事物に対する優先性を主
張。部分をもたない不可分な点としてのエウクレイ
デスの定義を受容し、点をあらゆる可分的な事物の
存在の原因とする。 

• また、線は「点の流れ」とする定義こそが、線の本
性を完全に指し示しているとする。ただし、これが
線の生成因からの定義だとして、線一般ではなく質
料的線にかかわるとしている。 
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ゴクレニウス『哲学辞典』(1613) 
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連続体 

	かつ 

不当に、通俗的に 

いかなる結合ある	
いは連接によって 

単純に 

自然的に一緒になる仕方で、	
つまり具体的なものによって 

人為的に接着剤によって、	
つまりニカワによって 

物体上（物体の表面が	
互いに連接するとき） 

事実上、一なる物体の力が	
他の物体の表面に達するとき 

単純に 

包含によって 



中世後期スコラ哲学 

• スコラ哲学者たちは一般に、アリストテレスの
伝統的議論にしたがい、不可分者から連続体が
合成されることを否定する。	

• しかし、連続体のうちに不可分者が存在するか
どうかについては、意見が分かれる。	

• フランシスコ・スアレス（1548-1617）	
• 不可分者を「実在する事物」とみなし、不可分者は
単に物体の端として存在する（末端的不可分者）だ
けでなく、異なる諸部分のあいだを結合するもの
（連結的不可分者）でもあるとした。	
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初期近代哲学 

リベルトゥス・フロモンドゥス（1587-1653）	

• 『迷宮あるいは連続体の合成について』
（1631）においてスアレスほかスコラ哲学者た
ちを批判。原子論を論駁し、不可分者を否定。	

• 無限分割可能な諸部分を除き、連続体のうちに
いかなる不可分者（点・線・面という「端」）
も存在しない、という立場。	

• スアレスが内在的な境界としての不可分者も認
め、２つの接触する物体が中間的な面をもつと
したのに対し、フロモンドゥスはそのような媒
介的（コプラ的）不可分者を否定。	
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ガリレオ 
• ガリレオ・ガリレイ（1564-1642）は『天文対話』
（1632）で球と平面の接触の問題を扱う。	

• シンプリチオ（アリストテレスの代弁者）は、物
質における球と平面の１点での接触を否定。	

• これに対し、サルヴィアチ（ガリレオの代弁者）
は、抽象においても球が不完全なら１点で接する
ことはなく、「たとえ物質的であっても完全な球
と完全な平面とを得れば、それが一点で接するこ
とに疑いはありません」と応じる。	

• 数学が自然から抽象されたものである点ではアリ
ストテレス主義者に同意するが、数学と自然との
あいだの完全な対応を肯定する点で離反する。 
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カヴァリエリ 

• ボナヴェントゥラ・カヴァリエリ（1598-1647）
は、『不可分者による連続体の幾何学』
（1635）において、連続体が無限数の不可分者
によって分割されている、量化されない部分に
よって構成されているとする。	

• こうして、立体・面・線の不可分者はそれぞれ、
面・線・点である。同様に、点・線・面の全体
はそれぞれ、線・面・立体を構成する。	

→微積分の起源。トリチェリがカヴァリエリの方
法の安易な解説書を書き、自己流に無限小の方法
に改定したものが大陸・イギリスに流布。	
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ステヴィン 

シモン・ステヴィン（1548-1620）	
•  1もまた数であるとし、負数に幾何学的意味を与えた。	

• 正数と連続量とのあいだ、および、数に関する算術的
操作とある幾何学的作図とのあいだに完全な対応があ
ると論じた（Arithmé(que,	1585）。	

• 数が不連続な量であるという定義を否定し、「連続的
な水が連続的な湿気に対応するように、連続的大きさ
は連続的数に対応する」として、連続量と不連続量
（数）を対応させた。	

• そして、真なる知識を得るためには、幾何学的手段を
算術的方法で代替する「誤った規則」が活用されねば
ならないとした。 
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ウォリス 

ジョン・ウォリス（1616-1703）	
• 正数をある大きさと（それと同種の大きさの）単位と
のあいだの比と結びつけて理解し、正数を比の記号的
表現とみなした。	

• トリチェリを介して不可分者の方法を知る。しかし、
幾何学的な方法ではなく、独自に算術的な方法を採用
して、算術的求積を発見する。	

• すなわち、トリチェリが幾何学的不可分者の和をとっ
たのに対して、ウォリスは算術的無限小の無限列の和
をとる→『無限算術』(1656)	

• 円の求積をめぐり、不可分者の使用を支持しないホッ
ブズと激しい泥沼の論争。 
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点なしの幾何学の萌芽的展開 
1.  	

2. 



ブラウワーの点の定義 

まず、次の有理数区間を考える。（ν,	a：自然数） 

次に、入れ子状の区間の無際限列 (	λνi	)を考える。	

このとき、すべての区間 λνi+1	は先行するλνi	の内部にある。 
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ブラウワーの点の定義 

また、λ-区間の定義より、λνi+1	はλνi	の半分に等しい。 

実際、 

となって、λνi	の長さは半減していく。 

このとき、d(	λνi	)	をλ-区間の長さとすると、 
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ブラウワーの点の定義 
ブラウワーは、この無際限な入れ子構造をしたλ-区間の	

系列を点Pないし実数Pと呼ぶ。 

つまり、“ ”という系列自体が点Pである。 

λ-区間の系列が収束する、古典的な意味での極限点を
点Pとして定義したのではないことに注意。 
	

系列を構成する各々のλ-区間は、点Pの「部分」。 
 
ブラウワーにとって点とは「未完にして永遠に非決定
な対象」 (Brouwer,	Intui(onismus,	pp.69-70;	van	Afen	
[2007],	p.	12) 
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タルスキの点の定義 

• 「立体の幾何学の基礎」(Tarski	1929,	1983)	

• レシニェフスキ(S.	Leśniewski,	1886-1939)の提案に
より、立体のみをプリミティヴな図形として、
点・線・面などの他の幾何図形を理解する「立体
の幾何学」の基礎を確立する問題に取り組む。	

• レシニェフスキのメレオロジーを演繹的体系とし
て採用し、部分-全体関係（という個体間の関係）
のみを、唯一のプリミティヴな関係概念とする。	

• 他方で、立体から出発するために、「球」(sphere)
の概念を、唯一のプリミティヴな対象概念とする。 
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タルスキの点の定義 

• タルスキは、ピエーリ(Mario	Pieri,	1860-1913)の
仕事に基づき、ユークリッド幾何の公理系は、
点の概念および任意の点から等距離にある2点
の概念によって定義可能であるとする(Tarski,	p.	
27,	Postulate	1)。	

• タルスキは、球の外接（定義1）や内接（定義
2）、そして「同心的」(定義5)という概念を定
義したあと、点の定義へと向かう。 
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タルスキの点の定義 

• つまり点は同心球のクラスとして定義される。
これに従えば、各々の同心球は、点の要素であ
る。言い換えれば、球が1階の個体であり、点
は2階の対象である。	

•  2点間の等距離の概念も、第3の点の同心球上に
あるものとして定義される。	

• 立体も、球の任意な和(sum)として定義される。 

定義6.　点は、与えられた球と同心的なすべての	

													球のクラスである。	
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タルスキの点の定義 

同心球のクラス 
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ホワイトヘッド 

• 世界は我々に経験される性質ないしプロセスの
織りなす構造体であり、出来事を基本的要素と
する。	

• この「出来事」という時間・空間より先なる領
域（連続体）をプリミティヴな所与として、そ
の部分-全体関係に基づき、「延長的抽象化」
によって概念形成がなされる。	

→Tarski,	Grzegorczyk,	Clarke,	Gerla,	Mormannらに
よって、ホワイトヘッドの領域ベースによる
（点なしの幾何学という）アイデアが数学的に
整備されていく。	
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「点なしの」幾何学の現代的展開 

• M.H.	Stone[1930’s]：ブール代数（という点なし構
造）とブール空間（点ベースの位相空間構造のド
メインに属する）は同値であることを示し、点な
しの構造から点を構成する数学的に厳密な方法を
提示。	

• 純粋に代数的なデータ（例えばブール代数）から
位相論的に興味深い空間を構成。	

•  Johnstone[1982]：ブール代数の表現定理を数学的
に発展させ体系化。点のない位相空間であるLocale
の概念と方法を強調→トポス理論、ドメイン理論	

•  Vickers[1989]:	Localeに基づいた領域理論。	
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「点なしの」幾何学の現代的展開 

• 点なしの位相空間論(Pointless	Topology)とは、
（正則）開集合束がプリミティヴな概念として
とられる位相空間論(Johnstone,	1983)。	

• 点なしの構造は、点ベースの構造で表現可能。	

• ホワイトヘッドが試みたものは、数学的に厳密
ではなかったが、後に点なしの構造は点ありの
構造と同型にできる（トポロジーなどで）とい
う数学的結果がえられている(Mormann,	1998)。	
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Hellman & Shapiro 

• アリストテレス的な点なしの連続体を現代的に
再構成。	

• 準-アリストテレス的な領域ベースの連続体論。
→連続体がGunkyであるというアリストテレス
の要件を満たす代わりに、実無限を容認。（可
能無限に制限する方向はLinneboがやってる）	

• そうした領域ベースのモデルが、デデキント＝
カントル流の点集合論的連続体の構成と同値に
なることを証明。	

• 連続体（あるいは点）を多元的に捉えるべきこ
とを主張 。 

42 



Hellman & Shapiro 

• 連続体が点から合成されているかどうかは、せ
いぜい利便性の問題。	

• 連続体についての考えは多元的（punc]form,	
intui]onis]c,	smooth,	predica]ve,	gunky,	etc.）。	

• それぞれが連続的なものについて言われる特徴
を掴んでいる。だが、いかなる一つの理論も、
それらすべての特徴を捉えているわけではない
し、捉えうるわけでもない。 	
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連続体の全体的見取り図 

Hellmann	&	Shapiro,	Varie(es	of	Con(nua	(Oxford	U.P.,	2018) 
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連続体概念の多様性 

1.  無限分割可能性	

2.  点からの構成	

3.  無限小量の合成	

4.  アトムレス・ガンク	

5.  直観主義的連続体	

6.  巨大な可能性	

+				不可分者からの合成	

							etc.		
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数学的構造主義 
•  Hellman	&	Shapiro:「構造主義のテーマは、数学理
論において重要なのは、対象の内的本性──数、関
数、点、領域、集合など──ではなく、これら対象
が互いにどう関係するかである、ということであ
る」(Mathema(cal	Structuralism,	2019,	p.	1)	

• 点とか連続体とか、そういう対象の本性が重要な
のではない。	

• これら対象の関係ないし構造やそれらの対応と
いった抽象的形式が、数学理論において重要。	

• したがって、H	&	Sは連続体にかんする数学的諸理
論の構造的関係に関心がある。 （哲学理論は?） 
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連続体に関する哲学的直観 

• アリストテレス:「感覚的な線は幾何学者の定
義するとおりの線ではない」（Meta.,	997b35）	

• 「たとえば丸い輪と物差しとは決して幾何学で
言われるとおりに一点で接するわけではない」
(998a1-4)	

• ベルクソンの「持続」の考え。幾何学化・空間
化されない時間にかんする形而上学的直観。	
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ヒルベルト 

• ヒルベルト：「いつでも点、線、平面の代わり
に、机、椅子、ビールジョッキについて語るこ
とができるのでなければならない」	

• ヒルベルトはその幾何学的体系ないしトポロジ
カルな体系における役割の観点から、公理的に
点を特徴付ける。暗黙的定義としての「点」。	
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Dana Sco6 

• Dana	Scof:	幾何学のプリミティヴな対象を立体
（領域）のみに限定することに、何か（数学的
な）意義はあるのか。	

• Dana	Scof:	自然的かつ実践的な幾何学を実現す
るべく、（プリミティヴな概念の）ある理念化
を避けるために、別の理念化を（暗黙的に）導
入していないか、という問題。	

　たとえば、「合同」の概念など。→「近似」
（approxima]on）の問題。近似幾何学。 
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素朴な問い 

• 数学など科学の進展によって、哲学者たちが
持っていた（持っている）ような、「連続性」
に関する哲学的直観のようなものは消去される
のだろうか。	

• 連続体ないし連続性に関する哲学的直観（おそ
らく複数ある）の「自然化」ないし「形式化」
の推進。	

• 形式化された直観的連続体は、はたして連続体
の哲学的直観を本当に救ってくれているのか。
（フィードバック）	

50 



参考文献（一部） 
•  G.	Hellman	&	S.	Shapiro	[2018],	Varie(es	of	Con(nua:	From	
Regions	to	Points	and	Back,	Oxford	University	Press,	2018.	
[アリストテレスの連続体論とデデキント=カントル流の点集合論を対応づけ、連続体の多元主義を唱える]	

•  P.	Reeder,	“Labyrinth	of	Con]nua”,	Philosophia	
Mathema(ca,	Vol.	26	No.	1	(2017),	pp.	1-39.	［連続体概念の諸立場に関する良いサーベイ］	

•  C.	Coppola	&	G.	Gerla	[2013]	“Special	Issue	on	point-free	
geometry	and	topology.	An	introduc]on”,	Logic	and	Logical	
Philosophy,	Vol.	22	(2013),	139-143.	

•  G.	Gerla	[1995],	“Pointless	Geometries”,	Handbook	of	
Incidence	Geometry,	Buildings	and	Founda]ons,	1995,	pp.	
1015-1031.	[点なし幾何学の諸理論における点概念の定
義をサーベイ]	

51 



参考文献（一部） 
•  M.	van	Afen	[2007],	Brouwer	meets	Husserl:	On	the	
Phenomenology	of	Choice	Sequences,	Springer,	2007.	

•  A.	Tarski	[1929],	“Les	fondements	de	la	géométrie	des	corps”,	
Annales	de	la	Société	Polonaise	de	Mathéma(que,	Krakow	1929,	
pp.	29–33.;	“Founda]ons	of	the	Geometry	of	Solids”,	in	Logic,	
Seman(cs,	Metamathema(cs:	Papers	from	1923	to	1938,	
Hackef,	1983.	

•  Peter	T.	Johnstone	[1983],	“The	point	of	pointless	topology”,	
Bulle(n	(New	Series)	of	the	American	Mathema(cal	Society,	8(1):
41-53,	1983.[Johnstone	[1982]	Stone	Spacesの本人による概説]	

•  	S.	コッペルベルグ『現代のブール代数』広瀬健 監訳、淵野
昌 訳、共立出版、1986年。[ブール代数の表現定理ないしストーンの双対定理への入門]	

•  Dana	Scof,	Geometry	Without	Points.	[大御所による]	
URL:=<hfps://www.youtube.com/watch?v=sDGnE8eja5o> 

52 



参考文献（一部） 
•  『アリストテレス全集4	自然学』、内山勝利訳、岩波書店、2017年。	

•  アリストテレス『形而上学』（上・下）出隆訳、岩波文庫。	

•  『エウクレイデス全集第１巻原論I-VI』斎藤憲・三浦伸夫 訳・解説、東京大学出版会、2008年。	

•  Th.	Heath,	The	Thirteen	Books	of	Euclid's	Elements,	vol.	1,	Dover,	1956.	
•  R.	Goclenius,	Lexicon	Philosophicum,	1613.	［近世に流通した哲学辞典］	

•  F.	Suarez,	Disputa(ones	Metaphysicae,	XL,	De	quan]tate	con]nua,	in	Opera	
Omnia	(ed.	by	C.	Berton),	vol.	26,	(Paris,	1861),	Sect.	V,	pp.	551-571.	[DM]	［中世と近世過渡期の後期スコラ哲学の基本書。デカルトやライプニッツに
影響を与えた。 ］	

•  L.	Fromondus,	Labyrinthus	sive	de	composi(one	con(nui.	Liber	unus,	
Philosophis,	mathema(cis,	Theologis	u(lis	et	iucundus,	Antwerpen,	1631.［いわゆる「連続体の合成の迷宮」としてライプニッツがその生涯をかけて研究することになる難問に関する古代から後期スコラ哲学までの言説を検討した書。］ 

53 


