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本書は数学の本ではない．哲学の本である．数学についての哲学の

本である．しかも，数学全般についての哲学の本ではない．数
すう

，とく

に自然数，についての哲学の本である．

自然数の重要さには議論の余地がない．自然数なくしては，いかな

る学問も，文化も，文明も，日常生活も成り立たない．自然数を使わ

ずにリアリティーを満足に記述することはできないし，そもそも自然

数がないリアリティーなどありえない．リアリティーに何かが存在す

れば，その何かは，いくつか自然数個あるはずだ．仮にリアリティー

にまったく何もないとしても，それはゼロ個のものがあるということ

なので，（ゼロという）自然数はあることになる．リアリティーと自然

数は切っても切れない関係にあるのである．

自然数論以外の数学分野には触れないが，そういう分野の代表であ

る幾何学と自然数論のちがいの 1つを指摘することによって，本書の

本題である自然数の分析の足がかりにすることにしよう．

自然数論と幾何学のちがいはいくつかある．そのうち 1つの重要な

ちがいは，あきらかに，幾何学の対象が個体ではないということだ．

幾何学は，三角形とか台形とかトーラスなどをはじめとする図形一般

についての学問であって，ある特定の三角形や台形やトーラスについ

て，それだけにあてはまる真理を探究する学問ではない．もちろん，

たとえば正三角形とか二等辺三角形とかいった特定の種類の三角形を，

そのほかの種類の三角形とは区別してあつかうこともあるが，1つの

特定の正三角形の個体を問題にするのではない．すべての正三角形の
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個体について，それが正三角形であるかぎりにおいて所有している性

質を調べるのである．

これとは対照的に，自然数論は，自然数一般にあてはまる真理を探

究すると同時に，特定の自然数 1つ 1つについても別々に語る．たと

えば，0に先行する自然数はないとか，17は素数だとかいうのは，0

という特定の自然数である個体，17という特定の自然数である個体

についての主張であって，ほかの自然数についての主張ではない．た

とえば，「1と 2と 5と 10のみを因数とする自然数は 1つしかない」

という存在命題は，10という特定の自然数が 1つの個体として存在

するから真なのである．それにくらべて「内角がすべて 60°である三

角形は 1つしかない」という存在命題は真ではない．そのような三角

形（正三角形）は無数にある．辺の長さがことなる正三角形はおなじ個

体ではないからだ（xがもっていて yがもっていない性質があれば x

と yは同一の個体ではない，というのは同一性についての基本的な

原理である）．「内角がすべて 60°である三角形は一種類しかない」と

いう存在命題は真だが，それはトリヴィアルだから真であるにすぎな

い．「内角がすべて 60°である三角形」という三角形の種類は，それ

以外の（三角形の，またはもっと一般に図形の）種類とは別の種類であ

る 1つの特定の種類だが，1つの特定の個体ではない．「グラニー・

スミス」というリンゴの種類が 1つの特定の種類であって，1つの特

定の物理的個体ではないのとおなじである．

個々の自然数は個体だ．もちろん物理的個体（物体）ではないが，非

物理的個体だ．すくなくとも，それが本書でのわたしたちの出発点で

ある．それとはことなり，自然数は図形のように個体性をもたない何

かだという立場もあり，それは第 4章で検討するが，そもそも，その
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ような立場が注意を引くのは，図形の場合とちがって，自然数が個体

ではないという主張が驚くべき主張だからにほかならない．

自然数にかんする文は，「3たす 7は 10」などという教科書的な文

にかぎらず，日常生活にあふれている．自然数にかかわる語句も，副

詞，形容詞，名詞，動詞など，いろいろある．

女性が 2人お茶を飲んでいる．　　　　（副詞）

2人の女性がお茶を飲んでいる．0　　（形容詞）

お茶を飲んでいる女性が 2人いる．　　（副詞）

お茶を飲んでいる女性の数は 2だ．　　（名詞）

お茶を飲んでいる女性の数は 0だ．　　（名詞）

お茶を飲んでいる女性はいない．0　　（動詞）

女性は誰もお茶を飲んでいない．0　　（名詞，動詞）

最後の 2つの文には数字がないが，「いない」と「誰も…いない」

という表現が「0」という数字の役割をになっているといっていい．

上の 7つの文はすべて，日常生活でわたしたちが自然数を使うもっと

も普通の状況を例示している．それは「かぞえる」という行為をする

状況である．かぞえることができなければ，自然数について考えるこ

ともないだろう．いっぽう，かぞえることができれば，自然数につい

て考えないわけにはいかなくなる．

かぞえるという行為について考えることからはじめて，自然数の本

質，経験世界との関係という 2つの主題にまつわる諸々のトピックを，

緻密な思考で突きつめていこうというのが本書のねらいだが，それを

するには，漠然と気分のむくまま頭をひねっているだけではダメであ
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る．きちんとした方法がいる．本書で使うのは，どんなトピックの哲

学的な分析にも必要だが特に自然数の分析には絶対に不可欠な方法，

すなわち論理の方法である．本書と対をなす拙著『「論理」を分析す

る』（岩波現代全書）にくわしく説明されている演繹論理学は，歴史的

にも自然数論と深い関係にあり，自然数を語るにあたって，方法とし

て欠かすことのできない役割をになうにとどまらず，内容にかんして

も中心的な重要性をもっている．自然数についての考察のなかで，論

理学の特定の概念やテーゼにたよることがもとめられる場合，そのつ

ど適宜『「論理」を分析する』に言及するというのが本書の方針であ

る．
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かぞえるということ
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リンゴの木の枝にリンゴが 3個なっている．あなたはそれを枝から

もぎとってカゴのなかに入れる．そしてそのカゴを自宅にもち帰り居

間のテーブルに置く．その 1時間後にリンゴを 1個手にとって半分食

べ，のこりをカゴに戻す．

この一連のできごとはごく普通のできごとだが，この普通なできご

とには，じつは結構おもしろい哲学的なトピックがいくつか秘められ

ている．まず，もぎとる前に，枝にリンゴが 3個なっているという状

況があなたには即座に把握できるということが，すでに哲学的におも

しろい．状況の把握者としてあなたが特に優れているからおもしろい

わけではない．あなたが特別なのではなく，誰でも同様の状況にあれ

ばリンゴが 3個なっているという状況を把握できる，ということがお

もしろいのである．「いったいそのどこがおもしろいのか」と問われ

れば，その答えは複数あるが，本書にかかわる答えは「リンゴの数が

3個だ，とすぐわかるところ」である．

まず，リンゴをかぞえるということ自体がおもしろい．それは，リ

ンゴの色をみるとか，匂いをかぐとか，触れて表面のなめらかさを感

じるとかとはちがう．色をみるには視覚が，匂いをかぐには嗅覚が，

なめらかさを感じるには触覚が必要だが，数をかぞえるのに必要な特

有の知覚はない．もちろん，リンゴを何らかのモードで知覚していな

ければ，そのリンゴの数をかぞえることはできないが，数をかぞえる

という目的に特化した知覚はない．ということは，かぞえるというこ

とは単なる知覚現象ではないということだ．末端知覚器官の働きが引

きおこす現象ではなく，中枢での包括的な情報処理によってはじめて

達成される心的行為なのである．

リンゴをかぞえるのは，ミカンをかぞえるのとおなじ種類の行為で
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ある．もちろん，リンゴとミカンというちがいはあるが，たとえば，

リンゴの皮むきとミカンの皮むきがおなじふうになされる行為ではな

いのに対し，リンゴをかぞえるのとミカンをかぞえるのは，おなじふ

うになされる行為である．リンゴの皮をむくのに包丁かナイフを使わ

ない人はいないだろうし，ミカンの皮をむくのに包丁やナイフを使う

人はいないだろう．その意味でリンゴの皮むきとミカンの皮むきはち

がう．それにくらべて，リンゴをかぞえる行為とミカンをかぞえる行

為のあいだに差はない．リンゴを 1つ 1つ指差しながら「1, 2, 3, . . .」

と口ずさんだり，あからさまな動作なしに目でリンゴを追いながら心

のなかで「1, 2, 3, . . .」と念じたりしてリンゴをかぞえるように，まっ

たくおなじ仕方でミカンもかぞえるのである．

皮むきは，皮のあるものにしかできない．電子の皮をむくとか，内

閣の皮をむくとか，天気予報の皮をむくとかは，誰にもできはしない．

非常にむずかしいからではなく，そういう行為は意味をなさないから

である（比喩的には意味をなしうるといえるかもしれないが，文字通

りの意味はない）．電子は物理的実体ではあるが，皮をもつ種類の物

体ではない．内閣は人間という物理的実体を構成員としてもつが，そ

れ自体は物理的実体ではないので，皮などありえない．天気予報は物

理的実体でないばかりか，いかなる種類の個体でもなく，できごと，

あるいは命題なので，「皮」という概念はあてはまりようがない．

これに対して，かぞえるという行為は，電子にも，内閣にも，天気

予報にもあてはまる．じっさい，かぞえることができないものは考え

にくい．思考の対象になりうるものならば何でも，かぞえるという行

為の対象にもなりうると思われる．自然数そのものも，かぞえること

ができる．たとえば，2と 9のあいだの素数をかぞえるのは，テーブ
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ルの上のリンゴをかぞえるのとおなじように簡単である．素数はリン

ゴのように指差すことはできないので，紙に書いた数字であらわすと

か，頭のなかで表示するとかいう操作は必要だが，かぞえられるもの

（リンゴ，素数）を正の整数「1, 2, 3, . . .」に各々対応させていくという

行為にちがいはない．

1 2 3 …

…

「かぞえる」という行為の例がしめすように，自然数は，リアリテ

ィーのすべての部分にかかわる不思議な何かなのである．自然数より

幅広い存在感のあるものを考えることは，かなりむずかしい．ひょっ

とすると不可能かもしれない．

自然数は，すべての種類の数の礎になる数である．「自然数」とい

う単語には，正の整数（1, 2, 3, . . .）を指す使用法と，負でない整数（0, 

1, 2, 3, . . .）を指す使用法があり，どちらも広く普及しているが，本書

では後者をとる．「リンゴが 3個ある」と「リンゴがない」をおなじ

枠組み内で統一的に語るのに，後者のほうが適しているからだ．

リンゴはかぞえられるが，ワインはかぞえられない．「ワインが 1

つしかない」とか「ワインが 3つもある」とかいうのは，文字通り解

釈すれば意味をなさない．もちろん，だからといって「ワインがあ

る」が意味をなさないわけではない．「ワインがある」は文字通り十

分意味をなし，時と場所によっては真でもありうる．ということは，

「ワインがある」は「ワインがすくなくとも 1つある」を含意しない

ということである．水もかぞえられないが，水の分子はかぞえられる



 5� 第 1 章　かぞえるということ

ので，「水がある」は「水の分子がすくなくとも 1つある」を含意す

る．それに対して，ワインの分子なるものはないので，ワインは水よ

り強く，かぞえられるのを拒否する何かである，といえるだろう．

もちろん，ワインをビンやグラスなど何かの入れ物に入れて，その

入れ物をかぞえることはできる．だがそれは，ワインをかぞえるとい

うよりも，ワインを測るというべき行為である．「ワインがグラス 3

杯ある」というのは「ワインが 3リットルある」というのとおなじカ

テゴリーの命題だ．「リットル」という入れ物があるわけではないが，

「1リットル」という液体体積が単位として定まっており，その 3倍

の量のワインがあるというのが「ワインが 3リットルある」の意味で

ある．「ワインがグラス 3杯ある」の場合は，グラスの容積（またはそ

れに近い容積）がその場での単位として使われているので，グラスを

かぞえれば，その単位の何倍の量のワインがあるかが決定される．い

ずれにしても，ワインそのものが 1つ 2つ 3つとかぞえられているの

ではない．

1　リンゴをかぞえる

ワインとちがって，リンゴはかぞえられる．箱に入れて「ひと箱，

ふた箱，…」とかぞえられるのみならず，リンゴ自体をかぞえること

ができる．この点でリンゴは水ともことなる．水の分子とちがってリ

ンゴの分子などというものはないので，リンゴをかぞえるとき，わた

したちはリンゴの分子をかぞえているわけではない．そうではなく，

リンゴそのものをかぞえているのである．だが，ここで 2つ疑問がわ

く．
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「リンゴの分子というものは本当にないのか？」と「「リンゴがあ

る」は「リンゴがすくなくとも 1個ある」を含意するのか？」という

2つの疑問である．この 2つの疑問のあいだには深い概念関係が成立

しており，別々に検討するよりも，共通の例からはじめて関連した形

であつかうのがいい．

リンゴの個数をかぞえた結果が「2」だったとしよう．つまり，つ

ぎの文が真だったとしよう．

（1）　リンゴが 2個ある．

ということは，リンゴが 1個あり，さらにもう 1個あり，かつ，もう

それ以上ない，ということだ．これを論理的に正確な言い方で表現し

なさい，といわれれば，正統派の論理学にしたがって，つぎのような

言い方をするのが普通だろう．

（2） 　個体 x と個体 y があり，x と y はリンゴで，x と y は別物

で，x と y 以外にリンゴである個体はない．

これを，論理の記号で書きあらわすとつぎのようになる．

（3）　7x7y [Ax & Ay & x ! y & J 7z (Az & z ! x & z ! y)]

「7x」は「何らかの個体 x があり」，「Ax」は「x はリンゴだ」，

「J」は否定，をそれぞれ意味する．このように論理式として書き出

せば，「リンゴが 2個ある」という判断をくだすときに，わたしたち

は「=」であらわされる同一性関係にコミットしている，ということ

があきらかになる．x と y を 2つの個体だと判断するのは，x と y は

個体だが同一の個体ではないと判断するということだ．ものの数をか
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ぞえるということは，同一性関係を仮定しなくては不可能なのである．

これに気づくことは，ごく普通の日常行為が基本的論理概念に支えら

れているということに気づくことであり，哲学的に大事である．

（3）は（2）の記号化にすぎないので，（2）が（1）の正確な言い換えでな

ければ，（3）は（1）の正確な記号化ではありえない．だが，じつは（2）

は（1）の正確な言い換えではないのである．しかし同一性関係の使用

についてあやまりがあるわけではないので，前段落での大事なポイン

トは損なわれない．では（2）のどこに，あやまりがあるのだろうか．

（1）が真だとしよう．ならばリンゴが 2個ある．各々のリンゴは個

体なので，個体 x があり，x はリンゴで，個体 y があり，y はリンゴ

だ．さらに，x と y は別物なので，（2）は真である．よって，（2）は

（1）の必要条件である．ここまではいい．だが，その逆が問題なので

ある．（2）が真だとしよう．ならば，個体 x と個体 y があり，x と y

はリンゴで，x と y は別物で，x と y 以外にリンゴである個体はない．

だが，ここからリンゴが 2個あるという結論はかならずしも導き出さ

れないのだ．つまり，（2）は（1）の十分条件ではないのである．それを

確認するには，つぎのことを確認すればいい．

枝からもいだばかりの 1個のリンゴを半分に切ったとしよう．そし

て，その半分ずつのリンゴを，お皿にもったとしよう．お皿には，そ

れ以外何ももられていない．この状況で，お皿の上に何がいくつある

かと聞かれたら，どう答えるべきだろうか．まず，お皿の上にリンゴ

がある，ということはあきらかである．そして，リンゴ以外何もない

（目にみえない塵や空気などは無視する）．では，リンゴが何個あるの

か．お皿のリンゴは枝からもいだリンゴである．枝からもいだリンゴ

は 1個であり，それ以外のリンゴはお皿にない．なので，お皿のリン
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ゴは 1個のリンゴであり，それ以上のリンゴではない．よって，お皿

にはリンゴが 1個あり，かつ 1個しかない．すなわち，リンゴは 2個

ない．ゆえに（1）は偽である．

と同時に，半分に切り離されたリンゴの「切り身」はリンゴである

ことに変わりはないので，お皿にはリンゴであるものが 2個あるとい

うことになる．お皿に 2つの個体がある，ということに疑いはない．

そして，その 2つの個体がともにリンゴだ，ということもたしかであ

る．だが，お皿にリンゴが 2個あるわけではない．よって，お皿の上

の状況を記述する文として（2）は真だが（1）は偽である．ゆえに，（2）

は（1）の十分条件ではない．

だが，（1）が偽だということに疑いをもつ読者はすくなくないかも

しれない．なぜ，お皿にリンゴが 2個あるということにならないのだ

ろうか．

それは，「リンゴである個体が 2個ある」は「リンゴが 2個ある」

を含意しないからだ（「2個」だけでなく，「1個」，「3個」，「4個」な

ど「ゼロ個」以外ならすべて同様である）．リンゴが 2個あるために



 9� 第 1 章　かぞえるということ

は，リンゴである個体が 2個あるだけではダメで，2個のリンゴがな

ければならない．すなわち，1個のリンゴがあって，かつ別のもう 1

個のリンゴがなければならない．リンゴである 1個の個体は，1個の

リンゴ（である個体）ではかならずしもない．1個のリンゴとリンゴで

ある 1個の個体のちがいは，1個のリンゴはリンゴの形をしていなけ

ればならないが，リンゴである 1個の個体はリンゴの形をしていなく

てもいい，ということである．半分に切られたリンゴは，リンゴの形

を失っている（正確にいえば，「1個のリンゴ」の形を失っている）．

半分のリンゴがリンゴの形をしていない，ということを疑う読者は，

四角錐に切られたリンゴを想像してみればいい．そのようなリンゴの

切り身は，ピラミッドの形をしている．ピラミッドの形はリンゴの形

ではない．よって，そのようなリンゴの切り身はリンゴの形をしてい

ない．1個のリンゴを複数の四角錐に切り分けたとしたら，リンゴの

数は 1個であるという事実は変わらないが，リンゴである個体の数は

複数になる．

「いや，ちょっと待った．その場合，リンゴが 1個あるとはいわず，

リンゴである四角錐の個体がリンゴ 1個分ある，というべきだろう．

1個のリンゴは切り分けられることによって存在しなくなり，その代

わりに複数のリンゴの切り身が存在することになる．そして，その複

数の切り身は，全部でリンゴ 1個分なのだ．同様に，半分に切られた

だけの状況でも，リンゴが 1個あるのではなく，リンゴの切り身が 1

個分あるだけだ」といいたい読者がいるにちがいない．この主張はも

っともなのだが，（2）は（1）の十分条件ではないという論点への反論に

はなっていない．そのような反論をするためには，（2）が真ならばか

ならず（1）も真でなければならない，と主張する必要があるが，「目下



10

の状況ではお皿にリンゴが 1個分あるがリンゴが 1個あるとはいえな

い」といっても，そのような主張にはならない．お皿にリンゴが 1個

あるのではなく，リンゴが 1個分あるのだとしても，それは，お皿に

リンゴが 2個あるという主張の支えにはならない．それどころか，そ

ういう主張を覆すことになるのである．リンゴがきっかり 1個分ある

ならば，リンゴが 2個あるのではないのだから．

2　リンゴの分子

水の分子はあるが，ワインの分子はない．グラスのワインを半分に

分けて，それをまた 2等分して，それをさらに 2等分して，というぐ

あいに続けても，ワインの分子に到達することはない．それ以上分け

たらワインでなくなるという，そういうワインの最小単位というもの

はない．グラスのワインを 2等分した段階では，それぞれの半分はま

だワインであり，2等分し続けて炭素，酸素，水素などの化学物質に

まで分解されてしまえばワインはなくなるにもかかわらず，その両極

端のあいだのどこかに，ワインの最小単位を選り分けできる等分操作

の段階があるわけではない．グラス 1杯のワインは，数多くの小さな

ワイン分子の集まりではなく，数多くの小さなワインでないもの（炭

素原子，酸素原子，水素原子など）が集まった結果自然にワイン性を

帯びるようになったものである．数多くの小さな構成要素の個別の性

質だけからは予想できないが，それらの構成要素が複雑な相互関係を

もつことによって大局的におのずから現れる性質がワイン性なのであ

る．

それに対して，コップの水を半分に分けて，それをまた 2等分して，




