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1.2
数学と権威：旧世界と新世界における
会計学に関する事例研究
ゲイリー・アートン／横山玲子（訳）

ラン・ビショップが著した論文のタイトル「西洋の数学：文化帝国主義におけ

アる秘密兵器」(1990)は，数学史および数学的実践の本質と地位について著され
た最近の文献の中では，最も挑発的なものの一つと言えよう1)．「西洋の」とい

う形容詞から始まるこの論文は，いくつもの示唆に富んでいる．多くの数学者の思考に
知識を与える基盤的な哲学であるプラトン哲学によれば，数学的真理は人間の経験を
超えたところにあり，言語，文化，歴史とはかけ離れた抽象的な領域にある．だとすれ
ば，数学はどのような意味で優先的に地球のどちらか一方の半球に結びつくと考えられ
たのだろうか？ また，数学 配置や数量，また代数，解析，幾何学に関連づけられ
た概念に関する，冷静さと論理を前提とした研究 は，社会的政治的に積み上げられ
た物質や概念，例えば「武器」「文化」「帝国主義」と有意義に関わりあうのだろうか？
ちょうど良い具合にビショップの論考のタイトルが，数学とやっかいな修飾語とは「秘
密」の関係にある（あるいは，あった）と主張して，この難題に対する一つの答えを提
供してくれている．
件の論文の中でビショップは次のようなことを述べている．すなわち，西ヨーロッパ

の植民地社会は，15世紀から 19世紀にかけてさまざまな異国の地に合理主義と「オブ
ジェクティズム」（世界とは全体の脈絡の中から抽出することのできる不連続な物質に
よって成り立っている，という考え方）を持ち込んだだけではなく，数学的な思想や手
順を用いる明らかに定式化した多くの方法も持ち込み，そのすべてを組み合わせ，植民
地における物理的社会的環境に対する西欧的統御を促進したのである．このような権
力と統御の体制は，ビショップの言う「数学的技術による文化力」を作り上げ (Bishop

1) この原稿に厳しく目を通してくれたキャリー・ブリージンとジュリア・マイヤーソンに感謝を述べた
い．本稿において，事実あるいは論理的な間違いがあれば，ひとえに筆者の責任である．
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1999, 50)，会計，交易，行政，教育に関連する制度の中で，植民地に埋め込まれていっ
たのである：

明確な合理主義と冷たい論理を持つ数学は，精度，いわゆる「客観的」事
実（文化からも価値からも干渉されないように見える），人間的な弱さの
欠如，予測力と制御力，挑戦と問いかけに対する奨励，より確実な知識を
得ようとする推力ということにおいて，本当に最も強力な武器だったので
ある．(Bishop 1990, 59)

我々が，数学の使われ方をより概括的に見ようとするとき，特に古代や現代の国家に
おける会計システムやその他の行政事業においては，次のようなことが明らかになる．
すなわち，数学の持つ素晴らしい，優雅な，そして冷静な技術として想像されているも
のが，何度もさまざまなところで，思想的，哲学的，政治的な広範囲にわたる計画と生
産において，権力のシステムと関係性に密接に関わっているのである．ここで我々が，
この歴史と関連して扱う中心的な問題は，次のことである：数学と権威のつながりはど
のようにして起こったのか？ そして，いかにして，なぜこの関係が，それぞれ異なっ
た歴史的背景の中で独特の方法で発展したのか？
数学と権威の関係について話すことは，帝国主義者の行政体制に問題を限定するもの
ではない．社会を秩序づけるために数学に基づく理論的枠組みを採用することは，その
他の背景からも生じてくる．例えば，数学的証明が上手く達成された結果，数学者の間
に生じる権威から，社会的行為の測定と定量化に没頭する人々による試みに至るまでで
ある（マッツォッティによる本書 3.3節を参照）．要するに我々がここで関わろうとして
いることは，算術手順や数学的演算による数字の操作と結びつく多くの問題や，こうし
た活動が権威を強化し，社会における個人および/または集団，あるいは階級間 例
えば，官僚と市民との間，より特定な背景で以下に述べていくような，征服者と被征服
者との間である の権力の違いの基礎となる方法についてである．
我々は，上に述べた問題に対して，三つの異なった，しかし歴史的には関連する，文
化的，社会史的脈絡に取り組んでみよう．最初に，ヨーロッパが新世界への侵略に徐々
に向かっている時代の西洋における数学的哲学と権威の概念について考察する．ここで
は，ヨーロッパの商業資本主義における複式簿記の登場について概観する．次に，先コ
ロンブス期アンデスのインカ帝国におけるキープ（khipu;結び目のついた紐）という記
録方法について検討を加える．そして最後に，16世紀にヨーロッパ人が侵略しインカ
帝国を征服したあとにアンデスで起こった，スペインの文字による（アルファベットを
用いた）記録方法と，インカの結び目のついた紐による記録方法との出会いについて検
討してみたい．

会計，権威，権力そして正当性
過去数十年の間に，批判的な会計史研究者たちによって著された豊かな文献は，会計
が，国家社会における統治の技術，統治のための合理性という役割を持っていること
を明らかにしてきた．会計とその特殊な表記法的技術は，対象を統御し管理しようと
する国家が採用する，主要な道具の一つである (Hoskin and Macve 1986; Miller and
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O’Leary 1987; Miller 1990)．ピーター・ミラーは次のように述べている：

二つの独立した実体というより，会計と国家は相互に依存し，互いに支え
合う一組の実践とみなすことができ，その結合と境界は，国政術に関する
技術を作りださなくてはならないという懸念から，少なくとも初期の段階
に作り上げられた．(Miller 1990, 332)

会計に焦点をあてることは，アンデスとヨーロッパ（スペイン）の数学的実践につい
て検討するためには，最も関連性の高い取り組み方の一つである．なぜなら，公文書館
や博物館に保管されているほとんどの文書の作成が，この二つの社会における数学的
活動に由来するからである．キープは，何よりもまず，人口調査や税の査定といった国
家の活動に関連する情報を記録するために使われた装置であった；スペインの官僚た
ちが君主の海外所有財産の管理について書いた文書記録も，確かな情報であった．例
えば，新世界のスペイン植民地行政でもたらされた 34,000レガーホ（legajo;文書の束
の単位）の文書は，現在セビーリャにあるインディアス公文書館に保管されており，こ
の膨大な量の文書は インディフェレンテ（Indiferente：雑多なもの/未分類）とラ
ベルを貼られたものを除いて コンタドゥリーア（Contaduría; 会計業務：1,953レ
ガーホ）とコントラタシオン（Contratación;貿易契約：5,873レガーホ）に分類されて
いる (Gómez Cañedo 1961, 12–13)．したがって，会計に焦点をあてることは，この二
つの国家において記録に用いられた算数と数学的実践の相対的複雑さ，同様に，定量化
の原則における類似性と相違性を考察するのに，最良の機会を与えてくれるのである．
本稿の焦点は，数学と権威との関わりを会計という文脈の中で見ることにあるが，ま

ず，「権威」の持つ意味を明確にしない限り，また，この概念が，正当性，権力，社会規
範を含む，社会的政治的関係性という広範な領域といかに関連しているのかを検討しな
い限り，これらの概念と人間の知的活動について検討することはできないだろう．この
問題に最も関連する研究を行ったのは，もちろん，マクス・ヴェーバーである (Weber
1964)．権力の問題だけを考えれば，ヴェーバーはこの概念をよく知られている次のよ
うに定義した．「（…）蓋然性（確率）というのは，ある社会関係の中にいる行為者が，
反対なのにもかかわらず，あるいは根拠にかかわらず，彼/彼女の意志を実行する立場
にいるということ，まさに蓋然性（確率）はそこにある」(Uphoff 1989, 299)．この定義
から，権力が権威と正当性と密接に結びついていることは明らかである．ノーマン・ウ
ホフは，権威は遵守のための「主張」として理解すべきであり，正当性はこうした主張
の「受容」として理解すべきである，という趣旨の力強い議論をしている．つまり，そ
れぞれの人々は，このような権力の関係性の中に置かれているのである；一方は「権威
を持つ人々」であり，もう一方は，対象となる人々であって，権威者の主張を受け入れ
ている (Uphoff 1989, 303)．したがって，威信に関連づけられた権力は，それに与えら
れた正当性に依存するという意味において，我々が関心を寄せているこの三つの中心的
概念は因果的に結びつけられているのである．
ヴェーバーは権威を，いずれも規範と特定の関係を持つ三つの主要なタイプに分類し

た．一つは，「カリスマ的権威」であり，預言者や革命家として現れるようなタイプで
あり，ヴェーバーはこれを権威の最も純粋な形態であると考え，このタイプが現れると
あらゆる既存の規範的構造が崩れると考えた．「伝統的な権威」では，指導者は世襲あ
るいは何らかの慣習的な方法で権力を得るが，この指導者の行動は今度は慣習によっ
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て制限される．したがって，伝統的な権威のシステムでは，規範が指導者を生み出し，
権威のある地位に就いた者 王，首長，あるいはその他の世襲的指導者 は，彼/
彼女の権威を伝統的な規範に依存しているのである．最後に，ヴェーバーのいう「合法
的–理性的権威」において指導者は官僚構造の頂点を占めており，権威は，彼/彼女が
占めている役職の義務と司法権を定義する，法的規範によってもたらされるのである
(Spencer 1970, 124–5)．
権威の種類と我々の研究に関連する政治的支配形態との関係ということでは，（おそ
らく二元的な）王朝の支配者たちのもとにあったインカ帝国も，同様にハプスブルク王
朝のスペイン国王たちも，アンデスにおけるヨーロッパによる侵略の時代に徐々に近づ
いている頃，伝統的な構造から合理的合法的権威構造へ向かって，官僚的手続きの規則
化が増加していく過程を経験した．我々の研究は，新旧両大陸の前近代国家における会
計の慣行と結びついた数学的活動が，彼らの意志の行使を遵守させるために，特定の個
人や階級に正当性を与えたり権力を与えたりする方法について，検討するものである．
我々の仕事はきわめて挑戦的である．なぜなら，これらの問題をインカ帝国におけるス
ペイン人の征服という脈絡の中で検討しようとしているからであり，これは，歴史的な
出会いであって，それまで完全に何の関係も持っていなかった二つの世界における数学
と権威の伝統を，対比させることになるからである．

14世紀から 15世紀にかけてヨーロッパの数学と商業主義に，ほぼ同時に生じた二つ
の進展は，16世紀にスペインの植民地行政で行われていた会計と記録方法に関してつ
いて見ていくにはきわめて重要な出来事であった．その進展とは，複式簿記の発明と
ローマ数字をインド・アラビア数字に変えたことである．最も古い複式簿記の証拠は 13
世紀にあり，北イタリアの商人たちが使うようになった (Yamey 1956; Carruthers and
Espeland 1991)．複式簿記に関して初めて詳細な説明がなされたのは，1494年にフラ
ンシスコ会士ルカ・パチョーリが著した算術と数学に関する論考の中であった (Brown
and Johnston 1984)．複式簿記では，すべての取り引きは二度記載され，一つは借方へ，
もう一つは貸方へ記入するのである（図 1.2.1）．日々の記載項目が仕訳帳に記入され，
その後元帳へ転写される．元帳本は，方程式に頼る会計の過程に対して，材料を提供す
る：資産＝債務＋自己資本．元帳本は，均衡を保たなければならないため，一つの取り
引き（借方あるいは貸方）の変更は，もう片方に同じ変更を加えて一致させておかなく
てはならない．パチョーリが示した修辞的な形式のおかげで，複式簿記によって取り引
きの均衡を保つこの方法は深く宗教的で，道徳的な含蓄のあるものだと理解されたまま
構築された．
複式簿記の発明と履行はローマ数字からインド・アラビア数字への転換と手に手を
取ったが，この後者の数表記は，15世紀に会計慣行の中に受け入れるようになるより
約 500年も前に西ヨーロッパに導入されていた．デイビッド・イラーマンは，複式簿記
の特色は，二つ，あるいはそれ以上の取り引きを扱うことにあるのではなく，取り引き
そのものの特徴にあると述べている (Ellerman 1985, 232)；むしろ，複式簿記の特色は，
「記録」取り引きの新しいシステムだということである．複式簿記は，数の効率的なシ
ステム 扱いにくいローマ数字よりも，インド・アラビア数字のような に基づい
た複雑な数学を必要とした．会計におけるインド・アラビア数字と複式簿記との結合
が，商売，社会，そして政治において，ますます増える合理性を促進する上で，強大な
影響を与えたことを伝え (Swetz 1989, 11–13; Durham 1992, 48–49)証明する (Donoso
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神の名の元に

西暦紀元後 1403年 西暦紀元後 1403年
この日，現金 151リラが硬貨で資本
に支払われた．

この日，資本は，現金硬貨で 151リ
ラを受け取った．

151リラ 151リラ
貸方参照ページ 借方参照ページ

西暦紀元後 1480年 西暦紀元後 1480年
ジョバンニ・ベッシーニはこの日，
ロレンツォ・ヴィンチェティが我々
に負っている負債のために，我々に
支払いを約束した 200リラを，我々
が望む通り支払った．

ジョバンニ・ベッシーニは，11月 2
日に返金し，我々は 200リラを現金
で受け取った．

200リラ 200リラ
貸方参照ページ 借方参照ページ

西暦紀元後 1474年 西暦紀元後 1474年
この日，570リラ相当の宝石が資本
に支払われた．

この日，資本は 570リラ相当の宝石
を受け取った．

570リラ 570リラ
貸方参照ページ 借方参照ページ

西暦紀元後 1430年 西暦紀元後 1430年
この日，300リラに相当する事務所
の物品として事業費を現金で支払っ
た．

この日，資本は事業費 300リラを受
け取った．

300リラ 300リラ
貸方参照ページ 借方参照ページ

図 1.2.1 ルカ・パチョーリの説明 (1494)に基づいた，複式簿記の台帳記入例
(Aho 2005, 71, Table 7.2)

Anes 1994, 106)広範な文献がある．資本主義は最初から，会計の形式を構成する懺悔
と告白に重点を置くカトリックによって育まれたのか (Sombert 1967; Aho 2005)，それ
ともプロテスタントが育んだのか (Weber 1958)という論争がある．しかしながら，こ
の問題に対する両者の主張はいずれも以下のことを述べている．すなわち西ヨーロッパ
における複式簿記の普及は，商業資本主義の台頭に関連して要求される合理化と標準
化における中心的な構成要素であった，ということである (Carruthers and Espeland
1991, 32; Aho 2005)．
複式簿記の開発の中心が，北イタリアで急成長を遂げている商業都市‐国家にあっ

たため，この方法はまたたく間にイベリア半島を含む西ヨーロッパ各地に広まった．
アメリカ大陸からもたらされ，セビーリャのカーサ・デ・コントラタシオン（Casa de
Contratación; 通商院）に保管された金銀の売却に関連する会計について詳細な研究
を行ったことから，ドノソ・アネスは，複式簿記の方法が早くとも 1555年からカス
ティーリャ王国通商院の主たる会計に採用されていたことを説得力をもって述べている
(Donoso Anes 1994)．実際スペインは，ヨーロッパにおいて最初に，商人たちに対して
複式簿記法を用いるように強いた法を発令した国であり（1549年および 1552年），また
この方法が公的機関 通商院 において実施された最初の国でもあった (Donoso
Anes 1994, 115)．さらに，スペインの商人たちは，イギリスの貿易商にこの方法を教え




