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はじめに

数学基礎論と不完全性定理

人間の精神的な活動を感性と理性に区別するならば，音楽や絵画といった
芸術は感性の領域に，数学は理性の領域に属するとされている．もちろん，
芸術にも膨大な理論があり，数学に美しさを見出す人がいるなど，実はこの
区別は単純なものではない．しかし，少なくとも数学の問題の答は常に一つ
に定まり，見方によって答が変わり得る国語の問題のような曖昧さはないと
言われている．そして，数学の正しさには一分の隙もなく，数学では矛盾す
る二つの結論が導かれることは決してないと昔から信じられている．この確
信は極めて強く，そもそも「信じられている」という言葉を使うことは不適
切であり，不謹慎でさえあるかも知れない．
この数学の正しさと無矛盾性に対する確信が揺らいだことがかつて一度
だけあった．無理数の発見から 2000年以上が過ぎ，ようやく実数の定義を
与えることに成功した直後，19世紀末から 20世紀初めにかけて数学の中で
次々と逆理が発見された．正しさは数学の絶対的な規範であり，たとえ一カ
所にでも亀裂が入れば数学の世界全体は粉々に砕けてしまう．逆理の発見は
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「数学の危機」を引き起こして，我々の数学の正しさに対する確信を揺るが
した．やがて第一次世界大戦を迎えるこの時代は，物理学では相対性理論や
量子力学が誕生し，芸術においても調性を欠いた音楽が出現し，遠近法を放
棄した絵画が描かれるなど，様々な分野で古くから伝わる伝統的な世界観や
価値観への信頼が失われていった時期でもあった．
この数学の基礎に関する「不安の時代」には，数学の基礎をめぐって論理
主義，直観主義，形式主義という三つの思想が出現し，特に形式主義と直観
主義との間で激しい論争が交わされた．そして，数学の定理や証明を形式化
することで，果たして数学は正しく無矛盾なのか，そもそも定理や証明とは
何なのかといった哲学的な問題に対して，伝統的な哲学的手法によってでは
なく，数学的手法を用いて答えようとする形式主義の試みの中から数学基礎
論と呼ばれる数学の一分野が生まれた．
二つの世界大戦の間，世界恐慌が起きた頃に Gödel によって証明された
不完全性定理は，同じく Gödel によって証明された完全性定理と並んで数
学基礎論にとって最も重要で，最も有名な基本定理である．そしてこの不完
全性定理は，数学の世界全体の無矛盾性を「有限の立場」で証明することで
数学を危機から救おうとした Hilbert のプログラムが実現不可能であること
を明らかにした定理であった．
不完全性定理，より正確には第二不完全性定理によると，数学の命題や証
明がすべて形式化可能だとすると，数学の世界全体の無矛盾性は「有限の立
場」どころか，数学的知識のすべてを用いても証明できない．そのため，も
しも数学的知識のすべてを人間の理性と同一視してもよいなら，不完全性定
理は「人間の理性の限界を示した定理」ということになる．もちろん，この
ような解釈は証明も反証もできない数多くの暗黙の前提の上に成り立つもの
であって，数学的に誠実な立場からは強く批判されることが多い．しかし，
こうした解釈が不完全性定理に大きな魅力を与え，数学とは直接には関係し
ない分野の人々にも多くの刺激を与えてきたことも事実である．
多種多様な文脈で様々なことが不完全性定理について物語られてきた．不
完全性定理は数学の専門家以外にも最もよく知られている現代数学の定理の
一つであろう．
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さて，Hilbert のプログラムは破綻し，数学の危機を解消する明確な証拠
は見つかっていないにもかかわらず，数学の危機が真面目に論じられていた
「不安の時代」は意外に簡単に終わった．現在，数学の基礎を本気で心配し
ている数学者はまずいない．これは，集合に関する逆理の発生のメカニズム
が解明され，公理的集合論が整備されて，その公理的集合論は無矛盾である
と信じられるようになったこと，数学の世界の一部分である算術の世界の無
矛盾性が数学的に証明されたことなどによって，数学の基礎に対する危機感
が徐々に薄れていった結果であろう．
「不安の時代」に数学の危機と立ち向かうために生まれた数学基礎論は，数
学の世界全体の無矛盾性を証明するという当初の目標を達成することなく，
「不安の時代」の終焉と共に数学を危機から救うという役目を終えた．しか
し，その役目を終えた後でも数学基礎論は消滅せずに，20世紀後半に著しい
発展を遂げた．
だがこれは，多くの数学者が数学の基礎の問題を忘れた後にも孤高を守
り，数学の危機の完全な解消を目指して数学の基礎の問題に挑み続けた，と
いう訳ではない．「不安の時代」が通り過ぎた後，数学基礎論は哲学と袂を
分かち，独自の数学的な問題意識や価値観を見出した．数学基礎論の専門家
は「哲学的な動機のもとで数学基礎論を語る時代は終わった」と考えるよう
になり，哲学を連想させる「数学基礎論」という名称よりも，「数理論理学」
や「論理学」，ただし「数学」や「哲学」と対峙する「論理学」ではなく，「代
数学」や「幾何学」と並ぶ「論理学」という名称を好むようになった．数学
基礎論は普通の数学に生まれ変わった．
不完全性定理についても数学基礎論の専門家の間では，哲学的な意義より
も様々な数学的応用可能性のほうが大切であると考えられるようになった．
電子技術の爆発的な発展と共に成長した計算機の基礎理論においても不完全
性定理は重要な基本定理の一つであるが，そこでも不完全性定理は定理の主
張そのものよりも，定理の証明の中で提案され用いられた様々な考え方や，
不完全性定理から導かれる事実のほうが遥かに重要であると考えられている
であろう．数学の中でも外でも，不完全性定理は使うものであって，もはや
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語るべき対象ではないと考えている人は少なくない．
しかし今でも，不完全性定理は分からないと感じている人は珍しくはない
し，不完全性定理に関する議論は続いている．その議論の中には不完全性定
理の情報論的解釈を謳う華やかなものもあれば，偏屈者の拘りのようなもの
もある．不完全性定理の周辺にある数学的な結果が不完全性定理に新たな見
方を与えている場合もある．そして，表面上は細部に執着する技術的な議論
に見えても，背後には哲学的な動機がある場合がある．逆に，純粋に数学的
な議論が，予期せず「数学の危機」とも「人間の理性の限界」とも違う哲学
的な話題と繋がりを持つ場合もある．
不完全性定理とは数学の形式化についての定理であり，自然数の形式的な
理解に関する定理である．述語論理と公理的集合論が得られたことによっ
て，数学の形式化は既に 20世紀前半に終わっていると考えられることも多
い．しかし，必ずしも我々は形式化された数学とは何であるのか，数学の正
しさに対する信頼が何に由来するのかを十分に理解している訳ではない．数
学の正しさとは何なのか，数学の形式化とは何なのかという古めかしい問は
今でも謎のままである．そして，この問は不完全性定理の難しさや面白さの
根源であって，この悩ましい問と深く関わっているからこそ不完全性定理は
今でも論じられ，関心を持たれているのであろう．
「不安の時代」には数学の危機を解消するために，数学の正しさや数学の
形式化とは何なのかを明らかにする必要があった．「不安の時代」が幕を閉
じた後では，少なくとも大方の数学者にとっては，数学の正しさや数学の形
式化について考える必要はなくなった．しかし，数学の正しさとは何なの
か，数学の形式化とは何なのかという問は普遍的なものであり，「不安の時
代」の終焉とは無関係に興味深く，大切である．
人間の精神的な活動を感性と理性に区別するありふれた二分法は，芸術と
は何か，数学とは何かという問に対して口当たりのよい答を与える．しかし
その答は，我々が数学に感嘆するときに何に驚いているのか，数学が分から
ないと感じているときに何に躓いているのかを覆い隠してしまう．確かに数
学は理性と結びつくであろう．しかし，感性と理性という乱暴な二分法を掲
げるだけでは理性を説明したことにはならない．そして，数学の形式化を振
り返り，不完全性定理について考えることは，数学と理性について語るため
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の新たな言葉を生み出すことの手掛かりになるであろう．
不完全性定理を解明し尽くされた歴史上の定理と考えるにはまだ早過ぎ
る．本書では「不安の時代」が過ぎ去った後の数学的な立場から，不完全性
定理にまつわる幾つかの物語を紹介してみたい．

本書の目標と構成

本書の執筆にあたり，不完全性定理を初めて学ぶ人のための教科書，ある
程度の数学的素養を持ち，不完全性定理に興味を持ってはいるが本格的に勉
強する余裕はない人のためのガイドブック，不完全性定理にまつわる非数学
的な読み物という，矛盾する三つの目標を設定した．一般に数学の専門書を
読むときに，意図や目的を理解することは重要であるが，大抵の場合，数学
に慣れていれば計算や論証から意図や目的は自分で再構成できる．しかし数
学基礎論は少し特殊であり，数学に慣れていても数学的な議論からは意図や
目的を察し難いことは珍しくない．まして数学に不慣れな場合には，数学基
礎論で分かり難い事柄に出会ったときに何が分からないのかを明確にさせる
ことは著しく困難である．その理解し難い部分を丁寧に説明することが本書
の一番の目標である．
本書は数学基礎論に関する予備知識をまったく仮定しておらず，命題論理
や述語論理，算術や集合論，計算可能性などに関する数学基礎論の基礎的な
教科書として読むことも可能である．ただし本書で扱う話題は不完全性定理
に関わるものに特化しているので，本書は数学基礎論の教科書としては良く
言えば個性的であり，悪く言えば偏っている．また本書は，不完全性定理に
関係のある話題に限定しても，標準的な内容を一通り紹介するものではない
し，不完全性定理に関係する比較的最近の話題も紹介するが，必ずしも数学
基礎論の発展に沿って先に進むことを目指すものでもない．
本書の最も大きな特徴は，不完全性定理の意義や位置付けといった哲学的
な話題について積極的に論じていることにある．ただし，正直なところ，筆
者は今でも不完全性定理は分からないと感じており，それは不完全性定理を
学び始めた頃と大して変わりない．本書の哲学的な議論は，不完全性定理の
難しい箇所を分かり易く説明するものではなく，分からない場所で逡巡し，
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なぜ分からないのかと反省するものであり，一般に「ここまでは分かってい
る」と考えられている事柄について，「本当に分かっているのか」と問い直
すものである．
なお，本文中では数学的な議論と標準的な考え方の紹介に留め，個人的な
見方に基づく哲学的な議論は「注意」や脚注と，最後の第 9 章にまとめた．
ただし，本書で初めて不完全性定理を学ぶ場合には，むしろ，これらの議論
が不必要な混乱を引き起こす恐れもある．そのような場合には，これらの議
論は適宜，読み飛ばして先に進んで頂きたい．
本書は，第 2章と第 3章，第 4章から第 6章，第 7章と第 8章という三つ
の部分に分けられる六つの章からなる主に数学的な主要部分と，その三つの
部分を挟んでいる非数学的で補足的な第 1章と第 9章という二つの章から構
成されている．各章の内容は概ね独立しており，興味や予備知識に応じて特
定の章のみを読むことも可能であろう．
第 2章と第 3章ではそれぞれ命題論理と述語論理を紹介する．初めて数学
基礎論に触れる人が十分に理解できることを目指し，数学基礎論に関する予
備知識は一切仮定しない．高度な数学的予備知識は必要ないが，数学で用い
られる集合や関数についての標準的な知識は必要であろう．
第 4章から第 6章は不完全性定理の舞台となる算術や集合論といった理論
と計算可能性，表現可能性の概念を紹介する．第 4章では不完全性定理の舞
台となる Peano 算術と Zermelo-Fraenkel の集合論を導入する．第 5章では
計算可能な関数や集合に関わる基本的な概念を紹介し，第 6章では計算可能
な関数や集合の形式的な定義可能性と表現可能性を紹介する．この三つの章
の内容は不完全性定理を証明するための単なる予備知識というよりは，不
完全性定理についての議論の根幹である．第 4章は第 3章の内容を仮定する
が，第 5章は予備知識なしで読むことができる．第 6章は第 4章と第 5章の
内容を仮定する．なお，第 6章の内容は不完全性定理の証明にとって最も重
要な部分であるが，最も退屈な部分でもある．この部分は数学基礎論の教科
書では「やれば出来る」と書いて終わりにされることも珍しくないし，丁寧
に書けば書くほど読まれない可能性が高い．第 6章の個々の定理の証明は標
準的なものであるが，議論全体の構成を工夫することで証明の見通しを良く
することを心がけた．
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第 7章で第一および第二不完全性定理の証明を紹介する．本書で紹介する
不完全性定理の証明はごく標準的なものであるが，第 7章では不完全性定理
の証明に関連してあまり論じられることのない話題も紹介する．第 8章では
不完全性定理が数学の中で占める位置を理解する上で重要であると思われる
数学的な事実や哲学的な議論を紹介する．
第 1章と第 9章では不完全性定理の歴史的な背景と不完全性定理からの帰
結について議論する．第 1章では数学基礎論の誕生から現在の状況までの数
学の基礎をめぐる論争を概観し，不完全性定理の歴史的もしくは哲学的な背
景を紹介する．第 9章は数学基礎論全般に関する随想であって，かなり主観
的で粗雑な考察であるが，第 1章からの継承であり，第 1章で提示した話題
への再考である．本書の執筆にあたり最初に書いたのが，本書の最後に置か
れている第 9章であった．本書では全編を通して第 9章で紹介する問題意識
のもとで議論がなされている．第 9章は問題提起であって，本書の要約や結
論ではない．

謝辞

本書は足立恒雄先生のお勧めにより執筆することになったものである．執
筆開始後も足立恒雄先生は一つの話題に留まりがちな筆者を先に進むよう促
し，内容に関する貴重なご意見を下さり，全編を通して本書の原稿を注意深
くお読みになられて表現の改善点等をご指摘下さった．足立恒雄先生がい
らっしゃらなければ本書を書き始めることも，書き終えることもなかったで
あろう．足立恒雄先生に謹んで感謝の意を表したい．そして，手間のかかる
具体的な計算や文献の調査を怠りがちである筆者を助け，豊富な知識を提供
し，本書の原稿を注意深く確認してくれた倉橋太志さん，黒川英徳さん，本
書を形のあるものにして下さった共立出版の赤城圭さんに感謝したい．
以下の方々は本書の原稿を丁寧に読んで何頁にも及ぶ詳細なメモをお送り
下さり，内容や表現について数多くの改善点をご指摘下さった：秋吉亮太，
佐藤文広，渕野昌，三宅克哉，山田竹志，依岡輝幸（敬称略，順不同）．ま
た，以下の方々は本書で紹介した話題や考え方，本書の原稿に対して貴重な
ご意見，ご感想をお寄せ下さった：新井敏康，新井紀子，飯田隆，大西琢朗，
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岡本賢吾，金子洋之，川居慧士，酒井拓史，鈴木佑京，高橋優太，田中一之，
長坂一郎，福田拓生，八杉満利子，藁谷敏晴（敬称略，順不同）．以上の先生
方や友人達に深く感謝したい．
本書は筆者が数学科に入学してから現在に至るまでに不完全性定理につ
いて学び，考えてきたことを纏めたものであるが，本書で紹介する話題に興
味を持つようになったことは，数学基礎論の中で証明の複雑さの理論を，ま
た数学基礎論の外で工学設計論および状況意味論を学んだことの影響が大
きい．不完全性定理のことを教えてくれた花田悟さん，証明の複雑さの理論
を紹介して下さった新井紀子さん，新井敏康さん，工学設計論にお誘い下さ
り，様々なことをお教え下さった角田譲先生，北村新三先生，上田完次先生，
工学設計について膨大な議論をした長坂一郎さん，柳生孝昭先生，状況意味
論の手ほどきをして下さった下嶋篤さんに謹んで感謝の意を捧げたい．

数学基礎論は数学，哲学，計算機科学の重なり合う場所にあり，不完全性
定理は数学基礎論の基本定理の一つである．筆者が数学基礎論を学んだの
は，数学が得意で数学を志し，数学の中で専門として数学基礎論を選んだか
らではなく，まず計算機に関心を持ち，次に推論や計算，言語といった哲学
的な話題に興味が移って，その話題について考えるためには数学基礎論を，
そして数学を知る必要があると考えたからであった．しかし，実際に数学を
学んでみると，数学の世界はとても魅力的であり，数学基礎論と数学の他の
分野には多様な結びつきがあって，数学基礎論は哲学的であるというよりは
数学として成熟した分野であることを知った．数学基礎論を学ぶにつれて計
算機や哲学的な話題への関心は薄れていった．
不完全性定理と逆理という，現在の数学基礎論では些か時代遅れで哲学的
な話題で数学の学位を取得した後，その頃，数学基礎論で話題になっていた
弱い算術と証明の複雑さの理論を勉強した．この分野の数学的に割り切った
態度は心地よく，新鮮であった．特に証明の複雑さの理論ではもっぱら計算
量理論の基本問題を数学的に解くことが目指されており，数学基礎論本来の
哲学的な動機や価値観はまったく無視されて，形式化された証明の概念は完
全に抽象化され一般化されていた．しかし，このことは逆に証明の概念の形
式化とは何であったのかを考え直すことのきっかけとなった．
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その後，幾つかの理由から工学設計論に関わることになった．最初は数学
の村から狩り出されて無理矢理に出稼ぎに連れていかれた気分であったが，
実際に工学設計論を勉強してみると予想以上に興味深く，いろいろな意味で
困難な分野であった．工学設計に関する様々な議論を学び，発見という推論
の様式と人工物の機能という概念を理解することの面白さと難しさを味わっ
た．また，工学設計論を学ぶうちに自然言語の形式的意味論である状況意味
論や様々な哲学的な議論に興味を持つようになった．数学基礎論を学ぶこと
は興味深くても半ば苦しみを伴う修行のようなものであったが，工学設計論
や状況意味論などを学ぶことは単純に楽しかった．
いつの間にか数学基礎論からは完全に離れていたが，工学設計に関わる
様々な議論や関係のある理論を学ぶうちに，発見の理解が特別に難しいので
はなく，演繹のことも未だ十分には分かっていないのだと考えるようになっ
た．そして，工学設計について考えるためにも，数学を工学設計論に応用す
ることばかりを試みるのではなく，いったん工学設計論から離れて，数学基
礎論について考え直す必要があると考えた．数学から離れて何年も過ぎた後
に数学に戻ることは無謀であるようにも思えたが，とにかく数学基礎論に
戻ってみると，かつて見ていた風景はまるで違った様子で目に映り，数学基
礎論は以前に考えていたよりも遥かに興味深く魅力的な世界であると感じら
れた．数学基礎論を学ぶことは苦行ではなくなっていた．
数学基礎論に戻って間もなく本書を書く機会を得たが，茫漠とした思いつ
きに過ぎない考えや，落穂拾いのように集められた散漫な知識は，そのまま
では言葉で表して一冊の本に纏められるような代物ではなかった．しかし幸
いにして友人に恵まれ，友人達が本書の執筆を大いに助けてくれた．本書は
筆者一人の力では到底，書き切れなかったであろう．友人達に心から感謝し
たい．もちろん今でも筆者の考えや知識は不十分であり，本書には話題の提
示か論旨の素描にしかなっていない粗雑な箇所も少なくないし，友人達が本
書の執筆を助けてくれたことは本書の議論の妥当性を確認してくれたことを
意味するものでもない．本書で論じ切れなかった話題や問題のある点につい
てはさらに学び，考え，機会が得られれば改めて議論したい．

本書の執筆には思いがけず三年余りの歳月を費やしてしまった．本書を執
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筆している間，筆者を励まし，支え，本書の完成を共に喜んでくれた家族に
感謝したい．また，個人的には本書の原稿は，今はまだ小さな二人の子供に
いつの日にか読んで欲しいと願いながら書き進めてきたものである．二人の
子供が大きくなって何かの機会に本書を手にしたとき，自分達が幼い頃に
公園で遊び，サッカーや水泳の練習をしていたときに，いつも公園の片隅や
プールの横で自分達の父親が何やらパソコンをいじっていたのは，この本を
書いていたのかと思うことがあることを願っている．そして最後に，自分の
言葉で考えること，自分の考えに自信を持つことの大切さを筆者に教えてく
れた亡き父に感謝したい．

2014年 9月
菊池　誠




