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数学力t、語科学のあいだで占める地位は、特異だ。 E
社会的にみれば数学は純粋に人間の知的活動の産物であり、

記号体系の25意性をつきつめた極致だ。~.

方、多くの数学者は主主的世界を実在と感じ、定理をu発売する"と言う。(:

しかも、主史学は物理学など厳密科学の基礎となりうる。~~
墨も抱象化された存在が、辰

巳(:;:1こでノとしての対象性を帯びるというパラドックスは、長

しかし貨幣の謎と共通する。 R_. 
さらに;::..: \~' ;;~ {~~~l ; レ. . } l /.~i)の観念を人間が7~しうる事実とも通底する、

祭限操作をめぐる逆設があるのではないか?

一一現代を照射する白黙の討論。
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一一今日l手、径，斉学と社会学を写I)>:してあ、ら

れる岩井 ・係爪両先生に来ていただきました

ので、これらの学問と数学との関わリ、何が

数学約に2三容可能て、またどこが数字と1<':異

質なのかを問窪?む2していただけれは有廷い

と思いますz 主主学者の倒から漬潟先生にそれ

に答えていただくかたちで、たぶん人間の営

みにとって数学力、何であるか、さらには現代

社会とは一件、何なのか、新しい角度から見え

てくるのではないかと期待しています。

岩井E込済学;ことっての主主学ということです

が、そむそむ径済学という学問がなぜ成立し

たかを与えてみますと、 18世紀後半lこ「諸国

民のおJ を書いたアダム・スミスに、一見混

沌とした現実の詮済の背後に11.市場の機構

を泊してある校1子か存在するという詑誌があっ

た<f昌弘というむのをt主介にして、市場のメ

カニズムが、経涜にー廷の安定な状態をもた

らすというt再j主を備えている、と。で、そこ

をもっと欲沓な設乏にっくりかえて展朗した

人が、リカードなんですね。リカードの本な

ど、いま設み直してみると、ぜんぷ言葉で書

いてあるんですが線形代訟の体系として読め

るんです。

辰沼医主文学という意誌はなくて経済の背後に

ある1あ宣を説明しようとしていたのが、いま

の自でみると数学の楕造になっているんです

ね。似たようなことは紘理ゃなんかにもあっ

て、ニュートンだってそうですね。 f度の場合

lま自炊♂〕背後に数学的なl~j宣を見たわけでしょ

うが、日x成の主主学ではなくて新しい数学をつ

くらなければならなかった，でら、{度の22い

た「プリンキピアJ を挑めてみると、数式な

んかあまリ出てきませんね。

岩井臼出frぷの場合、アダム・スミスとリ力一

ドの I::Jで-H.の ~1~ÈがあったとJ3.います。ス

ミス {二 ~li行 l こは 1可か秩序があるはずだという

考えの周りをもやむや退っているんですが、

リカードばそれを逆転して、要する!こt~üiに

lユF主序があるんだということを前;是にして、

その間近を2己主するんだとやるわけです。こ

のとき、少なくともカッコつきのー実証ト
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ぷとしてのね治学が成立し、その後より新設

に数学{ヒされていく発展が一方にあり、他方

ではそれへの反発があって、リカード的に込

l氏の防法を自明の前f是とするか百かによって

二つの流れが出てくると思います。

前者の流れかうは、 18iO年代に新古典派経

済学 1が生まれ、メンガ一、ワルラス、ジエヴオ

ンズ パレートらが登場します。この流れが、

いまも経済学の主流て'す。て・.先ほどのメン

ガーの息子のカール・メンガーの周辺には、

ウィーンの実証主義のグループやフォン ・ノ

イマン2ゆAワルドうの数学者がいて、 f度らが

経済学の重要な問題を不動点定理引を用いた-

~î:í句衡の存在の証明に帰着させようとします。

ワルドカf少、しやりかけ、フォン・ノイマンカf

かなり成功し、角谷市夫さんの研究を仲介に

して、アローやデブルーとか二二階堂副包さん

の1950年代の決定的証明l二百|き継がれる。こ

うして、不動点の存在定理の証明を完全にす

ることによって、ある意味でアダム ・スミス

以来の懸案が解決した、と。

ところが、もう一方で、現実の経痛はその

ように係造化されたシステムで動いてはいな

いと考える流れがあります。マルクスもこれ

‘に入ると思いますが、ぼくが重要だと考える

のはヴィクセルやミュルダールらスウェーデ

ン学派による不均衡的な分析です。その延長

と~ . ._ .:~ ， .' ・ ι

....，'ー._.....，..--'ふ二。

線上に、ケインズがきます。後一首ーの，えれば、

F記者の流れの人たちが仏iiiをhVij{;:fヒさせるら

のとしてとらえた市t品のメカニズムが、その

fI/ij主化の力ltえlこ逆に;;IJiそのちのを不安定

化させてしまう可能佳を強読するものです。

市:l!i~.tirtをひとつのバラドキシカルな~l~f日 i立

{与ととらえる ;1.7.1です~ (.;-く自身はというと、

後者の巧ーえ方を継承しているつもりです九

庚潟E数字aY~I，f;j立という点では、他の法学

を使う学問とある干U玄同じでしょうが、主主t汽

寺との場合、自然科学系のものと比べて抽象的

な:'t6じはしますね。たとえばi'i:符なんて概念

は、おそろしく;自象的でしょ。

岩井国li:幣の起源について、もう十何年む前

の"ScientificAmerican"だったと思うんです

が、商白い記事が殺ってたのを覚えています。

何が面白いかというと、 J-'t'I-¥'fと数の起源は同

じだというんです。それを示す考古学的な発

;告があって、時代む場所もでれましたが、家

畜とか殺物を数えるのに動物なんかの形象を

刻んだ石を置いていく.牛でも、色や慎係や

体型でいろんな牛がいるでしょうが、同じー

っの形を刻んだ石で置き換えていく.それは

異質のむのを一つの集合の妥索として同値化

Eこでご士さな-"二台7ご?ご二二二;二:二|

1)市場にh・げるfen.，λZ? tR~;';;王寺 | 

の考A万f- I=に Lた~.g/，ランスF勺合

析し.~，三五咋手，三千三~学に月号;!.:，l.J:'

éf7)l.~寺子点ー アダム・ 2 ミス:，?!.{l刀

rß...;i..~'る手J と叫んた主?立~把~g::主主

たる'-'のと /..T. 一...，~て~'tの長~=-をZ54

た.

2)JohnvonNeumanr: (1903-57)， /¥ 

シ3ラリー昔主Zれで.のちアノリ刀にわたっ

た芯学者<=学基~!，針桜子-，邑刀;r::;歪

Fr.;iiHtブlt， 官三害実!Jf:'ウE;ごとZんで.

g;";!李当官モノルナンシコテルンとの品寄仔

5さにJυrヶ-L.の"おと♂;A手テEむを

著 Lたことでb宥苦z 王た.コJ と.ニ -

7・1アイエンス.-..o;手宇::r7;rン ノ

イマンIJ:，'コンヒ・~- ~) の吾で百字じみ

'ー
'" 

3)→計二IJ.空'MX;;‘ら .YaJ手への字

自~jに'，j/.. T. /(x) = xを湾たす X-=
Iを.写'flt./の不!;，e.it:l‘い é-!~! 

4与品で字問在;~.. 1と写~について不!:，戸田存

さをど与与する芝i~，~克35れてさた g 

;-;;::!f:やJ.!IifJt市"!l;五クームグコin~る t で

は均fJj.告の存主Eゥtξヲ笠宅三Z4Lt弔問5

5分，$g:よての写伊の不11，占口存さに 号

lilcれることb‘3多L九フa:?ラム寧苦手書

で::. T--5'~p，主止の写:1:の不正、sè L.

て再守的7ログラム17;，雪苛をとりえる手

;'EtJ'-ふ守弘

4)昇時四品るJ王者1:: 岩汗主人 r不勺

iJ:l苧広紀包丸信志古ZJを1tよれると

l'l、ε
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ー実対包Eミがエンジニアに京める本・

フ芳ン・ノイマン r量子力学の鉱学

的萎ミ;:J(みすず書房) 一一思考t~.象

・を註学的に形式化してゆ〈筏子がよ

くわかる.山田英市 「情報主主乏の科

学J(主主官害1苫)r霊界の屋史 1-16J

(中公文庫)一一乏支の紛1をつかん

でおくことは重要‘

30・ρu.¥Imu.alphal明日 autumn

するというプリミティヴな主主の版作であると

同時に、呉氏のもののあいだの等価関係を表

すプリミティヴなl't幣'-'むあるんですね.こ

の二つは、おそらく切り能せないと思います。

庚湖巳単位のなくなった数の概念が出てくる

のは、かなりあとなんですね.それまでは何

頭とか.何フィ ートとかいう 、単位のついた

量ですね。 1というのが数になったのはずっ

とあとで、 2，3，41';主主だけど lは単位で主主じゃ

なかっfこ。 比の概念lム早くからある.たぶ

ん、いろんな民族の閣で交猿が行われるよう

になれば、お前が5つくれたら 4つやろうと

かね。そういう感じで、単位が統一され、何

i韮法なんてのも比の概念との関連で統ーされ

ていったと思うんです.12進法なんてのも古

いでしょ.何位あんなのがいいかというと、

約訟が多いからでしょうね。比の匡正念は古い

けど、割リザ》というのはヨーロッパて:I;tWb
れていたようですね。 ニュー トンですら、あ

まり割りたがらない。

岩井lit知Hn;いいんですか?

、震潟包説け算は、いいんですが、単位が変わ

りますからね.ある人の意見では、貨幣iE1直

ゃなんかの話も含めて、 1;k元ベクトル杢間

が~.定されている.単位のつかない数とその

i寅算は係主主体制上のものだ、と。だから、足し

算や引き算はなんてーもないんだけど、単位を

もった量の儲け算をするとi主う世界になる。

割リ;算すると、単位がなくなったりして、つ

まり比になったりしてしまう. +~.j~の高学

年ぐらいで算数がわからなくなっちゃうのも、

・そのへんでしょ。 .dグラム)Xa  (個)のどち

らがi，ラメータであるかなども、本質的にと

ても難しい.数学の歴史で、初めてパラメー

タをきちんと意識して用いたのは、 16世紀後

半のヴィエト7)からですねc 彼は「記号代数学

の父」でもあるし、暗号学の天才でもあった

人で、ブルボン王朝の開祖アンリ 4世の懐万

だった人です。方程式の各項の次元を揃える

ことでデカルトの業績の先駆ともなり、パラ

メータの担記念を初めて導入した人です。代主t

方法式の係主主をパラメ ーヂとして見たから、

桜とi手数の関係し宅式化できるわけです。

岩井ζそういうパラメータの捉え方l品、経済

学でも重要で、 {ξrsは他人にとっては動かせ

ない与えられたものなんて'すが、システム全

体でみると変主主なんですね.このことが、蕊

分均衡が必ずしむ---fi均衡になうない椛造と

深く関係している。

庚ifKζ未知数xというのは、数学~~古のなか

での言葉を使えば束手毛~数てーあって 、 パラメー

タこそが自由変主主なんですね。未知の数xl立、

ふつう Vx(すべてのx)とか3x(xが存雀する)

という限定っきて・入ってますから、実質的に

は変数じゃないんですね.

岩井Eあ、そうかs 経済学でいう部分均衡と

--iI~均衡の話も、似たような構造になってい

る気がしますね。

度潟医つまり、メタの立場で見るか見ないか

の差だと思うんです.

数学的構築作業の u足場"
占‘~

度淑Tよ数学者の営みというのは、決して抽象

的なものがポ yと最初から出てくるというも

のではないと思います。

たとえば、実数というと数直線の上に来っ

ているような感じが一般的だと思いますが、

どの数学者もあるイメージを数字右守対象にもっ

ている。で、そのイメージをはっきりさせよ

うとして、会理化というと言い過ぎて'しょう

が、何か形式のより受った体系を作る。それ

を作ったら、その体系のなかで定還を証明し

たり、計算をしたり、要するに数学的な展開

をするわけです。そうすると、そこからま行し

い概念、新しい数学的イメージが出てきて、

伐を結ぶ。それを次の芸文学的対象として、上

と同じような作業を行うことで姶象的なま文学

の展開が可能になる。

数学のなかだけでむ翠捻化と新しいイメー

ジの形成がグルグル回リながう動いていくと

いうのが、ある意味で現在の数学の営みです

ね。つまり、数学の中だけで実用から離れで

もやっていけるわけです.

でも、ぼくは純粋数学 ・応用主文学という言

い}ji;tWいで、あれは数学を使って何か具体

的なことをやりたいという g的意誌があるか

ないかだけの差だと思う。実際に使うことを

~j蓋し、試してみるかどうかだけの差。と・っ

ちの湯合でも、実際に数学を作っている連中

はひと.い足場の上をドロンコになって這いず

り担っているようなもんです。足場をはずし

て、対除して化粧して、一応の完成品をキレ

イな建物にして皆さんにお見せすると、純粋

数学の荘厳な抽象的体系がデーンと立ってい

る感じがしたりもする(笑).

数学基礎論では、さっさの公理的な理論を

さらに形式化するわけです.すると、自分の

イメージしていなかったモデル.)が出てくるこ

とがある.形式的体系というのは自己完結的

だけれど、それに解釈を与えて、モデルを考

えるわけ。たとえば、教諭の形式化から、ノ

ンスタンダードな笑数が出てきたりするわけ

です.形式的体系の中では同じなんだけど、

解車、をいろいろ考えると、思いもかけなかっ

たモデルが出てくる。無限小とか祭限大がき

れいに扱えて、あのライブニッツの無限小解

析というのはコレだったのね、となったのは

比較的記丘のことです判。

岩井田ぽくなんかも、半ば応用童文学に近いこ

とをやってまして、使ってる時間の半分くら

いは計算しては間違えたり直したりしていま

すので、さっきの足場の話はよくわかります。

たとえてみますと、自分のなかで自然淘汰の

プロセスをやってるような感じて'すね。ほと

んどはつぶれて、ごく少し残ったものを論文

なんかに書く.

層明iCでも、失敗なさったのも、ずいぶんた

めになってるでしょう。

岩井とええ、自うら、のためにはね。人のために

は、まったくなうない(笑)。

廃i識とそれはそうですよ。足場l手、人によっ

てみんな逗うe

社会的行為と数学一一交換・制度・貨幣

橋爪Eいままでのお話、たいへん興味深かっ

たんて・すが、ちょっと社会学のほうの話をさ

せていただきます.まず、経済学のように数

学的な方法で係造を発見したり 、逆にそのm
造を寝したりする仕事ができるというのは、

まことにうらやましい.社会学でむ数学的方

法を使おうという人は、少しいます.数理社

会学会というのもありまして、毛Lもメンバー

の一人なんです.

岩弁毘そうなんですか.茄Eできたばかりで

すよね。

橋爪悶ええ。で、社会学て'数学使っている人

の3分の 2ぐらいは、統計学として使ってい

るので、サンプリングが正しいかどうか、つ

まり、データ収集のレベルて・使っているんで

すね.残りが、数学的モデルを使って社会学

をやろうとしている人たち。でも、人間のや

ることのうち、数学にいちばん乗りやすいの

は交換行為でして、経t斉学にもう取られてし

まった。残りはいまのところ、数学的に説明

できるようなことは少ないんです。ゲームの

理論が少し、あとソシオメトリ 10)とかプリミ

ティヴなものが、チョロチョロとある程度。

経済において貨幣が重要なように、社会に

とって重要なのは言語て'すが、文法理論でも、

チョムスキーの生成文法みたいなむのは、ほ

とんど数学ですね.しかし、それ以外の重要

な部分{手数学化できていないし、解明む進ん

でいない。われわれは、そのへんで苦労して

いまして、数学に対しては愛憎なかばという

感じですね(笑).

度;級堅苦史学というのは本質的に単純なもので

すから、よほと'~Jリ切って何かの切り口で見

ることができるt身合でないと使いにくいでしょ

一・~.--:---- ，....- . ._.一一ーー
!o...ムーーもみふ~~~品~当 ' ..... ........ぃ品司~_.. ....__..今、

5) 'tれ叫{f.r.お，杢・IX・高i;{.ごL

でb.'と士.If・工高i;(ごLてb.'iI5J 

1;t~!fJ刀ランク IA・亭え勺れてt 合 L '" r:却
をbっT1nと屯ーすji~L'ë(.t. えもい

遣いではある.

6) ベク~"召，-，にJfL T. ::<;nラーと

Lて作用する bの司舌舟要するに.ベ

フ許ノレt宵r.ti:Jf.L1f'~沼 J!:;tで8 で L

-，;.つフの'3"i1> tともに!:..~1たり釘ったり

はでi!'.i・い/)¥ぞれに作局するスカラー

II Uつうd涜.だ，:r草月5で"(1.'A 

3りラーの全部:;11:::'正1:.Mi.71;7i)草につL‘て

r体:; *"Jj，'1"l:'l‘い.{子島村呼ばれる.

7) Fran胆 ;5Viere (1540・1603)，7ラ

シスi!3i51ご生Z九弁:fi士、のち正t言8
r.:.r8'とLてアンリ 4古に仕える.代;r宇

田仕事のほか. 3)司法司え喜にb罫亭.

F空軍司E号無弐!!iIXで要下公式る克つげて

いるが信にとって広字(;t宗~::.たったと

tづ.暗号学の才苛，1;1. !EIご.tつで全吉宮

母号号車寄'!i~ねてLl ったスベイシ!'.，;ヶ

ら、。一死三主に・宗，:;;rT'あると Lて

l，fi. られたというエピソ- ~'/)穫ってい

る(!とγご.

8) ;r字妻宅支おて形式吟声:i.";'に浄<J，O苦手

Jえ る!;:;~~‘・ ~1宗寺表すið-号 (IW をf
hで'nJH吋弘夏合とみt: t:.~. iZ:f!;~ 

幸子のさ界Tt7吉町:手t:LでつじつZの去っ

た続~/)ヤ旦るJ う ':'i!~さーーと考7..て

いいたろう ， 1 つのi~玉び詳長吾に手択を

亭;tるモテ'}t.，.(;. Iっと(;f!rつる・い，

5)たと;;，(正 >lIi.三7il'Æ;P.Xと忍~解

折j00立ilrf)~ーとそ苦宗5れると.t L 、

(0) i土舌-I1'J].力中T四ん色宮内拒[Bj~~:f. ~.

f空滑や'.!]:At;JどH干干高ずるこtによっT
広Jl:ftL.兵Efj.の冊きや干のl:Jrflとを分析

L.tうとする方法.

AA企 Imu'alphal1988 autumn ・31



うね。社会学のぬうような恐ろしく波法な話 の存在のなかに押し込められ、抱え込まれて

ですと‘既存の数学が使えるかどうかではな いる。 rt~fというのは、ものすごいメディア

くて、析しい主主学をつくうなきゃなうない世 て¥人間，言動を世界的なものに広げた一方、

界だという欠むしますねe でむ、急.にできる 各地の牧歌的な共同体を片っliしかうこわし

ものではない。 ていったe

橋爪E残念ながらそうです。 岩弁Eただ、制度とおっしゃいましたが、 l't

庚;車'i!:でも、手:bi'i'-学で線形代主主が使えるといっ 幣:二少し~質なものだという気がしますe 告li

たって、あれば線形代数が通用する世界の話 度というと、一つの共同体的な定;主体系のよ

をしているだけですよね。 うなむのを思い浮べますが、 lt':¥'fの不思議な

岩井医そのi急リですが、より慌原的には貨幣 ところはそれが単なるそノなんて'すね.ポケッ

の問題があります。貨幣というものが経済に トにでも入れられる、モノであって、共同体

あるというのは恨本的なことでして、貨幣が 的あるいは超主主的な制度がなくても、それに

価値の等価t主を確立するということで、ある 似た働きができる。

意味で経済の数量化を必然化するわけです. 橋爪匝そういう意味での制度だと言いたいん

しかし、逆に一方では、貨幣の存在のなかに ですがね。自で見えて、手で触れることがで

l手、貨幣経済以前の社会を支配していたさま きて、同時に制度でもある。そういうものが

ざまな非経済的fi!!if直関係が汗じ込められてい 人間のあいだに発生したとき 、人間の社会が

て、だからこそ貨幣と対置される商品の世界 ある部分、数学で切れるようになった.それ

がスッキリと数量化される模造になっている. が、経{斉学の迫力て'す。

と言いますのは、なぜ貨幣に価値があるかと

いうと.世の中に経済的な秩序があるという 議王立室在主しのてオのブ貨ジ幣ェ・ク言ト語・数学
ト性信念をみんなが持っているからです.あす世

-岩井克人氏がエンジニアに薦める 界が崩寝するというのなら、 lfEむお金なんか 一一一言語はどうなんでしょうか。
本骨プリジゴン ・スアンンエーJレr;昆

活からの永住宇J(みすす書房)祭野
サ寺たないんで、このリンゴ 1個が150同と同じ 橋爪医ある意味で、貨幣とよく似たものなん

誓彦・上野千五聖子・宮E歪 rs*-三 ですよという体系VJ>あす以下左む返用すると詮 ですが…-・。

短詩J(宅手;';1;*1)7エJレナン・ブロー もが思うからこそ、貨幣が価値の等i面性を生 岩井国言葉というのは、モノとして意識した
デル r物質文明・経済・資本主義」

みだせるわけです.ですから、貨幣の存在を ら使えなくなるんじゃないですか。それを:苔;
(みすず笹房)

前徒に、等価交換からつくられる詮(斉の秩序 iii.すると作家になるという言い方があります

を記ttすることはできるけれど、じゃあそれ ね。言葉をモノとして意識することは、精神

を可能にする貨幣とは何なのかというハナシ 障害の問題とも密接に結びついていますね。

になると、自明だと思っていた秩序や防法が そういう意味て¥ぽくなんかが共fさずる経済

必ずしも自明ではなくなってくる。貨幣とは、 学者というのは、あたかも気がiさってしまっ

そういう奇妙な存在で、経済に情造があるこ た人のように1't幣をモノとして感じ、分析し

ーーとを前提にしながら、同時にドロドロした秩 ている人たちですね。

序を波注するようなものをむ含んでいる。こ 一一一数学者は、急学約対象をモノとして感じ

のことに気づいたのが、マルクスであリ 、ス ることがありますかz

ウェーデン学派であり、ケインズだったと思 度;羽函どの数学者む.モノとして感じている

います. と思うな，少なくとら、それを研究している

橋爪区立たちは‘そのことを制度という言葉 ときに，~o

で呼びたい。近代資本主義はすっぽり人奴を 岩井glZくなんかも、童文学者のjt[くにいるこ

i'Qうまでになったわけですが、それはある時 とが多くて、よく話す後会があるんですが、

代にはじまった制度であること、それが1t幣 みんなベットのマシンをもっているわけ.自

32'L;‘λImu'alpha/明 8autur 

分のマシンがワークするかどうかという1さじ

で.証明とかをするみたいですね。数学的対

~なり{土HHtl草、 i度の~ìiのなかで一般のモノ、

オブジエクトとして筏かにあって、それを取

り出してきては!ihかしている。ものすごくモ

/位をJさじとれるかう、数学者になれるんじゃ

ないですか。

度潟恩シンボルの :~~にあるものを浮かび上が

らせる……。本人にとっては完全にモノ性が

あって、自の前に浮かぶのでないと、考えら

れない。ただ、ある時期にモノ性があって、

しばらくするとなくなっちゃうこともある。

橋爪回数学には人間がつくるという側面があ

る。一方、数学者にとってはモノ性があって、

そこにすでにあるという ~íi信がある。こうい

う両面があるというのは、考えてみれば不思

誌な気のすることなわけです.

度沼恒えらーい数学者てa定理の証明が間違つ

ていることがよくあるんですね。ルベーグ11)

の学位古文も間違っているところがあるそう

です。でも、こういう偉い人の場合には、キ吉

果が、つまり定還が間違っていることは、 1';

とんどない。証明は間途っていても、必ずな

おる。偉い数学者には見えているんですね、

オブジェクトとしての数学的対象の状況が.

.証明は、すでに見えているモノを他人に説明

するための、デモンストレーシ ョンにすぎな

い。デモンストレーションは間違えても、正

しく見ている。

岩井富ところが、経済学の対象となると、経

i斉そのむのに恨本的な秩序があるか、本当に

数学的情造をもっているのか、これをめぐっ

て争っているわけです。数学は使うけれど、

数学者に見えるような舵固とした対象が自の '

部iにあるわけではない。だから、いくらある

命題がきれいに証明できたとしても、それが

現実にどういう.E味をむつかは全く別問題。

そこがjsう点ですね。

殿 itiそうですね. IJ、斗引彦先生12)が「数丸

ということを話されたことがある.何やらよ

くわかうないが、こういうことが成り立ちそ

うだとか、これは面白そうだ、何かあるぞ、

投資幣言宗罰
~. ''-、::.，'J

LAj，s] 

とかね。そういう守党が、筏かにある3 数学

者l手、そう~ 1 う!~じをむったこ とが1窃ある

と、たいがい答えるはずです=て:二、その主主

党はどうやってうまれるのか、 ~gむわからな

いわけです。ただ、さ分で証明を;丈みたリ、

計算を間違えてやリ直したり、そういうこと

を何度もやらないとゼ yタイ笑われませんた

橋爪医そういう!怒支は、住対に明示的には言

えないものですね。ヴィトゲンシュタイン山

という哲学者が、それを指摘しています.主主

亨IJをあるところまで示してあって、そのあと

に何が続くかがわかるか、という問題を{創立

仔IJに挙げていますc わかる(りわけです.

でも、なぜわかるかを言えるか、という話で

す。結論[手、わかるしかないものなんだ、と

言うんです。彼は小学伎の先生もやっていま

すが、人間が人間に何かを教え込むことは不

可能だと言う.それが.彼の教育Z&わかう

せるためには、実例を提示して、同じことを

やってみせるしかない。手足を使って同じこ

とをやってみて、あるところで、わかったと

言う、と。わかるということを証明もできな

いし、なぜわかるか、保証するものもない。

しかし彼の言うとおりて'あって、人間の社

会でi't特なリ言語をやりとりするのは、そう

いうことではないか。とにかく参加していく

と、失ザミある秒J芋が見えてくる。コミュニケー

ションが成り立って、 15!査や17.味や何か物質

性をfさ.じるようになるというのは、そういう

ことじゃないかと想像しているわけです。

廃潟図いまのお話を I~üいていて思い出したん

ですが、チョムスキーの、幼児はどうやって

言語を習得するかという話があるでしょう。

母設からほんの少しの.4i~きと、対百:する行動

を見11f]きするうちに、スーツとわかるんだと

いうZSb最初、 f中学みたいな公がするんだけ

ど、よく話を聞くとなる:三どな、と患う.あ

れも、体得するという話で、ただi在(主主得的

なflij~があると言うんでしょ。あれむ、面白

、

EZ二~f.:;.-:::.こ二二二二二二二二二了 日

11) Henri Lebesgve ρ875-19~/}. 7 

ランスの芯学者~~ :!Æé~~I.~同'17.-要

棄に主主たる bの O::'~I ?-~ヲに~~

に;g;:ずる得手書号つ f り .~・ a .J~-

ク7x王子'/:午(::nるミ主寸打王!.;子-:11五o-
Zヨプげたごとで有名 t言力.-事..、E
子刀字の広字珍主基<<つ"や.ポテンン?
ノレ局、現代的生年立ゴヰ子の告に丈~r.:1J

畠ぎを亭;{た.

12) B.本告代要するよ戸許コひとり.1915 

芋'~4hマ 1954 芋に. l.;.~.ニ晴元ぞヲおっ;sr

坊にJり、広学界でノーベル;:r:二品たる
といわれる 7ィ -/~;:'JH:=友人と L て

1:ιめで受;lf，

13 ) Ludwig Josef JOht3flfl VMtgen-

stein (1889イ951)，:f-A  fッア生Z

れd巧昨学者，クノフリ γンのハー許ラン
f' • ラ γセパ羽 bとでf与三とIど.~吾芋

U. 第一尖古界大政τ持~èlj.: った~~f

に rWfi:.+:.芋ゴ牟孝J号1ft'あげる f9jO

手ftに再Eノケンブリ γジf二浸1).童話の
fE，月，去を!.!l..刷、勺，聖母ごTるfおおっ古学
を足音1押する1;'. ぞれZ での~，;.;. 正反fで
足長.p!~手Z膏1: ιf耳わってι '1: ，

ワィ介ナ>;:...~?イシ全1li (~IO .~ .!;膏

~3/ズす!'i)

rri~fi主字お考I ，~吉幸三えると:苫界

やメ~をZ っ L ぐらに考えで，，(/fe!!!'J 

思考のf主賓刀?~-t!5で~るJ 一ーィ1，tJii丈

王且Z壬モ
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L. ;， ;久ミミ
;!; ...J.....町.....;r 、、
lf ' ;;\:.;~'~;'.:.:) ~;-弐、.ßT I 1， 
;i!長.... .. 、 .‘...，.~$;."3' J' (1  

i1二以ネー髭辺盆孟!tk.'，ヤ
1!1 様爪大ヨ$(はしづめだいさぶろう)

1948年、袋倉生まれ.JU京大学大学

日 開工会学研究科博士銀125苦7.社会

日 学写攻.ヴィトケ.ンシユアインの「言

H 語ゲーム」という考え方を大12に社

H 会学や宗教理訴に持ち込むなど、意

日 欲的な!if:完を寂げる社会学者e 著書

刊 に、「言Z霊ゲームとさ蛍雪鵠一一ヴィ

リ トゲンシユ?イン・ハート・ルーマ

ンJ r仏教の言1.~..r，$苦J (ともに勤草

書房)rはじめての借ε主義J (認談

dJ!.f沼港}があ'J.r冒検としての

社会科学J が毎日~r出土より目j予

定という.

e!重爪大三且5民がエンジニアに東め

る本・rウィトゲンシユクイン全集J

(全ω巻・鰐巻31大惨定書后)牛村

元「ナーヵ・ルジユナJ (t茸談社・人類

の知托草萱13)一一強芝主力迫力が、

常民約な実体<~を認さしつ〈してい

し大桑思想、の衿包.M.ディモント

rユダヤ人J (薪日新町苧t)
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いんですね‘

橋爪亡数学者の方にお会いして、ぜひ聞きた

かったことの一つは、祭限のことです.ささ

ほど数学者にとって、たしかに対象が実在感

をもっているという話がありましたo (，;くら

も幼稚なレベルですが、き王限やそのほかにつ

いて、ある法度その感覚がわかる。でむ、よ

く考えてみると、 lまくらはたかだか有限回の

色験と、主主えられ、枚挙できるシンボルしか

操作していないのに、どうして無限がわかっ

てしまうんだろうか、と.

庚;績Eわかってしまうわけではないて・すね.

開旦を扱う理論としては、公密告的集合論で

は、祭限公理というのを、入れる。自併殺全

体と同じ大きさの ωという存在さえ許せば、

あとは置換公還によって、いくらでも大きい

祭限がつくれますよ、というハナシもできる.

でも、それは、いまおっしゃった意味の、本

当に無限が直観でわかるという問題に答える

ものではないてaすね。

橋爪E::立学にとってき至限というのは、本質的

なものだと思うんです.

庚;報広そうです.数学の世界では、祭~Åを直

、観的に認めますねJ表現として、最初にそれ

が可能になったきっかけは、書豆、限の操作を有

限で書くシカケをつくったことだと思う.

1.2，3，… ，n，…と書いて、主主限列だと思う。

だいたい二つしかないんですよ、祭限を書く

方法って。外延的にやるか、内包的にやるか。

つまり、「これこれの条件を満たすものの全体」

という内包でやるか、ぜんぶワーッと書き並

べる外廷しかない.

前者が集合5古色す刻字てf前単で便利なんだけど、

そのかわり悠魅~勉も一緒にドロドロ入って

くるかもしれないんで、怖い.後者l二祭限の

操作になるんで、実際にやろうとしても終わ

らない.そこで、代理人を出すのが、数学の

常套手F乞書き並べるかわリに、筈き並べる

方法を有限的に示す.それが、数学的帰納法

です.

岩井区超限順序主主を、 ω，ω+1，Cu+2.….2ω.

2ω+1，… ，cJ，cJ+l，ーというふうに書き並べ

ていきますね。途中で‘・・"とやるのが函白いで

すね.

度潟巴l景納;去なんて'すね、厳密な表現として

は。そういうシカケで蓄しへJ・を苦手くぐらい

ま告しいことはないんですよね。 F三つ主主くと、

どうなっているか、保証はないわけです.そ

れで、連帯保証人ζ して、帰納法をもちだし.

自然急上だけの得?合法で足りなければ、 -42

の順序欽上のf需給法ということになる。それ

で、形式的には、告~Åがf1i~文できたという!さ

じになる。しかし、感覚l三九Jですね。

岩井Eじつはね、貸手誌がまさしくそれなんで

す。なぜ貨幣が存在しているか、なぜ1万円

札lこ価値があるかと考えてみますとね、要す

るに次の人がそれを貨幣として受け入れてく

れるからです。なぜ受け入れてくれるかとい

うと、じつはそのまた次の人が l万円札だと

認めてくれるからです。じゃあ、その人はと

いうと、そのまた次の目、そのまた次の人も

そうだから、と言うわけですよ。祭限の連鎖

があるんですね。もし有限で世界が終わった

としたら貨幣として存在できなくなるんです。

たとえば、西暦2000年でこの連鎖が終わるこ

とになっていて、最後の年には価{酎f祭くな

るとしてみましょう。すると、その l目前に

は、次の人が受け取らないお札だから、すで

に価値を失う。その前の日も同じこと.つま

り、パックワー ド・インダクション(逆帰納

法)で現在まできて、価値がなくなってしま

う結論になるわけて・す.ですから、貨幣は無

限のj~j，を内に絞めることによって、それを

核にして存在しているんですよ。 ω操作をし

ているんですね。

度;符毘ふむふむ、なるほどねえ。

岩井医モノでありながら貨幣{ムそういう祭

限操作を代行しているんですね。非常にパラ

ドキシカルなー径の記号として、そこで数学

と結びついている。

lh接作としての
話会〕レーjレ・貨幣流通・言語そして神

縫爪11ω操作というのは、いい言葉ですね.こ

れから、 f~わせていただこうと.思います。と

いいますのは、社会学でも、似たような問題

がtHてくるんです.たとえば、法律をなぜ人々

が守るか、というと、ほかの人が守るからな

んですね。 ωJ41作みたいなものです遂行的

P吉rforma!iveJというんですが、とにかくみ

んながそうしてるからそれがルールなんだ、

としか言えないような情造なんです.

度湖周だいたいわかるような気がしますが、

法律というのは、たいてい再IJlmを1キってます

ね.あれは、社会学'こ現力れてくる独持7)…・・。

橋爪医数学のルール(こは、 ifl)!iojはないみたい

ですね(笑)。

魔i朝国青1)宮市立、ルールの遂行に割り込みをか

けている感じの不思認なものですね。

橋爪国制裁の問題ですが、法理論に二派あり

まして、芳I)toiがあるからルールが守られると

いう考え方と、もう一つは、ルールのほうが

第一義的で、汗1)昔oJ!;I二次的なものだと考える

学派があります。刑罰もよく考えてみると、

青1)をかくかくに執行せよという命令とそれに

従って行動する人々がいるのですね。むし款

行命令のルールそのものが通用しなくなって、

その人qが「やーめた」と言っちゃったら、

刑罰は成り立たない.ぼくは、後者の考え方

なんですML

岩弁固lZくが、いま書いている論文が、まさ

にそt1.. l't幣になぜ1面fLMiあるかというのは、

まさに自分以外の人がl't幣を価値だと思うか

らです.不動点みたいなもの。

庚;ti園あ、なるほどねえ。不動点ね。

岩井E誰かが「やーめた」と言ったら、シス

テムが崩れてしまう。それが、インフレーショ

ンとか、そういう攻象です。で、さっさの祭

限J刻字の意味を、 -f.fiの不動点としてたたみ

こんでみるわけです。本来的に祭f.1H品作であ

る自己言及佳が、 li幣というモノに結晶され

ていると考えてむよいと忠、います。

橋爪藍数学て'の無限をjEt51てーさることと、 y'(

fffをやりとりできたり、言語;を習f尋できたり

する、ルールを了解できる能力。両方はどこ

かつながっていて、人間にはそういう自Eカが

一町
一一A

E
戸
下
し

そなわっている、そ人な気むしますむ。

岩井Eどうでしょうね……。さっきチョムス

キーの話が出ましたが、母.fP..の言葉の有限の

サンプルから、子供lsiきに祭限の言語列を可

能.こする言語法目1)を導ける。シンボル能力と

いうのは、 2夜半かう 3歳半のあいだて¥む

のすごく違うそうですね。あの時期に、有限

切lから関主主へとある径のジャンプがおきる。

シンボル能力というのは、やっぱり祭限f長作

だと.患います。

度i現E祭m操作に一定の意味を結びつける能

力がある、ということですね，たとえば πを

正廷に計算するプログラム1;1停止しない。停

止しないステップの連鎖に対しても、ちゃん

と意味が定まるんだというのをやるのが、プ

ログラム意味ZS剖ですね。 OS.(オペレーティ

ング・システム)なんかも停止してはいけな

いんで、その証明をやる。でむ、停止しない

証明は、停止することの証明と同じ型の手続

きでやるんです。ちょっと逆説的ですカら

橋爪立数、 l't幣、...・.あと、主主限操作に関

係するむので今日まだ出てきてないのは、お

そらく待。

岩弁Eカントール16)は、 i度の~川がエホバで

あると、どこかに書いてますね。

l: 1 " ， :l"~込月

fI証明・交通・資本主義
t.1~盗品

E産;認Zギリシャでなぜ、証明を中心lこする数

学ができたのか、不思議でしょうがないんで

す。証明をあんなにマジメにやろうとしたの

は、ギリシャ時代のギリシャと、あと li世紀

以降の現代数学だけでしょ。インドも中国む

計算が:三とんと・ですね。中国の rjl1，'t~術}81

とか、精強な計算システムがあって、でむ証

明はしない。アラビアむユークりッドの~;ii有

のiiiTが入つてはいるけれど、 SInCOSを究明

したりして、計算が中心. li世紀頃かう証明

こそすべてだと急に変わる。歴史的には、証

明:二少量立派ですよ。それが、いまでは多主主派

どころか100%ですからね，

岩弁富一つには、ブリミティヴな資本主義に

仁ー酌占ーζ一…二

14) '"芳司￡るlf者~Z. !.~JJ 丈三!.5 :'6

15ヶ-L，・と丘三三'11今一一ウ-(，.~>;;...~

タイシ・ハ-~ ./レーフン'J (f-::o:存芹j

をlÆ~ れるといいz

言語ケLム
と

社A 理込TJ..;z:;;セ玉街司
-.・~，.~・. ... ._.

.11".*三Jt

持、今.

15) たと ;i.. t:.， 山$It市 'r前:3.J~..:~~N

学J (1，主音意宮jにフCJ:7ラム雪苧J毒。

プログラL.のf亨止.l'!lill:1)!~~，j.'とコ

ンピュ -j";t字由F.:i;ヂ.t<~ とのて品

る占会骨主?と品・広主，17)フログラ Zンクー

どについてt，LVJ'n.でいる

情報処理由罰学

11合1I1I1
1品f

i"IO佐lJilt占
有j当~"-::t

滑走絶望f二五げる応対勿るウ妓L!Ti!

吾) (;量t:'i主三モJ

16) GeorgCantof (I8d5・1918)へテル

スフルクに主 ;t;. Fィ・ノて'-;ËI~ LI:27

ヤ!r.tn;;:.宇者で.真吉"!~訂正..望者è:/.. で

有名 1884~ん4ま U;;./..I;;"!ff.T ... .?f;去

を伴う指揮の夫1<'ごr..:htl. fHI:::!~ 

搾得〈さでfさんだ.

(7) ，アレ 7)と;三乙.ヘプライ丈字の
lf-~，のにめたり. 月/~ール，. .，}雪之~14"

合目^~é(::A/::) f-表すのに使った.

‘ 
(8) 'J!経十誓J のうらの一つ舞子~-;・

勺認の去予ftz での'， MJに￡玄Lたと~i. ら

れでいる， ~/)・ら宗にかげで 冨~il;青

11'..1/1の拡科書に!flOI1たれ‘う.
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22) コンピュータZF字で rlf1!J!:王Y~J

と午:;'tl.岳会長同宣大プ~~!.l. ltlIM王~!;t

では活字句にf正会ft手にた1ふ!1!1!(;r. 

定住2た1: 1';:主乏をの Tunng~書式.' 0可亨

止ZでのAr';/7:t(~."，，:宝ナJiJJ!) . ~た

はおまテー7fT)，畳~ (f.f;tiァ亙J.f)Iご正っ

THJll1IJ'Z.護~h. 子れらか.t;< べ5

/'c~!.l. (λ;J]) の大~i.' I:NI- でとの;~r

に見積るられるb・IJ'テ-7(:去る 実現

止の雪持で相プるも笠!::.入力のy現式

J'1-空白巧:，~，;*}に苔かと古る bのに，.勺内る

と考;tりれているIJ'. NP=Pぬも芝Eと
tt. ぞのへんのクラス分(j;?'~ た.<.字勾

にえ綜£てゐることを示ずといってJか

ろうs

23) r，苦号!r'd:ttJ%J!:J C l.‘フ FL:;~ .

11f!.i:it.壬号本古学tξ 'j"-:rr戸iFEA常事~:t

お司応沼'J (iJo.，:1[=!J;.'人々 ・芝代の
EI学1218;:-.1.召訂wの生・8・1:P;l'て占
らnるよ

f竺一一=さ竺1
1←: ぷお品説ドそ

¥---7二 ;斗

一、 r

岩井回線~'t~ii函法でシンプレックス法よりは

るかに速い函WJ的なアルゴリズムが2-31手

前に出たんですが、どうむ証明がおかしい。

知的所有怖のために、発見者のJ1~\ 1主がわざ

とあいまいな証明を流しているという的があ

りますね。

馬車U'l .NP=p!2lカ )~j正明できるかどうかと \1 う、

大問題む関わるわけでしょ.λ'p=pの証明が

できて、そのアルゴリズムを自分だけでf与っ

ていられたら、恐るべき能力になりうる.

岩井思いや、あれは単なるPのアルゴリズムの

問題だったと思いますが、どうもいろんな人

が治文読んでもわからない。わざとあいまい

にして、隠しているらしいんです，f1."f:上の

大問題て'はないんですが、計Si:コストの ~，，:'ð(i

にすると大きいわけですむ

辰沼Eそうですか。人予=pがJiEUJIて'きたとい

う長吉む、ときどきあるんですよ。毛のたびに、

みんながチェックして、どうむあやしい、と。

このへんのDfj[ ~8fi号R:なんかに 11.1わる叩こと

もあって、社会的:，iム.1':.Jむ大きいんてすc

一一一現代社会にはアルゴリズムと情幸三官里の

問廷を含め、数学と社会の{，~o.;~少な関係も生み

だされているようです:fdュ今日は、長い問、

ありがとうございましたz

ンビュータやプログラム言Z吾のありょうゃな

んかとも関わって、{業1.;tl<!Jl..t，があるんですが

ねー

橋爪E社会学を数学化するメリットは今のと

ころ、あまりない。ただ、むしろ社会そのも

のが情報化によって数字化してしまうことは、

あリうると思う。いまのプログラミング言E苦

でなく、日常;a吾カfインタフエースになったよ

うな社会を恕保してみると、 f後t成が社会関係

を演出しはじめ、それと同時に|表彼自身も社

会化してきて、人間だけが社会のメンバーで

あるという前提から少しずつズレてくる。い

まの1't幣のように、コンビュータが人間のあ

いだに介在する、そういう可自白主は考。えられ

まτね.

岩弁固いちばん卑近な例では、株式のプログ

ラム・トレード。

掻爪翻第一例として、興味があるんですが、

それは経済学のほうで、資産選択や最i盟問買

行動の理J有力fあったから、機械にやらせるこ

とができたんじゃないですか。

岩弁E他人が今までと行動を変えないという

前提でプログラム・トレードしますからね。

前込が崩れちゃうとへンなことが起こる。

橋爪毘もうちょっと進んだ処理ができれば、

消'f1fl.すの購買行動ぐらいなら、後僚がすぐ代

行できそうだ。

岩主:冨ぼくはね、プログラム・トレードとい

うのは、大衆社会のほとんどは主体なさコン

ビニータの世界と変わらないんだということ

をEii示しているような公カfする。

一一知的所有濯なんかのゆくえは…・・?

応手11:1数学にl却しては知的所有I!'Jjのような感

覚!;:ないんですが、アルゴリズムについては

出てくる可m.tがあると思います。いまは、

知的所有悦のtt5i，にはなりにくいだろうと与

えられていますカらアルゴリズムはダメだけ

どコンセプトは{j，~ l;'をできる可HEld;'があるので

はないかという誌主治人アメリカにはあって、

そfーは者fi三1Mや1.1J¥{午{徒によるとされているよ

うですc アルゴリズムをどうしてむ自分だけ

がwおうと忠ったう、隠すしかない。

ことは、 共同体のやi，i~なんだと思う. ユダf

教がなぜ無限を:-;!::(o.]できるかというと、ヰゴ出

をjtわれてあらゆる会同体の間を介'uーするこ

とになったかうだと.思います。

現代社会の構造と株式のプログラム
、温恥山

Lアルゴリズムの知的所有権

一一幸治美構造を数学的手法て解明しようとし

たレヴィ=ストロース211の仕事なんかがあっ

た一方で、貨幣が宗介する市場は共同体的な

有守主の関係を切って祭~T~の世界を鉱Ifてきたz

そこが、現代の資本主義や情報化社会とつな

がるポイン卜のようなT日がしますが…・・。

岩井国レヴィ=ストロースの仕事は非常にさ

れいにいったわけですが、君宇治的な係遣で説

明できるのは、 II幣のないプリ ミティヴな社

会だけなんて'す。

橋爪医ええ.あの方法では、現代の社会には

手も足む出ない。

岩弁mJ't幣のある世界には祭理なんて'す。と

いうのは、貨幣経済は交換関係をi't幣という

モノに閉じ込めてしまっているので、システ

ムを必要とせず、ああいう情造から自由な交

換を可能にしてしまう。それゆえ、物々交役

とはちがって、日 qの取引は全体の需給がバ

ランスしていなくてむ可古Eだということ。レ

ヴィ=ストロースのいう限定交役む一般交換

にしても、 基本的にシンメ トリーな交換なん

です.ここが、決定的にjgう.もう一つは、

イノベーション。何か新しい}jIJのことをする

と、手IJ湖がうまれる。そういうインセンティ

ヴを与えるシステムて'あって、~1ij圭を自ら流

動化させてしまう。そのへんの話つが、文化人

知学の人なんかには、なかなか通じなくてね

(笑)，で、さっさの祭限の問題がそこにから

んでいる。

度湖沼そこから、主文学的扱いむできるような

~iiÎiの|耳j主む H1てきたということですかね=

いちおう、位前:二計算カ;て3る包社会学l立、

計~:ができない.でむ.社会的なものを数学

的な世界にマップするやり方が何かあるんで

はないか。としたら、何が出てくるのか、コ

j!Íい交j凶 ~1111がギリ シャに 1.1、できていた。

ギリシャの哲学者って、かなり外人がいるで

しょ。ヘラクレイトスはユダヤ人だし。

庚湖底たしかにそうですね。エーケi低金{本が

一つの国みたいなむので・… -

岩井rl~f\:~~~の交通のなかで資本主義的な世

界ができはじめたギリシャは、一つの特異点

なんだと思います。あと、 17-18世紀のヨー

ロッパe 資本主義というのは何かといったら、

返ったシステムがぶつかつて相互】割問すると

いう…・・円証明を必要とする考え方と、な

にか関係あるような矢がします.

橋爪毘あと、ギリシャが待日lJな.占.は、ポリス

ごとに法律がi呈っていた。だから、人間がつ

くる法律という考え方があった。城壁から外

へ出ると、それに束縛されないし、 f呆議むな

くなる、と.じゃあ何を共通I買にするかとい

うと、たとえば滋学、営学…

度減固なるほど.だから、共通の理解にゆき

つくための証明ですか.それはそうと、アリ

ストテレスという人は、おそろしく1字い人で

すね。あの時代に、論理的に正しい命題!j、

命包の内容と関係なく、その形式によって、

その正しさが判断できる.ということに気が、
ついている。ゲーデルの完全性定理の直観を

もっていた、ということですね201.

岩弁国アダム ・ スミスなんか~rcJしでも、「ニコ

マコス倫理学」や「政治学JのCし返しなん

ですよ。議運はほとんど同じなんて'、民きま

す.アリストテレスという人は、共同体的な

思考方法を極限まで推し進めた人だという気

がします.後はi't有?をすごく縫うんです。共

同体にl'ti¥'fl正要らない， 1i:'1nは、共同体がポ

リスになり、ポリスが世界になるときに、必

安さとして出てくる.li:?¥fはどうしようむな

いむので、.ぞき三限だと言っています.

庚J.i回アルキメデスもそうですけど、{度む徹

底した有限主義者ですね。数学のE己史で祭限

を4'欠て:.V~うのは、だいぶあとですtみあれ、

やっぱり伝子主的なものと関係しているような

気がするんですが・ー・・ー・。

岩井国ユダヤ教でしょう。無限の忌避という

-ーー[ー骨 .. ... ，. ...1 .. >-::."!""-;;;均一~~
・一 h・ v・--~ム~;...品&単組曲占.~・ナ'

19) こ ~th :.: l)ぬも虫1:ごつt ‘ Tlt. 7= 

ノレア/・プ=ーデルr釘 ii文努・正三耳-
j<fz吉 表J (;全6るI;;.rず書房)IJ示安

I:'A{;. 

特宜主唱.1J.;'!i'責本主轟
.'.・・.

21) :?D-f"レヲ'-r=ストロ-A rl~ 

}~(J')i!t.;;:宥主J Cと7・4会で書房λニの
本町長!!ご窓学的問去っ作1i?J1.でt‘る

iうに、 7/μ ピキlY<Oコ中'::'~J吉学者で品

るアンYレ・ 7=イユが留の仕事にZカ

L たと t 、う 15:~脊吾e

モェ1 ~・ 曹

1 ヨトiJ1乙.!.¥ 

;-}7ぷγ③，

iiぽ j;:tl

? γク;<. 1.']デrイ."，〆/. r，'l.;9'-r十，λL土

下JんIJ (，ι 去Z予雪シア-!;ゲ，11.;'1古"ム司JJFcJよ'，;，1λfυ，り~-一 re 

~'骨討7 玉::;.:プ~ti:.. :. ...;正

2盆主みた了‘ ユ王子メ日J子戸草月必3・" If''il 

':y'.!j~dill"" "T:;(.らI- l ~ (，ゆ正式三星回

「若3宇完人長司j'S，耳ff)

20)グ.cー声明主詮台定芳均i有芸品・不

完全世定'Jrlご I':~T.妻でめること

は. IiPj;~ ・ !Ã=-iE r.ク二ー究弘司合界J

(;寄E号泣Jの宇・IJ・で/，!亙ai.'れでいるe
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