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一般論文

循環性を受け入れる
――構成主義における可述性の

位置づけの変更とその影響――

矢田部俊介∗

Embracing circularity:
A change on an interpretation of predicativity in constructivism

Shunsuke Yatabe

abstract

Recently some constructivists try to justify impredicative theories with coinduc-
tion which play a very significant role in computer science though it had been
thought that predicativity is necessary for constructivity. In this paper we introduce
these arguments, by Rathjen and by Coquand, and apply these argument to show a
naive set theory CONS in FLew∀, which is intuitionistic logic minus the contraction
rule, can be regarded as constructive.

§1 はじめに

本論では，循環性を論理体系において表現する際の問題点を題材に，数学の哲学に
おける老舗の流派が，計算機科学における最近のニーズに対応するため自己規定を変
更していく様を紹介する．
まず最初に，循環性とは何かを紹介しよう．例えば「この文は真である」という文
は，何の変哲もない普通の日本語の文章である．しかし，「この文」という言葉で，自
分自身について語っているため，「循環的」もしくは「自己言及的」と呼ばれる．循環
性や自己言及性といった現象は，人間の言語活動において広く見られる．しかし，真
理に関する理論において，循環性を下手に取り扱おうとすると，古典論理上で矛盾が
導かれることが知られている．その一例が，次のように説明される嘘つきのパラドッ
クスである．文「文 L は偽である」を L と呼ぼう．L が真だとすると，文 L は偽で
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あることになる．同様に，L が偽であれば，L が偽であることが偽であるから，L は
真となってしまう．このように，文 Lが文 Lの真偽について語るという循環性を許す
と，議論は堂々巡りとなり，文 Lの真偽を定めることが出来ない（古典論理では，こ
の堂々巡りから矛盾が導かれる）．
循環性が困難を招く現象は，真理に関するものだけではない．数学の素朴集合論に
おけるラッセルのパラドックス，計算機科学における（通常の論理結合子を含んだ体
系での）無制限な再帰的定義（これは，無限ループを持つ停止しないプログラムに相当
する）など多くの現象が，嘘つきのパラドックスと全く同じ数学的な構造をしており，
古典論理および直観主義論理上では矛盾を導く（長谷川 2006）．これらのパラドック
スのため，循環性にはどこかうさんくさい印象がつきまとってきた．そして古典的な
哲学的論理学においては，上記の矛盾を導くような強い形の循環性をなるべく排除す
るように，理論に制限が加えられてきた．例えば，このパラドックスの伝統的な解決
法は，自分自身の真偽について語る Lのような文は，病的な文であるとみなし，こう
いう文を考慮の外とするというものである．
しかし，それらはみな過去の話である．ここ 30年間，論理学・哲学，さらに計算機
科学などの分野において，多くの研究者がこの強い形の循環性について考えを巡らせ，
循環性を整合的に表現できるようなアプローチを提案してきた．本論では，それらの
うち，計算機科学における循環性の研究にスポットを当てる．近年，計算機科学にお
いて，潜在的に無限な対象，すなわち停止しないオートマトン（無限ループ状態にあ
るプログラム）の動作を記述することの必要性を満たすため，余帰納法（coinduction）
と呼ばれる構成法が広く使われるようになってきた（Sangiorgi 2011）．余帰納法によ
り古典論理や直観主義論理上で潜在的に無限な対象の動作を記述することが可能とな
るため，余帰納法は論理学および計算機科学において非常に強力な道具となった．し
かし，それは，従来当然視されて来た帰納的構成法の正反対，すなわち部分に先立ち
全体が存在することを仮定しているようにも見える，限定された形での循環性を体現
する構成原理であり，余帰納法は既存の古典的な解釈の枠組みには収まりきらないよ
うにも思える．
また，もっと直接的な形の循環性の表現として，非古典論理上の素朴集合論（Cantini

2003；Petersen 2000）がある．素朴集合論ではラッセル集合のような循環的な集合が
定義可能であり，古典論理上ではそれが矛盾を導くが，ベースとなる論理上に縮約規
則と言われる論理規則がない場合は矛盾を導かない．この体系は，無制限な再帰的定
義を何の制限もなしに許すが，もちろんこういう理論は古典的理論と大きく異なって
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いる．従って，循環性を（限定された形であれ）受け入れることが，他の概念にどの
ような影響を及ぼすか考える必要がある．
本論では，テストケースとして，この循環性を引き受けることが構成性概念に及
ぼす影響を考察する．現代の計算機科学の理論的枠組みは，構成主義的理論であ
る．ポアンカレ（Poincaré）以来の数学的直観主義の伝統において，構成性は可述性
（predicativity），すなわち定義されるべき項を含む全体に言及した定義を許さないこ
とと，親密な関係があることが当然視されてきた（Troelstra and van Dalen 1988）．こ
の立場に立てば，当然，余帰納法や素朴集合論などの循環的理論は許容されない．し
かし，現代の計算機科学は，少なくとも余帰納法なしでは立ちゆかない（Sangiorgi

2011）．そのため，集合の余帰納的定義を許すように拡張された集合論 CZFAは証明
論的に弱いため，ラティエン（Rathjen）は依然として CZFAが構成的であると呼びう
ると論じている（Rathjen 2004；Aczel and Rathjen preprint）．また，コカン（Coquand）
も，構成的型理論を余帰納的に定義されるデータ型を許すように拡張した体系は，証
明論的意味論的な観点から，構成主義的に許容しうると論じている（Coquand 1993）．
この，ある理論が構成的であることを体系の証明論的強さや定義される数学的対象の
性質に注目して決定する手法を応用すれば，直観主義論理から縮約規則を除去した構
成的な論理体系上の素朴集合論 CONS（Yatabe 2013）も，証明論的に非常に弱い上
に論理規則としての包括原理は許容しうるものであるため，構成的であると論じうる．
CONSは包括原理を持つ素朴集合論であり，非常に強い意味で循環的である（自分自
身をパラメーターとして使用して自分自身を定義して良い）．このような強い意味で循
環的な体系が構成的であることは，伝統的な数学的直観主義が当然視してきた，構成
性と非可述性の間の強い関係を否定するものであり，我々の構成性に関する理解を大
きく変えるものである．
構成主義は，単一の学説であるというよりは，共通の傾向を持ちながら一方で様々な
源流を持ち異なるアプローチを追求する，いくつかの研究グループの複合体とでもい
うべきものである．ラティエンやコカンの提唱は，現代的な計算機科学の現場のニー
ズに合わせた新しいグループを作り出したと考えることが出来る．このことは，あま
り時代の影響を受けないと思われる数学の哲学における基礎的概念が，いかに計算機
科学の影響を受けているかの見本の一つであり，概念の発達史という点からも興味深
いものであろうと思われる．
最後に本論文の構成について紹介する．まず §2 では伝統的な構成性概念の定式化
について紹介する．第 2.1節では（今回の問題となる）可述性について述べ，第 2.2節
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では，存在具体性など構成性の形式的な定式化を紹介する．次に §3 で，最近の計算
機科学の現場における可述性に対する攻撃を紹介する．第 3.1節では，これらの動き
の背景にある余帰納法という現代の計算機科学に不可欠な手法を紹介する．第 3.2節
では，ラティエンによる，構成的集合論に余帰納法を可能にする公理を加えた集合論
CZFAが，構成主義の観点から擁護できるという証明論的議論を紹介する．第 3.3節
では，同様に，コカンによる，構成的型理論に余帰納的に定義されるデータ型を許す
ように拡張した体系が，構成主義の観点から擁護できるという存在論的議論を紹介す
る．最後に §4では，以上の議論を踏まえ，非常に強い意味で循環的である素朴集合論
CONS も構成的と呼ばれうると論じる．第 4.1 節では CONS に関する基本的事実を
紹介し，第 4.2節では前章のラティエン・コカンの議論を援用すれば CONSも構成的
と呼ばれうると結論する．

§2 構成性と可述性

本節では，構成性に関する伝統的な説明（Troelstra and van Dalen 1988）を紹介す
る．構成主義は単一のプログラムがあるわけではなく，複数の源流から流れ出る幅の
広い多元的なプログラムであり，個別の問題に関しては論者の間で認識の違いも大き
い．構成主義の源流は，歴史的には 19 世紀のクロネッカーまで遡ることができる．
その後 20 世紀初頭フランスの数学的直観主義，ブラウアーによる直観主義，ワイル
(Weyl)の可述主義の影響を受け発展してきた．近年ではその一支流である直観主義論
理上の構成的型理論（Nordstorm, Petersson, and Smith 1990）は計算機科学で基礎理論
として広く採用されており，広く応用されている（計算機科学における応用について
は 3.3節で紹介する）．本章では，それらの流派の多くに共通に見られる主張として，
以下の二種類の概念を紹介する．

• 可述性
• 証明における構成性

第 2.1節では可述性について説明し，第 2.2節では存在具体性など証明に関する構成
性の定式化を紹介する．
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2.1 可述性

構成主義は，歴史的には直観主義の誕生以前，20世紀初頭フランス，ポアンカレや
ボレルらの数学的直観主義に源流がある．その礎石となる概念は，ポアンカレの提唱
した「可述性」だが，これはラッセルがラッセルのパラドックスを乗り越えるために
提唱した古典論理上の単純型理論に対する反論のキーとなる概念であり，その意味に
おいてラッセルのパラドックスに対する応答の一つと見なすことが出来る（池田・伊
藤・久木田 2011）．ポアンカレの可述性は，新しい項を定義する場合，定義されるべき
項を含む全体に言及した定義を許さないことを求める．よく知られているように，デ
デキントによる実数の切断による定義において，実数を「実数のある部分集合の最小
上界」を定義と見なすが，これは定義を行う対象である最小上界を含む上界全体に言
及しているため，非可述的であると言われる．これは，古典論理上で，ラッセルのパ
ラドックスのような矛盾を導く可能性のある循環性を徹底的に排除するための強い基
準の一つである．
よく誤解されているが，可述性と直観主義論理との結びつきは必然的な訳ではない．
というのも，歴史的には，可述性は古典論理上で考えられたからである．どちらかと
いうと可述性と直観主義論理との結びつきは，歴史的な経緯によるものが大きい．数
学的直観主義の創始者であるポアンカレは，可述性を提唱するとともに，実無限とい
う考え方に反対した（Moore 2001）．ブラウアーの直観主義は，その名前が示すとお
り，出だしにおいて数学的直観主義から非常に強い影響を受けている．ブラウアーは，
実数全体の集まりだけでなく自然数全体の集まりも一つの規定された全体性を持たな
いため，言葉の真正な意味で集合と見なすことができないと考えた（Feferman 2005）．
この極端な点で彼は可述性の考え方も受け継ぎ，その影響もあり多くの構成主義者も
可述性を構成主義の重要な要素だと見なしてきた．そして，形式的な直観主義論理は，
そもそもブラウアーの考え，実数全体のような全体性を持たない無限的対象に関し排
中律は適用できない，というアイディアを形式的に表現しようという試みの中で生ま
れた．この意味において，可述性は直観主義論理のモチベーションの一つを提供した
が，しかし形式的体系としての直観主義論理は創始者の思惑を超えたものである（次
節で詳細を説明する）．
一方，古典論理上の可述主義の研究は，異なる方向へ向かった．ワイルは，古典論理
上の ZFは可述性を持たないという理由でこれを退け，古典論理上で実数論を可述的
に展開するための枠組みの研究を行った（weyl [1918]1987）．彼は，例えば自然数全
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体の集まりは真正な集合と見なすことができると考えた1．その上で，可述主義的に許
容できる方法で実数を構成2し，その上で解析学を展開した．この自然数論を出発点と
し，その上に可述的に認められる理論の階層を築くというアイディアは，ワイル以降
も，フェファマンやシュッテによる古典論理上の可述的体系の階層に関する証明論的
研究として続けられた（その詳細については 3.2.2節で説明する）（Feferman 2005）．

2.2 証明における構成性

次に，構成主義の形式的なレベルの話に移ろう．形式的体系としての直観主義論理
は，ブラウアーのアイディア（曖昧で不明確な部分も多くあった）をハイティングらが
明確化し，整備された．その基本的なアイディアは，「直観主義論理とは古典論理から
排中律を除去した体系である」というものである（古典的推論における排中律のみの拒
否を表現している）．結果として，直観主義論理においては，存在命題が成立すると言
うことと，具体的に実例を構成できるということが同値になるという強い性質が成立
する（Troelstra and van Dalen 1988）．それを表現する性質が，存在具体性 (existential

property)と選言性 (disjunction property)3と呼ばれる性質である．本節では前者のみの
説明を行う．直観主義論理では，∃xP(x)の形の論理式を証明するためには，以下の ∃
導入規則による証明方法以外をもたない．

A[r] r
∃xA[x] ∃+

　この導入規則の特色は，∃xA[x]をこの導入規則によって証明するためには，あくま
で，まず具体的な項 rについて A[r]を証明する必要があるということである．この性
質，つまり具体的な項について証明できない限り存在量化子のついた命題を証明でき
ない性質は，存在具体性 (existential property)と呼ばれる．しかし，例えば古典論理は
存在具体性を満たしていない．というのも，任意の論理式 ∃xP(x)に関し，¬∃xP(x)を
仮定すると矛盾が導かれること（つまり ¬¬∃xP(x)）さえ証明すれば，二重否定除去
律により ∃xP(x)が証明される．従って，具体的に P(s)を満たす項 sを構成する必要

1 この発想は，後にマルティン・レーフの構成的型理論において再帰的データ型を認める議論との共通
点を認めることができる．
2 デデキント・カットではなくコーシー列を使用すれば，ワイルの意味で非可述性を避けた形で実数を
構成できる．
3 直観主義論理においては，選言 A ∨ Bを証明するためには Aもしくは Bを実際に証明する必要があ
る．この性質を選言性と呼ぶ．対照的に，古典論理では前提なしで排中律が証明可能であるため，選
言性は成立しない．



矢田部「循環性を受け入れる」（1–26） 7

はない．計算機科学において，例えば「ある方程式 f (x) = 0は解を持つ」という主張
をする際に，具体的に解となる sを提供できるかどうかはキーとなる重要性を持つ4．
この点において，存在具体性を持つ論理は計算機科学的な現象を論理体系によってシ
ミュレートする上で非常に重要であり，構成性概念の中核に位置する．
前述のように構成主義はモチベーションの一つとして可述性のような主張を含みな
がらスタートしたが，当初の数学的直観主義やブラウアーの直観主義は厳密さを欠い
たものであり，その後の形式的な研究の進展とともに，その主張が明確化され整理さ
れ，徐々に形式的な性質を本質的要素として含むようになった．存在具体性はその性
質の一つである．この形式的な枠組みは，計算機科学の発展に大きく寄与するととも
に，そこからのフィードバックを受け大きく変化していくこととなる．

§3 余帰納法による構成的理論の拡張

前述のように，構成的数学は，多くの流派が並立している．そのなかで，構成主義
的数学を展開するため直観主義論理上の大がかりなメタ理論を枠組みとして採用する
アプローチを取るものは，大別すると二種類のものが提案されている．直観主義論理
上の構成的型理論と，構成的集合論である．計算機科学においては，カリー・ハワー
ド対応（小野・古森 2010）を直接利用でき，証明論的にわかりやすい構成的型理論の
方がよく使われる．一方，実際にその枠組みの中で数学を展開すると言う点に関して
は，古典論理上の ZFC上で数学を展開したノウハウがあるため，現時点では集合論の
方がやりやすいと言われる．
近年，計算機科学との関連から，どちらの枠組みにおいても，可述性へのこだわり
を捨て，非可述的な循環的概念の一つである余帰納法を体系に付加する拡張が提案さ
れている．本章では，余帰納法の解説を第 3.1節で行うとともに，集合論と型理論双
方における余帰納法の導入とそのことを構成主義の観点から正当化する議論の紹介を
行う．第 3.2節では，ラティエンによる CZFAを構成主義の観点から擁護する議論を
紹介する．また第 3.3節では，コカンによる，構成的型理論に余帰納的に定義される
データ型を許すように拡張した体系を擁護する議論を紹介する．

4 具体的な解を求めることが出来るとは，すなわち計算機上で答えが求められるということであり，計
算機科学の重要な任務の一つは，計算機上でどのような関数の答えが求められるかを考察することで
ある．



8 『科学哲学科学史研究』第 7号（2013）

3.1 余帰納法

余帰納法（Sangiorgi 2011）は潜在的に無限な対象の動作を記述する数学的道具であ
り，強い意味で非可述的な性格を持つ．本節では，（帰納的定義と比較しつつ）余帰納
法の解説を行う．
まず，比較のために，帰納的定義とは何だったかを復習しよう．その例として，任
意の集合 Aについて，Aの元の有限リストの帰納的定義を紹介する．Aの有限リスト
は， ⟨A<ω, η : (1+ (A× A<ω))→ A<ω⟩という型をしており，以下の手順で構成される：

• 構成の最初のステップ:

空列 ⟨⟩は有限列である，
• 構成の後続者ステップ:

任意の a0 ∈ Aと有限列 ⟨a1, · · · , an⟩ ∈ A<ω に対し，以下は有限列である

η(a0, ⟨a1, · · · , an⟩) = ⟨a0, a1, · · · , an⟩ ∈ A<ω

この構成法は，構成子 ηに関し，その最小不動点を与えることに対応している（その
存在を保証するのが帰納的理論である）．
余帰納法は元来，無限に動き続けるオートマトンの動作を記述することを目的とし
て導入された．ここでは，自動販売機の例を紹介しよう．自動販売機は，通常，電源
を入れてから次に電源を落とすまで長い時間がかかる．自動販売機に搭載されている
コンピューターチップの処理速度と比べれば，事実上「無限に動いている」と見なし
ても近似としては差し支えない．自動販売機の動作は，循環的に動作しつつけるオー
トマトンを使用し以下のように記述できる：

(1) 通常モード，モニターに「いらっしゃいませ」と表示する
(2) 人がコインを投入をしたら商品選択モードへ移行，商品選択ボタンの電球をつ
ける

(3) 人がボタンを押したら商品投下モードへ移行，缶を落とす
(4) 人が缶を取ったことがセンサーで確認されれば節電モードへ移行
(5) センサーが客を感知したら (1)へ戻る

このように，自動販売機の動作の各ステップは，簡単な有限的動作である．これを有
向グラフで表現したのが下図である．
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通常モード コインを投入 // 商品選択モード

ボタンを押す

��
節電モード

センサーが人を感知

OO

商品投下モード缶を取るoo

このオートマトンは，いつ電源が抜かれるか分からず，稼働時間が無際限であるため，
純粋に有限的な手段ではその動作を記述できない（モデル上でオートマトンの動作を
表現する値は「概念的に無限である」）．しかし，オートマトンのあるステップから次
のステップにどう移行するかは，つねに有限時間内で計算できる．ここでのポイント
は，上記のオートマトンはたった四つの状態間を遷移するものであり，当然そのプロ
グラムは有限サイズで書ける．しかし，そのことと，自動販売機の動作ログが無限に
続きうることは別物であり，ここでは無限の長さになる動作ログに焦点を合わせてい
る．余帰納法は，このような有限サイズのプログラムが無限時間動作するオートマト
ンの動作ログを表現することを可能にする．
もっとも典型的な余帰納的定義は，任意の集合 A に対し，「A の無限ストリーム」
⟨A∞, γ : A∞ → (A × A∞)⟩を定義するものである．A∞ は直感的には Aの元の無限スト
リームであり，任意の ⟨a0, a1, · · · ⟩ ∈ A∞ は

γ(⟨a0, a1, · · · ⟩) = (a0, ⟨a1, · · · ⟩) ∈ (A × A∞)

を満たす．γは，無限ストリーム ⟨a0, a1, · · · ⟩ ∈ A∞ の最初の元 a0 を除去する役割を持
つ（もちろん a0 を除去した後も依然として ⟨a1, · · · ⟩は無限ストリームである）．余帰
納的構成法は，このような余帰納的定義によって定義される集合 A∞ の存在を保証す
る理論である．ここでのポイントは，この理論においては A∞ の元の構成法は与えら
れず，A∞ の元を Aの元と A∞ の元に分解する方法のみが与えられているということ
である．つまり，A∞ の元は A∞ の元から構成する他はない．この点で，余帰納的に構
成された対象は，非常に強い意味において非可述的・循環的であると言うことができ
る（もちろん素朴集合論などと比べればマイルドであり，古典論理上で矛盾を導出し
ない程度に循環的な理論である）．
さて，A∞ は， νX.A × X （つまり ∞A ≃ A × A × · · · ）による最大不動点と同型にな
ることが知られている（Barwise and Moss 1996）．余帰納的定義が最大不動点に対応
する事実について，帰納的定義と比べると，余帰納的定義はより多くの存在者を要求
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することを意味する．この点は，数学の哲学（そして数学的対象は心的な構成物であ
ると見なす構成主義）において，余帰納的構成を認める上で一つの障害となっている．

3.2 ラティエンによる構成的集合論の反基礎公理による拡張

本節では，まず構成的集合論 CZF 上で反基礎公理 AFA を仮定した集合論 CZFA

を 3.2.1節で紹介し，次にラティエンによる CZFAの構成主義的擁護（Rathjen 2004；
Aczel and Rathjen preprint）を 3.2.2節で紹介する．

3.2.1 反基礎公理を持つ構成的集合論 CZFA

本節では，反基礎公理 AFAを仮定した構成的集合論 CZFAを紹介する．
構成的数学を展開するために直観主義論理上の集合論を使用するというアイディア
は，少なくとも 1975 年のマイヒル（Myhil）まで遡ることができる．その代表例は
アクゼル（Aczel）によって提案された CZF であり，本節ではまずそれを紹介する．
CZF は，ZF を制限した体系であり，基本的にその集合観は「反復的集合観」，すな
わち，

集合は，既に集合であることが保証されているような集合に，ある許された種
類の操作（「和集合をとる」など常識的に許されそうなもの）を加えることで構
成されるものである

に基づいている．CZFの場合は，上記の「許された種類の操作」が構成主義者が受け
入れることができる操作のみにかなり制限されているのが特徴である．CZFの言語は
ZFと同じ集合論の言語であり，直観主義論理上で ZFと似た公理をもつ体系である．
違いとしては，

• ZFの分出公理図式が制限され，∆0-分離公理図式など構成的に集合の存在が認
められる部分集合のみが定義されている
• 同時に巾集合公理も部分集合収集図式などの形に制限されている
• 他に，純粋に技術的な要因（こちらの方が使いやすい）から，整礎性公理の代
わりに ∈-帰納法図式が入っている：任意の論理式 φ(x)に関し

∀x[∀y ∈ xφ(y)→ φ(x)]→ ∀zφ(z)

また，論理が古典論理から直観主義論理に変更されているため，公理として採用され
る字面が，ZFの場合と異なるものが多い．公理の詳細については（Aczel and Rathjen
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preprint）を参考にされたい．なお，構成的集合論について，一部では直観主義では
「実無限」を定義できないと言う誤解もあるようだが，無限公理を持ち，自然数の集合
ωなどを初めとする無限集合を定義することも可能である5．また，CZFでは集合は
（超限）帰納的に構成される．その結果，自分自身を自分自身の元として持つような集
合（a = {a}）は構成できない．この点において，かなり自己言及性からは遠い存在で
ある．
しかし，前節で見たように，計算機科学においては余帰納法が重要な役割を果たす
ため，帰納法だけではなく余帰納法もできる体系であった方が，計算機科学者にとっ
ては都合がいい．余帰納的な集合の定義を許す体系のモデル化のために開発されたの
が，古典的な理論では，集合論 ZFから整礎性公理を除去し，それにかわる公理 AFA

を付加された体系 ZFAである（Aczel 1988；Barwise and Moss 1996）．同様に構成主
義的理論としては，構成的集合論 CZFから ∈-帰納法図式を除去し，それにかわる以
下の余帰納法を許すような二つの公理図式を付加された体系が ZFAである（Rathjen

2004）．

• AFA：任意の有向グラフは一意にその装飾を持つ（ただしグラフ g の装飾と
は関数 d であり，有向グラフの一辺を a → b と言う形で記述するとすると
d(a) = {d(x) : x ∈ a}を満たすもののことである）
• TRANS： ∀x∃y[x ⊂ y ∧ ∀z0 ∈ x∀z1 ∈ z0(z1 ∈ y)]（推移的閉包は必ず存在する）

例として，点は一点 b のみ，辺も b → b という自分自身へのものしか持たないグ
ラフ g0 を考えよう．このとき，このグラフ g0 の装飾 d が AFA により必ず存在し，
d(b) = {d(b)}を満たすはずである．従って，自分自身のみを元として含む集合 a = {a}
は ZFAに存在することになる．この公理図式は定義がややこしいので，詳細を述べる
代わりに，CZFAの特徴として，以下の定理を紹介したい．

定義 1 フラットシステムは，以下を満たす集合と関数の組 ⟨X, A, e⟩である：

• X ⊆ U （U は urelement6 の集合であり，変数を表現する），

5 この点は，「実無限」という言葉の定義の問題である．無限を表す名辞「自然数全体の集合」が指示
する対象 ωが存在するという意味では実無限が定義可能である．しかし無限集合に関し排中律が成
立しないという意味では実無限は定義不可能である．
6 集合論において urelementとは，それ自身は集合ではないものの集合がそれを含むことが出来る対象
である．
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• Aは任意の集合，
• e : X → P(X ∪ A).

直感的には，フラットシステムは集合 Aの元を用いて集合を定義する連立方程式を表
現している．例えば，⟨{a}, ∅, {⟨a, {a}⟩}⟩（ただし aは urelement)で e(a) = {a}となるフ
ラットシステムは，「方程式」 x = {x}を表現している．このとき，上記の bをこの方
程式の xに代入した式が成立するため，集合 bがこのフラットシステムの解であると
いう．

定理 1 ZFA，CZFAでは，任意のフラットシステムは一意に解を持つ．

この定理は，余帰納的な集合の構成が ZFAや CZFAで可能であることを示している．
ここでのポイントは，urelementの集合 U が無限集合であっても良いことで，例えば
以下のような無限連立方程式を表現するフラットシステムにより，無限ストリームが
構成できる：任意の無限集合 A = {a0, a1, · · · }に関し

x0 = ⟨a1, x1⟩,
x1 = ⟨a2, x2⟩,
...

このとき，x0 は直感的には ⟨a0, ⟨a1, ⟨a2, ⟨a3, ⟨· · · ⟩⟩⟩⟩⟩という無限ストリームである．

3.2.2 体系の証明論的強さと可述性

本節では，体系の証明論的強さとはどのような尺度かを解説するとともに，ラティ
エンの議論について紹介を行う．

CZF は構成主義的数学を展開するための枠組みとして定義された．CZFA の導入
に際しても，構成主義的なモチベーションが強い．ここで問題となるのは，構成主義
の観点から，循環性の強い CZFAという理論を受け入れることが出来るか，と言う問
題である．もちろん，CZFAは直観主義論理上の体系であり，存在具体性などは担保
される．問題は，循環的な集合の定義が可能になるため，可述的ではなくなることで
ある．この問題について，CZFAの提唱者であるラティエンは，可述性の定義を変更
し，別の証明論的定義を与えることで，CZFAは循環的なため旧来の意味（新しい項
を定義する場合定義されるべき項を含む全体に言及した定義を許さないこと）で可述
的ではないが，以下の（ワイル・フェファマン・シュッテの）拡張された意味で可述
的であると言えると論じている．
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ポアンカレの時代に提唱されたような純粋な可述性は，それを追求すると実数の定
義自体に困ることになり，解析学もロクに展開できなくなってしまう．そのため，可述
性に関する条件を弱め，ある程度の非可述性を認めつつも，その非可述性をなんらか
の正当化できる範囲に限定しつつ，解析学などを展開しようという研究が行われるよ
うになった．よく知られたアプローチの一つに，フェファマン（Feferman）（Feferman

1964）（Feferman 2005）やシュッテ（Schütte）（Schütte 1965）などの可述的に正当
化可能な体系のなす階層を考える方法がある（Feferman 2005）．以下，その解説を行
う．まず次のパラグラフで解析的分岐階層（ramified analytic hierarchy）を説明し，次
にその分岐階層を並べるための可述的順序数の定義を紹介する．最後に可述的に正当
化可能な体系のなす階層の紹介を行う．
まず解析的分岐階層の説明を行う．これは，まず自然数論から出発し，可述主義者
が認めることができる自然数の集合（実数は自然数の無限集合と同一視できる）を超
限帰納法により構成していき，その結果としてできた階層である．超限帰納法の各ス
テップは，二階算術の枠内で行われる．

• 超限帰納法の開始点：　この段階では，ω の部分集合はどれも認められてい
ない．

R0 = ∅

• 後者ステップ：
– Dを ωの部分集合の集まりだとする．

D∗ = D ∪ {S :ある二階算術の論理式 φ(x)に対し n ∈ S ≡ (φ(n))D}

ただし (φ(n))D は，φ(x) 中の全ての二階の量化子は D の中に相対化され
る7．

– Rα が既に存在していると仮定する．このとき Rα+1 は以下のように定義さ
れる．

Rα+1 = (Rα)∗

つまり，一つ前のステップにおいて定義された自然数の部分集合の集まり Rα

の中の集合を使用し，新たに定義できる集合を加えた集合の集まりが Rα+1 で
ある．

7 例えば (∀X∀x ∈ X[x = x])D は ∀X ∈ D∀x ∈ X[x = x]となる．
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• 極限順序数ステップ： αが極限順序数のとき，

Rα =
∪
β<α

Rβ

この階層の構成法は，一見，ワイルの可述主義の形式的な拡張になっているように
見える．しかし，解析的分岐階層の超限的帰納法による構成を可述主義の立場から受
け入れるためには，ひとつ問題がある．超限帰納法をするためには順序数が必要だが，
その順序数は整列順序の順序型であり，そして整列順序という概念そのものは可述的
ではない，というものだ．すなわち，ある関係が整列順序であるためには，その整列
順序の任意の部分集合が最小元を持つ必要があり，つまり整列順序を定義するために
はその順序の領域の部分集合全体が定まっている必要がある．この問題を解決するた
めにフェファマンとシュッテが採用したのが，解析的分岐階層の構成に使用する順序
数自体も，可述的手段でそれが整列順序だと証明できるような順序数8のみを使用すれ
ばよい，という二段重ねのアイディアである．この二段重ねの構成作業が満たすべき，
これまで述べた条件を自律性条件 (autonomous condition) と呼ぶ．このような，ある
体系で整列順序であることを証明できるような順序数の上限を証明論的順序数と呼ぶ．
体系 T の証明論的順序数が αであるとは，

α = sup{β : T ⊢ “ ≺は整列順序 ∧ ≺ の順序型はβ”}

である．さて，前述のフェファマンとシュッテの研究により，非可述的な体系の証明
論的順序数の下限は Γ0（つまり任意の可述的体系の証明論的順序数 αは α < Γ0 であ
る）である事が知られている．ただし，Γ0 とは，以下のように超限帰納法に構成され
るヴェブレン関数

• ξ0(η) = ωη,

• ξα = {η : (∀β < α)[ξβ(η) = η]}

において，xiη(0) = ηとなる最初の不動点のことである．
最後に，可述的に正当化可能な体系のなす階層を紹介しよう．⟨RAα : α < Γ0⟩とい
う階層を考える．ある体系 T が可述的に正当化可能であるとは，ある α < Γ0 が存在

8 ≺を ω上の再帰的二項関係だとしたとき，WOβ(≺)を「≺は線形順序であり，任意の空でない ≺の領
域の部分集合 Xβ の範囲では ≺は最小元を持つ」という論理式だとする．両者は可述的に意味のある
論理式であり，これらを証明すれば，「≺は全順序である」と非可述的主張を使用することなく証明
が可能である（そしてメタの立場からは，両者が結果的に一致することが分かる）．
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して，T が RAα の証明論的に還元可能なときのことを言う．ただし，体系 T が S に証
明論的に還元可能であるとは，ある再帰関数 f が存在し，以下が成立するときである．

• 任意の論理式 φが T で証明（のゲーデル数）pを持つとき， f (p)は φの S で
の証明（のゲーデル数）になっている
• またこのことは S で証明可能である

この可述的に正当化可能な体系の基本的アイディアは，ある体系が可述的分岐階層の
Γ0 までの部分に登場する体系に証明論的に還元されるのであれば，その体系における
証明も，対応する可述的な体系における証明に還元されるということである。このと
き，ヒルベルト・プログラム的な発想から，ある非可述的体系の証明が可述的体系の
証明に還元できるのであれば，見た目が非可述的であっても，その非可述的部分は一
種の略記であり，可述的部分のみで本質的に同じ証明が可能だ，ということを表現し
ていると見なすことができる．
最後にラティエンの提唱について紹介する．ある再帰的に公理化され十分な数論を
含む体系 T の証明論的順序数が αだとする．このとき，第二不完全性定理より，αは，
T のカット除去による無矛盾性証明の超限帰納法ができる順序数以下となる．言い換
えると以下のようになる．T のカット除去定理を証明すれば，その無矛盾性を証明す
ることができる．しかし，その際には，無限の順序数についての超限帰納法が必要と
なる．例えば，PAの場合，ゲンツェンの定理から ϵ0（ϵϵ00 = ϵ0 となる最小の可算順序
数）までの超準帰納法があればその無矛盾性が証明可能である．従って，第二不完全
性定理から PAの無矛盾性は PAで証明できないため，PAでは長さ ϵ0 の整列順序の
順序型を定義することが出来ない．証明論的順序数は，そのように定義不可能な順序
型に相当する順序数の一つとなる．逆を言えば，ある体系の証明論的順序数が Γ0 より
も小さければ，その体系の無矛盾性を（彼らの意味の）可述的体系で証明することが
できる．そしてある非可述的体系について，カット除去定理の証明による無矛盾性証
明を行うことが，可述的にできるならば，ヒルベルト・プログラムの意味で，非可述的
体系の安全性を可述的に保証したことになる．そこでラティエンは，可述性の定義を
変更し，ある体系の証明論的順序数が Γ0 より小さいのであれば，その体系を可述的と
見なそうと提案した（Rathjen 2004）．この意味において，CZFAも可述的に正当化可
能，つまり可述性の（拡張された）定義を満たしている．このように，ラティエンは，
（旧来の意味での）可述性をあくまで帰納的定義のベースケースであると見なし，構成
性に必要なのは可述性の指標であるその体系の証明論的強さが強すぎないことだと考
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えている．フェファマンやシュッテにとって解析学を展開することが不可欠であった
ように，ラティエンにとって計算機科学の現場では循環性（余帰納性）は不可欠な数
学的道具であるため，フランス直観主義以来の伝統的な厳格な循環性の排除をなぞる
わけにはいかないという事情が裏にあるものと推察される．

3.3 コカンによる構成的型理論の余帰納法による拡張

本節では，構成的型理論を余帰納法によって拡張する最近の試みと，その拡張を構
成主義的に擁護するコカンの議論（Coquand 1993）を紹介する．
型理論自身は，素朴集合論におけるラッセルのパラドックスを回避するため，ラッ
セルによって創設された．ラッセルの提案した型理論はいくつかのバージョンがある
が，どれも古典論理上の高階論理であり，ラッセルのパラドックスを文法的に排除す
るため，循環性を厳格な型規則によって徹底的に排除することを目指した．しかし一
方で，論理主義のプログラムを達成するためにはその上で数学を展開する道具立てが
必要であるが，型規則が厳格すぎるとその上で算術や解析学等を展開するのが非常に
面倒になる．そこで，ラッセルは還元公理などの抜け道を造り，本来は型が違う対象
を，無理矢理同じ型を持つものとして扱うことを認め，この両者で，厳格な理論と古
典数学を展開するための扱いやすさ，両方のいいとこ取りを狙った．しかし，その結
果，理論全体が非常に中途半端なものになったことは否めない．
現代の計算機科学においては，直観主義論理上の型理論は理論的な枠組みとなって
いる．すなわち，古典数学のメタ理論が古典論理上の ZFであり全ての古典数学の定
理は ZFの定理として証明可能であると考えられることが多いように，構成的型理論
は計算機科学のメタ理論であると多くの場合考えられている．詳しい解説は避けるが，
これらの理論では，命題をその命題の証明（具体的はその証明を表現する λ項）のデー
タ型と同一視する．直観主義命題論理に関してはカリー・ハワード対応によってこの
同一視が成立するのは有名な事実だが，依存型を導入することで述語論理にまで対応
を拡張している．代表的なものとしてはマルティン・レーフによる直観主義論理上の
構成的型理論9（以後MLTTと呼ぶ）（Nordstorm, Petersson, and Smith 1990）やコカ

9 マルティン・レーフの構成的型理論は，その証明論的な強さが Γ0 より遙かに大きいことが知られて
いる（Rathjen 2004）．従って，マルティン・レーフの構成的型理論上で余帰納的データ型を許すこ
とが構成主義の面から許容できるかに関してラティエン流の擁護を行うことが出来ない．また，一方
で，マルティン・レーフの構成的型理論は多くの構成主義者に許容されていることは事実であり，こ
のことはラティエンの議論の例外となっている．しかし，もちろん「証明論的に強い体系が構成的に
許容される」ことは「証明論的に弱い体系は構成的に許容されるべきだ」という議論の直接の反例と
はならない．
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ンによる CICが有名である．また，これらは計算機上に実装され，証明支援系（前者
は Agda，後者は Coq）の理論的枠組みとなっている．
現在，ある定理が構成主義的かどうかの目安はMLTTで証明可能であるかかどうか
だとも言われており，構成的型理論は構成主義のプログラムにおいて重要な役割を果
たしている．もちろん，構成的型理論上で構成主義数学を展開する試みは，ラッセル
が直面したのと同種の困難を持つものの，帰納的データ型（帰納的定義の型理論上の
形式化）という新技術の導入により，困難はだいぶ減っていると思われる．ちなみに，
帰納的なデータ型として自然数のデータ型を定義すると以下のようになる．

data N : S et where
0̄ : N

suc : N→ N

このデータ型は二つの構成子（constructor）で構成され，0̄ は帰納法の最初のステッ
プ，自然数 0を表現し，二つめの sucは後者関数を表す（構成の後続者ケースにあた
る）．例えば，世間で「非構成的」な公理の代名詞である選択公理だが，そのバージョ
ンはMLTTで証明できることが知られており，選択公理全てが一概に非構成的である
とは限らないという結果が出ている．

3.1 節で見たように計算機科学においては余帰納法が重要な役割を果たすため，計
算機科学の理論的枠組みである構成的型理論上で余帰納的構成ができた方が，計算機
科学者にとっては都合がいい．歴史的には，この研究はマルティン・レーフ本人によ
る，超準的自然数を型理論上でどう定式化するかという研究によって先鞭をつけられ
た（Martin-Löf 1990）．近年，MLTTや CICを拡張し，データ型の余帰納的定義を許
す体系に拡張する研究が盛んである．型理論の用語では，任意のデータ型 A に対し，
Aの元の無限列を表現することを意図する余帰納的データ型 ∞Aは以下のように定義
される．

data ∞A : S et where
η :∞ A→ A

γ :∞ A→∞ A

このデータ型は，構成の最初のケースに当たる構成子が存在せず，後続者ケースのみで
あることに注意されたい．ηは無限列の先頭を，γは無限列の末尾をとる働きをする．
さて，CZFAのケースと同様，構成主義の観点から，MLTTなどの余帰納的な拡張
を受け入れることが出来るだろうか．例えば ZFのモデル上で ∅を出発点とし，後者
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関数による不動点を考えるとしよう．最小不動点は，自然数全体の集合 ωとなる．し
かし，余帰納法にあたる最大不動点の存在保証原理を認めると，最小不動点には入ら
なかった多くの対象が最大不動点に含まれるため，最大不動点は真クラスになる．こ
のように，余帰納法を認めると存在論的に豊かすぎる，すなわち最小不動点を認める
帰納的理論のモデルに比べると余帰納的理論のモデルの領域の方がずっと存在者が多
いという問題が起こる．古典的理論の場合，このことはあまり大きな問題にはならな
い．しかし構成的型理論の文脈では，人間によって構成されない大量の余計な対象が
領域に含まれてしまうことは，問題がある．構成主義においては存在者は必要に応じ
て（心的に）構成されるものである．前述のように，ブラウアーにとって（非可述的
に構成される）実数全体の集まりは，一つの規定された全体性を持たず，言葉の真正
な意味で集合とは呼べないものであった．そのため，原理的に人間によって直接構成
することのできない無限的存在者は真正の数学的対象とは認められず，必要最低限の
有限的な存在者しか存在しないことが望ましい．もちろん実際にその対象が有限であ
る必要はなく，その対象の存在証明（もしくはその構成法のアルゴリズム）が有限の
長さであるできる（つまり有限的手法により構成できる）ことが必要である．一部の
極端なケースでは，構成主義者の一部は実無限概念を拒否し可能無限のみを認めるこ
ともある（最小不動点である帰納的定義は，可能無限的な解釈の余地を残すため，こ
の点でアドバンテージがある）．
この問題についてコカンは，数学的対象を領域の中に静的に存在すると見なす伝統
的なモデル論的見方そのものに異議を唱える．彼によれば，構成主義の本質は，数学
的対象は必要になった時に初めて心的に構成されるという点にある．そして，構成さ
れた対象の意味を定めるのは導入規則と除去規則である．証明論的意味論の考え方を
思い出してみると，論理結合子の意味は，その結合子がどのような規則によって導入
され，どのような規則によって除去されるかで決まる．この考え方を応用すれば，対
象の意味も同じく導入規則と除去規則によって定まると考えることがである．例えば，
自然数はマルティン・レーフの直観主義的型理論では帰納的なデータ型として定義さ
れたが，これは導入規則（構成の最初のケース 0̄ : N，および x : Nならば suc(x) : N

という型推論）と除去規則（suc(x) : Nならば x : Nという型推論）を持つ．この視点
を余帰納的対象にも応用してみよう．この場合，余帰納的なデータ型は除去規則のみ
を持つ．この意味において，余帰納的に定義される対象は，除去規則のみを持つ対象
として定義される．つまり，余帰納的対象は通常の帰納的に定義される対象と違う種
類の存在者であるが，あくまでも違う種類であるだけであり，それ自身として認めて
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はいけないと言うことはない．
このコカンの議論は，余帰納法の基本的な発想とそもそもの構成主義の立場の親和
性の高さを表すものである．彼は，構成主義のエッセンスを，対象が心的（もしくは
計算機内に）に構成される点であるとみなす．そもそも，余帰納的対象は，有限的な
オートマトンが生成する無限的な動作ログの数学的表現であり，その意味で厳格な構
成法が与えられたものである．そしてそれらは，必要なときに除去規則を用い心的に
（もしくは計算機内部で）構成される対象として型理論上で表現される．この意味にお
いて，コカンの視点は数学的対象を動的な視点で捉えている．多すぎる存在者を抱え
るという余帰納法の問題は，モデルの領域に関する静的な見方をとることから発生す
る擬似的なものに過ぎず，余帰納的対象は構成主義の発想からは「除去規則しか持た
ない特殊な対象」という特徴付けが与えられる．コカンにとっては，そもそも可述性
はあくまでも「構成」の概念を表現する方法の一つであるため，他の「構成」の特徴
付けが与えられれば可述性は棄却できるものである，ということができるだろう．

§4 CONS上の素朴集合論と非可述性
本章では，第 §3 章の議論を踏まえ，非常に強い意味で循環的である素朴集合論

CONS も構成的と呼ばれうることを論じる．第 4.1 節では CONS に関する基本的事
実を紹介し，第 4.2節では前章のラティエン・コカンの議論を援用すれば CONSも構
成的と呼ばれうると結論する．

4.1 CONSとその循環性

本節では，構成的素朴集合論 CONS（Yatabe 2013）の体系を紹介し，同時にその強
い循環性について紹介する．

定義 2 部分構造論理の体系 FLew∀は，以下の推論規則を持つ（Galatos et al. 2007）．

α ⊢ α ⊥ ⊢ ⊢ ⊤
Γ1 ⊢ α Γ2, α,Θ ⊢ β
Γ1,Γ2,Θ ⊢ β

cut

Γ ⊢ α β,Π ⊢ γ
α→ β,Γ,Π ⊢ γ

Γ, α ⊢ β
Γ ⊢ α→ β

Γ, α, β,Σ ⊢ δ
Γ, α ⊗ β,Σ ⊢ δ

Γ ⊢ α Σ ⊢ β
Γ,Σ ⊢ α ⊗ β
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Γ, αi,Σ ⊢ δ
Γ, α1 ∧ α2,Σ ⊢ δ

Γ, ⊢ α Γ ⊢ β
Γ, ⊢ α ∧ β

Γ, α,Σ ⊢ δ Γ, β,Σ ⊢ δ
Γ, α ∨ β,Σ ⊢ δ

Γ ⊢ αi

Γ ⊢ α1 ∨ α2

yが Γ ⊢ ∀xαと Γ,∃xα ⊢ βの中で自由変数ではないとする．また sを項とする

Γ, α[x := s] ⊢ β
Γ,∀xα ⊢ β

Γ ⊢ α[x := y]
Γ ⊢ ∀xα

Γ, α[x := y] ⊢ β
Γ,∃xα ⊢ β

Γ ⊢ α[x := s]
Γ ⊢ ∃xα

構造規則

Γ, β, α,Σ ⊢ δ
Γ, α, β,Σ ⊢ δ e Γ ⊢ δ

Γ, α,Σ ⊢ δ w

なお，略記として，(A→ B) ⊗ (B→ A)を A ≡ Bと表記する．FLew∀は，直観主義論
理から構造規則の一つである縮約規則を除去した体系であり，存在具体性などの良い
性質を満たす．
次に，FLew∀上の素朴集合論を定義する．形式化には，技術的理由（無矛盾性証明
の容易さ）から，包括原理ではなく，それと同値な論理規則である ∈-規則を使用する．

定義 3 素朴集合論 CONSは FLew∀上の集合論であり，二項述語 ∈と，任意の論理
式 φに関し {x : φ(x)}の形をした項を持ち，以下の二つの ∈-規則（導入規則・除去規
則））を持つ．

α[x := s], Γ ⊢ β
s ∈ {x : α},Γ ⊢ β

Γ ⊢ α[x := s]
Γ ⊢ s ∈ {x : α}

注意として，CONS ではラッセル集合 R = {x : x < x} が定義可能であるが，縮約
規則がないためラッセルのパラドックスは矛盾を導かない（単に R ∈ R ≡ R < R が
CONS の定理となるだけである）点をあげておく．ちなみに CONS は，カンティー
ニ（Cantini）による GL（Cantini 2003）の部分体系であり，ペーターセン（Petersen）
による LiDλ （Petersen 2000）と本質的に同じものである．
素朴集合論の特徴は，非常に強い意味で集合の循環的定義，特に，下記のような不
動点定理，もしくは一般化された再帰的定義を可能にすることである．

定理 2 CONSでは，任意の論理式 φ(x, z⃗, y)にたいして，以下を満たす特殊なターム
θを構成できる．

(∀x)x ∈ θ ≡ φ(x, z⃗, θ)



矢田部「循環性を受け入れる」（1–26） 21

言い換えれば，自分自身をパラメーターとしてとる論理式で定義される集合を定義で
きるということであり，「自分で自分を定義することが出来る」という循環性の極限で
ある．
最後に，CONSの証明論的強さについてコメントする．通常，循環的な議論の無矛
盾性証明は難しいと言われている．これは通常，カット除去定理は，難しいケースを
簡単なケースに還元していくことを繰り返すため，帰納的な理論と相性がいいが，循
環的な理論では難しいケースを還元した先が自分自身となり，還元による簡略化がう
まくいかない可能性があるからである．しかし，CONSの無矛盾性証明は実は簡単で
あり，CONSの無矛盾性を証明するために必要な順序数は Γ0 より遙かに小さいこと
が知られている（Petersen 2000）．この事実は，CONS が強い意味で循環的であるこ
とを考えると，多少奇異に聞こえる．しかし，簡単さの理由は，縮約規則がない点が
大きい（直観主義論理のカット除去証明を思い出せば分かるとおり，その証明がやや
こしくなる最大の原因は，縮約規則が入ってくるケースが複雑だからである）．実際
の所，以下を示すことが出来る．まず，推論の ∈-レベルという順序数を帰納的に定め
る（大まかに言うと，その推論の中で ∈-導入規則を何回適用したかの回数である）．次
に，カット規則を用いた任意の推論を考える．

S1

Γ1 ⊢ φ1

S2

Γ2, φ1 ⊢ φ
Γ1,Γ2 ⊢ φ

推論部 S1 の ∈-レベルを i，S2 の ∈-レベルを jとする．このとき，この二つから，カッ
トを含まない推論 Γ1,Γ2 ⊢ φでその ∈-レベルが i + j以下となるものを構成することが
出来る．さて，CONSの証明論的順序数を考えてみよう．実は不完全性定理が CONS

で証明できるかどうかは現在の所不明である（ファジイ論理上の素朴集合論で不完全
性定理が部分的にしか証明できないという結果から，否定的な感触がある）．しかし，
CONSでは ω上の全順序の定義可能性に大きな問題があるので，全順序が定義可能だ
としても，その長さは非常に短いと思われる．

4.2 CONSは構成的か

本節では，計算機科学における素朴集合論の意義は非常に強い形で循環性を表現す
ることであることを論じ，また CONSはラティエン・コカン両名の正当化基準を満た
しているため，構成的であると言えると論じる．
まず計算機科学における素朴集合論の意義を論じる．計算機科学における困難の一
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つに，計算機科学における再帰などの循環的な現象を十全に表現できる論理的体系を
得ることの難しさがある．基本的な点として，循環性に関する理論の研究は，計算機
科学において重要である．というのも，計算機科学において一つの鍵となる概念であ
る「再帰」(recursion)は，循環的な性質を持つからである．例えば，計算機上で足し
算を定義する場合を考えよう．先ほどと同じく，任意の自然数 x に関して，「ｘの次
の数」を suc(x) と表現する．このとき，足し算は計算機上では以下のように定義さ
れる．

x + 0 = x

x + suc(y) = suc(x + y)

この規則を適用すると，例えば 2 + 2は

suc(suc(0)) + suc(suc(0)) = suc(suc(suc(0)) + suc(0))
= suc(suc(suc(suc(0)) + 0))
= suc(suc(suc(suc(0))))

と，規則に則った書き換えによって計算される．このような計算は「再帰的 (recursive)

計算」と呼ばれる．ここでのポイントは，再帰的計算によって 2+ 2の値を求めるとき
に，まず 2+ 1の値を計算し，その次の数を出力していることである．つまり，足し算
の答えを知るために，足し算を計算する必要がある．この点で，不正確な言い方にな
るが，再帰性，すなわち循環性こそ計算の本質である．しかしながら，強い循環性は，
ラッセルのパラドックスと同じ構造のパラドックスにより，古典論理上で矛盾を導く．
従って，古典論理もしくは直観主義論理を維持する場合，再帰を適用できる論理式の
形を，理論の無矛盾性を保つために，制限させなければばらない（長谷川 2006）．以
下に例を挙げる．

• λ-計算は，Y-combinatorの例が示すとおり，強い循環性をもつが，そのため古
典論理上では論理結合子（特に否定は，Y-combinatorと合わさると，嘘つきの
パラドックスのような矛盾を導く）を持つようには拡張できない．
• 不動点演算子 (µ-演算子など)を使用する多くの体系には，不動点演算子を適用
できる論理式の形に制限があり，特殊な論理式（ポジティブなもの）でなけれ
ば µ-演算子を適用できない．
• MLTTや CICでは再帰法を適用できる論理式の構造に制限がある．

さて，計算という視点から見た場合，前述のように，そのような矛盾を導くような対象
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は永遠に終了しないプログラムを表している．計算機科学においては，余帰納法の文
脈などにおいて，無限に続く計算プロセスはよく使用されており，研究の対象となっ
ているため，このような循環的な現象を排除するのではなく，循環的な対象の挙動や
性質を表現できる枠組みが望ましい．また，その際には，プログラムについての理論
であるため，同時に，論理結合子や推論も同時に扱えることが望ましい．そのため，循
環的に定義される終了しないプログラムについての，強力な論理的体系が必要である．
計算機科学における循環的現象を表現できる論理的体系の候補として，非古典論理
上の素朴集合論は有望であると思われる．素朴集合論は論理結合子や推論を十全に表
現できるだけではなく，「一般化された再帰的定義」という強い循環性を持ち，無限に
続く計算プロセスの表現をする適切な枠組みの一つであると言える．また，この理論
は，循環的定義のもっとも強力な形を持つため，循環性によって何が可能になり，逆
に何が循環性だけではできないのかという点の研究の枠組みとしても，重要なもので
あろう．さて，前述のように，CONSは存在具体性などの性質を持ち，構成的と呼ば
れうる性質をもっている．一方，一般化された再帰的定義などが示すように強い意味
で循環的であり，可述性の条件は満たさない．
この問題について，我々は，ラティエンとコカンの議論を参考に，以下のように論
じることが出来る．まず，ラティエンの論点について考えてみよう．CONSは，現在
の時点では証明論的な強さは判明していないが，無矛盾性証明に必要な順序数が非常
に小さいなど，その証明論的順序数が非常に小さいだろう（少なくとも Γ0 より小さい
だろう）という状況証拠が揃っている．その意味で，構成的であると呼びうると思わ
れる．次にコカンの論点について考えてみよう．素朴集合論の ∈-規則は導入規則と除
去規則を持ち，両者の間で反転原理が成立するなど，論理規則と呼ばれるのに充分な
良い性質を持っている（その結果 CONS自体に対しカット除去定理が成立する）．こ
の意味において，証明論的意味論の文脈で ∈ -規則は明確な意味を持ち，例え可述性を
満たしていないとしても，そういう種類の数学的対象として認知される充分な資格が
ある．以上の点から，CONSも，非可述的でありながら，構成的であると言えるもの
と思われる．

§5 おわりに

本論では，循環性を引き受けることが構成性概念に及ぼす影響を考察した．
ポアンカレ以来の数学的直観主義の伝統は，現代の計算機科学の理論的枠組みを提
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供する構成主義のプログラムに大きな影響力を持ったが，構成性は非可述性と密接な
関係があることを強く主張した．この立場に立てば，当然，余帰納法や素朴集合論な
どの循環性を持つ手法や理論は許容されない．しかし，現代の計算機科学は，少なく
とも余帰納法なしでは立ちゆかない．そのため，何らかの仕方で構成主義者は余帰納
法を認めたいというモチベーションが発生する．ラティエンは，ワイル・フェファマ
ン・シュッテの流れから，集合の余帰納的定義を許すように拡張された集合論 CZFA

は証明論的に弱く可述的に正当化可能であるため，依然として CZFAが構成的である
と呼びうると論じた．また，コカンは，構成的型理論を余帰納的に定義されるデータ
型を許すように拡張した体系は，証明論的意味論的な観点から，構成主義的に許容し
うると論じた．どちらも，哲学的プログラムとして出発した構成主義を計算機科学の
現実に適用する過程で，何が構成主義の本質的な部分なのかを再定義した上で，ポア
ンカレの意味での純粋な可述性は非本質的な部分とし，非可述的な余帰納的構成法を
許す構成原理を構成主義的に許容できるものと主張した．
この，ある理論が構成的であることの本質を体系の証明論的強さや定義される数学
的対象の性質に置くやり方に則れば，直観主義論理から縮約規則を除去した構成的な
論理体系上の素朴集合論 CONSも，証明論的に非常に弱く，論理規則としての包括原
理は許容しうるものであるため，構成的であると論じることができる．CONSは包括
原理を持つ素朴集合論であり非常に強い意味で循環的であるため，このような強い意
味で循環的な体系が構成的であることは，伝統的な数学的直観主義が当然視してきた，
構成性と非可述性の間の強い関係を否定するものであり，我々の構成性に関する理解
を大きく変えるものである．
構成主義は，単一の学説であるというよりは，様々な源流を持ち異なるアプローチ
を追求する，共通の傾向を持ついくつかの研究グループの複合体というべきものであ
る．ラティエンやコカンの提唱は，その流れの中で現代的な計算機科学の現場のニー
ズに合わせた新しいグループを作り出したと考えることが出来る．このことは，あま
り時代の影響を受けないと思われる数学の哲学における基礎的概念が，いかに計算機
科学の影響を受けたかの見本の一つであり，概念の発達史という点からも興味深いも
のであり，今後のさらなる研究が必要であると思われる10．

10 本研究を行うにあたり，秋吉亮太氏（JSPS），池田真治氏（富山大学），山田竹志氏（東京大学）から
多大なご助力を頂いた．また，科学哲学会第 45回大会のワークショップ「余帰納法と論理学」にお
いて本内容について一部紹介し，岡本賢吾氏（首都大学東京），佐野勝彦氏（北陸先端科学技術大学
院大学），吉田聡氏（鳥取環境大学）に有益なご意見をいただいた．さらに，二名の査読者からは多
くの的確な指摘を頂いた．深く感謝の意を表したい．
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