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ジャクソン･ポロックの｢インデアンレッドの地の壁画｣考  ⑤  

「円い三角形の哲学」（下・結論篇） 

《ゲーデルの不完全性定理の意味するもの》 

               伊藤 眞作 

いつも、とりとめのない｢Ｊ・ポロック論｣におつき合い頂き、申しわ

けなく思っております。 

さて、｢数学｣自体が美しいことは｢科学の女王は数学である｣というガ

ウスの言葉があり、｢数学の女王は『整数論』である｣ことも、よく知ら

れた事実です。 

そして、何より、数学と芸術とは極めて密接な関係にあるのです。例

えば、黄金比、白銀比、色彩学、透視図法、整数論、シンメトリー、フ

ラクタル幾何学、無限ｅｔｃ……。これらをとりまとめて、｢『円い三角

形』の哲学｣（下）を１１月号に掲載する予定にしていましたが、安倍

自・公内閣が突然狂ったように暴走を開始したため、僕も、もの書きと

して当然の責務として自分の立場を表明せざるを得なくなり「アベノミ

クスの陥穽」（抄）（実は、これも序論の重要な一部と考えていますが）

をはさみ込んだため（下）の部分は年を越した二月号に発表せざるを得

なくなりました。このことへの御理解をひたすら乞うものです。今後は、

年内にまとめるように努めます。 

なお、今年の５月号には、いよいよ本論（Ⅰ）に入り、印象派誕生の

源泉ともなった｢写真術の発明｣の影響に筆が入りますので、ひきつづき

よろしくお願い致します。 

さて、今回は、とても重要な内容です。しかし、計算は一切ありませ

ん。必要なのは、論理の力のみです。だから皆さんが読んでください。 

 

（１）対偶命題 

一般に｢ＡならばＢである｣という形で述べられた形式の文を命題とい

います。 

また、｢ＡならばＢである｣という命題が正しいとき｢ＢでないならばＡ

でない｣という形式の命題も必ず正しいということが分かっています。 

 

 

命題：ＡならばＢである 

対偶命題：ＢでないならばＡでない 

図１ 
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このように条件を否定し、結論を否定し、条件と結論を入れかえて出

来る恒真命題を対偶命題といいます。つまり、命題が正しければその対

偶命題も必ず正しいのです。 

 

（２）論より証拠 

いろはガルタに｢論より証拠｣とあるのは、皆さんも、よくご存知のこ

とと思います。この内容を整理し、命題の形にすると、｢証拠が正しいな

らば、その議論は正しい｣と表現できます。これが正しいことは明らかで

す。次に、この命題の対偶命を作ると 

 

つまり、対偶命題はちゃんと書くと｢その議論が正しくないならば、そ

の証拠が正しくない｣というふうに表現できます。対偶命題も正しいこと

は分かります。冤罪
えんざい

といって、ぬれぎぬの罪を着せられ、時々、死刑囚

が裁判のやり直しをかちとり、晴れて無罪になったことは、よく耳にす

ることです。検察が拷問などにより、無理に自白を強いるから起きるの

です。 

（３）ゲーデルの不完全性定理とは何か 

どんなに高度な数学であっても、それを究極の要素にまで還元すれば

（＋、－、×、÷）という四則演算を複雑化したものにすぎません。そ

うした意味を込めて、高度な数学までを含め、数学のことを算術ゲーム

と呼ぶことが出来ます。以下、算術ゲームという言葉が使われた場合に

は、そういう高度な数学までを含んでいるのだということを思い出して

ください。 

ここに紹介するゲーデルの不完全性定理とは「算術ゲームは、無矛盾

である限り、完全ではない」というものである。この定理は論理学上最

大の定理ともよばれています。 

一見、数学というものは論理的に厳密にして計算し、証明していく学

証拠が正しければ その議論は正しい 

その議論が正しくないならば 証拠が正しくない 

図２ 
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問だから、常に完全であるものだろうと考えたくなるものです。しかし、

それが不完全であるという。この、一見奇妙な結果をもたらすものを研

究するのが｢数学基礎論｣といわれる地味な分野だが、いわば数学におけ

る哲学に相当する分野である。 

この一見奇妙で分かりにくい命題も、先に述べた方法で、対偶命題を

作ってみるとわかりやすくなる。すなわち 

 

つまり「算術ゲームが完全であるのは、矛盾がある時である」 

本当にそうかなと、一瞬、考えてしまう。 

（４）直線＝測地線（注２）（直線の概念の拡張） 

これまでは、直線と言えば目の前にある紙に、定規を使って引いた線

分と、その延長を直線と言ってきた。しかし、現代数学では、一般に曲

面上の二点間の最短距離を測地線と呼び平面上の直線に相当するものと

して使う注１。 

（５）リーマン幾何学の場合（注１図４の２点Ａ、Ｂを通る曲線は中心Ｏ

を通るように切るとき最短となる） 

リーマン（1826～1866）の場合を考

えよう。 

半径が数十億光年もある宇宙規模の、

中心を通る巨大な円周を、リーマン幾何

学の測地線と呼ぶ。何ともスケールの大

きな話である。宇宙的規模の計量に使わ

れる直線のようなものである。 

 

もっとわかりやすく具体的に書こう。例として、半径が数十億光年あ

るスイカを想像しよう。このスイカを、中心を必ず通るように輪切りに

したとき、ここにできる巨大な切り口を、たとえば、リーマン幾何学の

算術ゲームは無矛盾である限り 不完全である 

算術ゲームが完全であるのは 矛盾がある時である 

図３ 

命
題 

対
偶
命
題 

図３ 

図４ 
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図４ 「いろいろな幾何学」 

東京図書 
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測地線の一つと考える。 

この測地線は、必ず中心を通ることになっ

ているから、平行な測地線など一本もありえ

ないことは容易に想像出来るであろう。 

誰でも知っているユークリッド幾何学では

直線ℓ が与えられており、与えられた点Ａを

通るℓ に平行な直線はｍただ一本しかない。

これを｢平行線の公理｣という。 

リーマン幾何学の｢平行線は一本も存在しな

い｣という幾何学は、平行線の公理とは明らか

に矛盾している。 

ゲーデルの不完全性定理の対偶命題からも

明らかなように、リーマン幾何学の方が完全

なのである。それでは、実際にそれを宇宙で、

これを検証してみよう。 

（６）アインシュタインの相対性理論 

アインシュタイン（1879～1955）は、特殊相対性理論により、光速度

不変の原理を発見した。すなわち宇宙で一番速い物体は光であり、それ

より早く運動する信号系もないということだった。 

また、アインシュタインの一般相対性理論にしたがえば 

① 座標系の運動速度が大ならば、運動方向に沿って運動の縮みは大き

くなる。 

② 座標系の運動速度が大ならば、時空の進み方が遅くなる（原子や分

子の振動も遅くなる）もはや、空間と時間は、運動する物に無関係

ではない。 

①′物理的には、重力をもつ物質は、それが運動する４次元の世界《空

間－時間》を《曲げる》現象として現われる。 

②′また逆に、これらの曲げられた《空間－時間》すなわち重力場注１の

物質の運動――その軌道と速度とを決定するものである。 

（７）日食 

アインシュタインの相対性理論にとって決定的な瞬間が迫ってきた。 

１９１９年５月２９日、アフリカからブラジルにかけて、日食が起っ

たのである。 

図５ 

図５ 

３ 

図６ 

３ 
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ニュートンに従えば、日食が起きたとしても、太陽の背景をなす一連

の星座には何の変化も起らないことになっている。 

一方、相対性理論の支持者ならば、いくらかの変化が起きるはずだと

期待していた。 

日食の瞬間がピークに達し、その短い瞬間に数

多くの写真が撮られた。そして驚くことにそのい

ずれもが、アインシュタインのの予測の通りにず

れていたのである。巨大な重力によって、星の光

線が曲げられていたのである。 

この日、全世界は、相対性理論のうわさで持ち

切りであった。１日のうちに、それは全世界の承

認を得たのである。「平行線は存在しない」とい

う方が正しいのだ。今では小学生でもブラックホ

ールという言葉を知っているのである。 

たとえ目の前の紙片に一本の平行線が引けたとして、話が宇宙規模に

なれば、リーマン幾何学の方が完全なのである。 

（８）ロバチェフスキー幾何学の場合 

ユークリッド幾何学の｢平行線の公理｣

の否定は、リーマン幾何学だけにとどま

らなかった。それより以前に、ロバチェ

フスキー（1793～1856）幾何学の場合に

は、ユークリッド幾何学の｢平行線の公

理｣の否定は、リーマン幾何学とは全く

逆に、｢無数の平行線の存在｣となって現

われたのである。こっちの方が、実は先である。 

（９）直線《ＡＢ》の定義 

ここにある円は、無限遠円の距離を現わ

している。まるで太平洋の、ど真中に漂流

しながら、はるかに果ての水平線を望んで

いるようなものである。だから、この円内

の直線に円周に限りなく近付くことはあっ

ても、決して交わることはない。交わらな

いことを示すために、端の円周上には小さ

図８ 

３ 

図７ 

３ 

図８ 

３ 

図９ 「いろいろな幾何学」東京図書 
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な丸がつけられている。例えば、直線ａを鉄道とすると、枕木はどんど

ん密集して来るが、決して円と交わることがない。 

（１０）直線《ＡＢ》の長さ 

直線《ＡＢ》の長さは次の式で表されます。 

  《ＡＢ》＝ｋｌｏｇ（   ／   ）……（１） 

《ＡＢ》とはロバチェフスキー幾何学上のＡからＢまでの距離を現わ

す。またＡＢ０のことをＡＢ０と書く。ｌｏｇ は対数関数と呼ばれるもので

一般に曲線で現わされる。これをロバチェフスキー幾何学の測地線とい

う。ｋは正の数である。カッコの中も正の数である。 

注ｌｏｇ というのは対数注６で指数注４の逆関数注５の関係にある。 

ここで、わかりやすい例をとれば 

２×２×２＝２３＝８ 

３コ 

となることは誰でも知っていることである。 

この関係を対数を使って表現すれば 

ｌｏｇ ２ ８＝３ 

「２」は「底」と呼び、「８」は「真数」と呼び必ず正の数である。つま

り対数とは２の？乗が８なのかを求めるときに使われる。 

（イ）さて、もう一度（１）の式を書いておく。 

《ＡＢ》＝ｋｌｏｇ（   ／   ）……（１） 

カッコの中の真数の長さをくらべてみるとわかるように 

   

ＡＢ０ 

 ＢＢ０ 

ＡＡ０ 

 ＢＡ０ 

ＡＢ０ 

 ＢＢ０ 

ＡＡ０ 

 ＢＡ０ 
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したがって、ｋｌｏｇ の真数は ≻ １、したがってその対数は正となり、

それをｋ倍したら 

《ＡＢ》≻ ０ 

（ロ）次に、ＡをＡ０の近くに移動させ、Ｂの位置は変らないとしたらど

うなるか 

    《ＡＢ》＝ｋｌｏｇ（   ／   ） 

において、長さをくらべれば 

     
したがって、カッコの中は、分母が０に近くなるために大きくなり、 

《ＡＢ》→＋∞ となる。 

（ハ）ロバチェフスキーの測地線をこの目で確かめよう 

そのために追跡線というのを考えよう 

 直線ＭＮの下側を陸地とし、

それより上側を運河とする。ま

ずＭの点から直角の運河に小舟

Ａがいる。長さｌ(ｴﾙ)の引き綱

がついている。この綱ｌ(ｴﾙ)を

長さを変えずに右の方向へ引い

ていくとＮのように小舟は岸に

近づいて来る。もっと先へ行け

ば、ついにｌはＭＮと平行になる。このとき、小舟Ａの作る運河上の曲

線を、ロバチェフスキー幾何学の測地線とよぶ。 

このＭＮを中心に一回転させて出来る曲面上の測地線、Ｌ、Ｒ、……

ＡＢ０ 

 ＢＢ０ 

ＡＡ０ 

 ＢＡ０ 

「いろいろな幾何学」 

東京図書 

３ 
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など全部平行線でできている。この曲面を

擬球面という。 

  

 

 

 

 

 

（１１）結論 

これまで（上）で「円い三角形」を二つ見て来た。 

  
これに加えて今回は、立体的な場合を２つ、つけ加える。それは以下

の二つである。 

しかも今度は、どちらも、曲面で構成されているのだ。「円い三角形」

の真打ち登場である。 

 

リーマン幾何学 

曲率 ≽ ０ 

１８０°<三角形ＡＢＣの内角の和 <３６０° 

 

ユークリッド幾何学 

曲率＝０ 

「いろいろな幾何学」 

東京図書 

３ 

「いろいろな幾何学」 

東京図書 

３ 

ユークリッド幾何学 

曲率＝０ 
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ロバチェフスキー幾何学 

曲率 <０ 

三角形の内角の和は、その三角

形が大きければ大きいほど０に近

い。ただし、その面積は有限だが

実在している。奇妙な図形である。 

 

 

 

 

 

これで、宇宙規模でも、あるいは、素粒子規模でも、「円い三角形」の

実在することが実証されたわけである。 

ついでに、ゲーデルの不完全性定理「算術ゲームは、無矛盾である限

り、不完全である」つまり、これの対偶命題をとれば「算術ゲームが完

全であるときは、矛盾がつきものである」ことも実証された。すなわち、

数学も「進歩しよう」とする限り、矛盾と、その止場が避けられないこ

とが立証されたのである。 

数学においても、形式論理学一本槍では通用せず、矛盾と、その止場

を駆使する弁証法論理学の必要な時代に入ったのである。 

哲学者ヘーゲルはいう「矛盾は、あらゆる運動と生命性の根本である。

或るものは、それ自身の中に矛盾を持つかぎりにおいてのみ運動するの

であり、衝動と活動性をもつものである」（大論理学・中巻７８頁） 

やがて、これでさえも説明のつかない内部矛盾にぶつかり、それを乗

り越えることの繰り返しによって、数学は無限に豊かなものへと発展し

ていくのである。 

 

それでは幾何学は一体何種類あるのだろうか。１７世紀までは「ユー

クリッド幾何学」ただ一種類だけだったのだ。いくつあるのだろう？ 

私の１９９９年版「数学辞典」（岩波書店）の索引から１０頁のサンプ

ルを引き出し、９５％の推定で「４１．３種類」という数字が得られた。

この便利な算法も、そのうち紹介しよう。乞御期待。 

「ロバチェフスキーの幾何学」 

東京図書 

３ 
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注１）場とは、座標上の各点において、そのとる値が決定されているか

ら、そう呼ばれる。 

質量によって四次元時空上の場に歪が生ずる。それぞれの場同志が

影響を及ぼし合い、大きくなることで、その場の上に乗っているそ

れぞれの物体が移動して一体となるように見える。これが「万有引

力」の現代的解釈である（ニュートン別冊「次元とは何か」ニュー

トンプレス社） 

   
注２）測地線とは、一般に曲面上の二点間の最短距離をあらわす。ギリ

シャ時代から、曲面上の曲線は、それが、擬球体の中心を通る時に

最小となることが知られていた。直線の概念の曲面上への拡張であ

る。 

注３）対数とは、指数の逆である。すなわち、 

   ２×２×２＝２３＝８ 

    ３コ 

これを書き直すと 

ｌｏｇ ２ ８＝３ 

と表すことができる 

（なお、「ニュートン」2013 年 8 月号（富士山 保存版）に、対数のこ

とがくわしく載っているので、参照するとよい） 

（６）①′，②′ 
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なお来号から、いよいよ、「印象派」発生直前の様子がはじまります。乞

御期待。 

 

 

注４）指数関数 

 

 

注５）逆関数 

 

 

注６）対数関数 
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