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これは Math Advent Calendar 2017(https://adventar.org/calendars/2380) の 12/8

の記事です．この記事では超準解析の一分野である IST(Internal Set Theory;内的集合論)にお

けるリダクションアルゴリズム（のサブセット）を用いて，無限小概念に基づいた記述を「標準

的な」数学における記述に還元することについて述べます．

1 超準解析とは

1.1 無限小量や無限大量の概念の合理化についての簡潔な歴史

超準解析 (nonstandard analysis, NSA)は，一口に言えば無限大や無限小のような量を合理化して

くれるものだと言えるでしょう．無限に小さな量を仮想し，それらを用いて計算することは容易です．

いま，εを無限小の実数の一つとしましょう．この εは次のような性質を持っていると考えられます：

(a) ε ̸= 0.

(b) ∀r > 0 |ε| < r.

ところで，実数についての議論に少しでも慣れていればこれらの条件 (a)(b)が矛盾していることはわ

かります．しかし，一時的にこの矛盾を脇に置くことにします．この無限小量 εを用いて，正弦関数

sin(x)の微分を求めてみましょう．これは次のように計算できます：

d sin(x)

dx
=

sin(x+ ε)− sin(x)

ε
(1)

三角関数の加法定理により

=
sin(x) cos(ε) + cos(x) sin(ε)− sin(x)

ε
(2)

εは無限小量なので cos(ε) = 1, sin(ε) = εとなって

= cos(x). (3)
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このような計算は簡潔であり，本質を突いているように思えるかもしれませんが問題があります．何

より大きな問題はさきほど脇においた「無限小量の実在性」です．明らかに εは実数として考えると

矛盾しています．矛盾を含んだ存在を引き合いに出して行った「証明」は合理的なものとは言えず，信

頼に値しません．この大きな問題の前には次のような問題はむしろ些細なものだと言えるでしょう：

• 実在しない実数 εと xを足すというのはどのようなことでしょうか？

• x+ εに対して三角関数の加法公式を適用していますが，これは意味のある計算でしょうか？

•「εは無限小量なので cos(ε) = 1, sin(ε) = ε」というルールを適用していますが，これらのルー

ルは一体どのように正当化されるのでしょうか？

とはいえ初期の微積分においては無限小量が用いられ，上で行ったような議論が実際にされていま

した．例えばオイラーの書いた教科書 [6]を見ると，無限小量や無限大量が自由闊達に用いられてい

ます．一方で，近代科学を支える重要な数学的ツールがこのような不合理な量によって支えられてい

る事は微積分誕生の当初から問題になっていました．もっと後の時代になって実数論が整備されると

微積分は無限小量を用いない方法で論じられるようになりました．つまり，無限小量は正統な微積分

から追放されたわけです．大学の理学部などで教育を受ける人／受けた人はこのような正統な微積分

の扱いに接する／接したことでしょう．

「実数として考えると矛盾するが便利なもの」と言うと虚数を思い浮かべる人もいるかもしれませ

ん．虚数を含む数体系としての複素数は，ガウスによる平面表示（1796年ごろ）やハミルトンによる

実数の順序対モデルの構成（1835年）の工夫によって次第に「不可能な量」から「可能な量」へと変

わってきたのでした [5]．何かが不可能であるように思えても，一度数学的なモデルが構築されればと

りあえず存在物としての市民権を獲得できるわけです．

無限小量が市民権を獲得したのは複素数が市民権を獲得してから 150 年以上経った 1960 年代に

入ってからでした．アブラハム・ロビンソンはロジックの道具を駆使して，無限小量や無限大量が合

理化できることを示し，新しいこの数学に”nonstandard analysis”という名前を与えました．ロビン

ソンによる無限小量や無限大量の合理化はメタ数学的な視点に基づいています．したがって，ロジッ

クが十分に整備されるまでロビンソンの流儀での無限小量や無限大量の合理化がなされなかったのは

不思議ではありません．

無限小量や無限大量の合理化について，ロビンソン自身の 1974年の本 [4]の結語から二箇所引用し

ます：

We shoud add that, to logical positivist, a discussion of the ontological significance of

infinitary notions of any kind is meaningless. However, presumably even a positivist would

concede the historical importance of expressions involving the term ’infinity’ and of the

(possibly, subjective) ideas associated with such terms.

この箇所からは，ロビンソンが無限小量や無限大量についての存在論に関わる議論に巻き込まれるこ

とを警戒していたらしいことが読み取れます．この次の段落で，彼は次のように書いています：
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However, from a formalist point of view we may look at our theory syntactically and may

consider that what we have done is to introduce new deductive procedures rather than new

mathematical entities.

つまりロビンソンの超準解析で扱われる無限小量や無限大量は新しい実体としてではなく，これらの

量をうまく扱う演繹プロセスを通して実現されているのです．

1.2 超準解析の三つの流儀

ロビンソン自身による最初の理論はタイプ理論に基づいており，タイプ理論に馴染みのない数学者

が理解するのは難しいものでした．しかしその後色々な数学者が整備してくれたおかげで現在は昔よ

り随分学びやすくなっています．

今日超準解析を学ぶ場合，大きく分けて三つの方法があります．一番目の方法は，モデル理論の応

用として Rの拡大を作って見せるものです．微積分の基本的な話題はこの方法で扱えます．和書だと
[7][8][9][10] において，このスタイルの超準解析が扱われています．

二番目の方法は，いわゆる上部構造によるものです．簡単な微積分の話題を越えて，もっと広い数

学的対象を扱いたい場合にこの方法が使われます．最初に用意する舞台を集合論的宇宙（これを「標

準宇宙」と呼ぶ）に取って一番目の方法と同じようにすれば良さそうに思えるかもしれませんが，超

冪の構成に自明ではない工夫を要します．和書だと [11][12][13] でこの方式の超準解析が扱われてい

ます．この方式は標準宇宙から超準宇宙を構成する議論がやや煩雑なのが難点です（私は辛くなって

二度諦めました）．超準解析を扱った多くの論文が上部構造を前提として書かれています．

三番目の方法は公理的な方法です．これにも色々な流儀がありますが，たとえば IST(Internal

Set Theory; 内的集合論) は上部構造で行われるメタレベルの議論をうまく公理化して ZFC の公

理に付け加えたものだとみなせます．超準集合論にも色々あります．私が瞥見したものだけでも

HST,KST,RIST,FRIST,RBST,GRIST などがあります (このうちの幾つかは [18] の Hrbáček の記

事で紹介されています)．この記事の後半で超準解析による議論の例をとりあげますが，そこではもっ

ぱら ISTを用いることにします．ISTについて日本語で書かれた成書はまだありませんので，英語の

資料を紹介します．なにより重要なのは 1977年の原論文 [1]ですが，論理学と ZFCのことを比較的

良く理解していることを前提として書かれているので難しく感じる人もいるかもしれません（私は読

むのに苦労しました）．ISTにもとづいて解析学を丁寧に説明した本として [14]があります．薄めの

IST入門書としては [16]があります．ISTの入門から応用まで扱った初期の本としては [15]があり

ます（タイプ原稿なので読みづらいのが惜しい）．ISTだけではなく HST，BSTをも扱った [17]で

はネルソン自身が誤解していた箇所に踏み込んで詳細な説明がされています．

IST の利点の一つは入門の容易さです．ZFC に基づいた数学の基礎づけの議論をよく理解してい

れば，ISTを学ぶ準備はほとんど終わっていると思って良いです．とはいえ「ZFCに基づいた数学の

基礎づけの議論をよく理解している」というのは「すべての理学部の学生／元学生」に要求するには

やや厳しいかもしれません．

ISTの難点の一つは，外集合の扱いが不自由なことです．ISTにおける外集合は真クラスになって
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しまうため，外集合 X の「冪集合」P(X)を通じた構成は，そのままの形では ISTに持ち込めませ

ん．この制限のため，たとえば Loeb測度（これは上部構造による超準解析の重要な応用例として知

られています）は，ISTでは扱えません．

超準解析には大きく分けて三つの流儀があることを紹介しました．どの流儀でやるにせよ，超準解

析を学ぶ上でロジックのさわりの部分の議論に慣れておくことは不可欠のようです．

2 超準集合論 IST

2.1 ISTとは

IST はエドワード・ネルソンが 1977 年の論文 [1] で発表した超準集合論です．ZFC のすべての

公理／公理図式は IST の公理／公理図式です．ただし，IST の言語には ZFC に含まれていなかっ

た一引数述語 st() が追加されています．（この述語は上部構造でのメタ判断を形式化したものだと

みなせます）．この述語が含まれた論理式には ZFC の置換公理図式や分出公理図式が適用できませ

ん．したがって，たとえば {n ∈ N | st(n)} のような集合は構成できません．このようなものをど
うしても考えたい場合は真クラスとして考えることになります．クラス同士の包含関係として当然

{n ∈ N | st(n)} ⊆ Nが成立します．この包含関係の左側は真クラスでありながら集合 Nより「小さ
い」ことに注意しておきます．ISTにおける真クラスは，したがって，「巨大すぎて集合になれないも

の」の他に「ZFCの言語で捉えられないために集合になれないもの」があることになります．

ISTには，述語 st()に関連した三つの公理図式が追加されています．それを紹介する (2.5)前に，

まず 2.2で ISTに特有の述語 st()に関連した事柄を自然言語で語るための言葉遣いを用意しておき

ます．次に，2.3において形式的有限性についての注意を述べます．そして，2.4において特定のクラ

スに対する論理式の相対化の定義を述べます．

2.2 述語 st()に関連した言い回しや用語

純粋に形式的な立場を通すならば，ZFCにおける’x ∈ y’のような論理式に対して「このように解

釈しなければならない」というものは決まっていません．とはいえ，これを《xが yの元である》とか

さらにくだけて《xが y に入っている》と言って自然言語で証明を書いたりする習慣は広く受け入れ

られています．論理式を使って表記するのと同等な口語的表現を用意しておくと議論しやすいので，

述語 st()に関連した言い回しを導入することにしましょう．

最初に普通の，つまり文字通りの意味で標準的な言い回しを紹介します．集合 xに対して，’st(x)’

であるとき《xは標準的である》と言います．また，’¬st(x)’であるとき《xは超準的である》と言

うことにします．この「標準的」「超準的」という用語は上部構造における議論に由来していますが，

ISTにおいては無定義語だと思って良いです．（とはいうものの，ISTのモデルを上部構造によって

構成する場合には意味があることになります）．また，’st(t) ∧ (t ∈ x)’であるとき《tは xの標準元

である》と言います．そして，’¬st(t) ∧ (t ∈ x)’であるとき《tは xの超準元である》と言うことに

します．
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もう一つ，フルバチェク (Hrbáček)が提案する興味深い言い回しも紹介しておきます．これは彼が

[19]で RBSTのために導入したものですが，ISTにも流用できます．彼の流儀では，集合 xが’st(x)’

であるとき《xは可観測 (observable)である》と言うのです．形式的な立場からはもちろんこの「可

観測」も無定義語ですが，ISTをやっているとき，このような言い回しは幾分「気持ちと合う」感じ

がします．

次に論理式の分類の話をします．論理式 Aが st()を使わずに構成されているとき，Aを《∈-論理
式》あるいは《内的論理式》と呼びます．論理式 Aが内的であるか，あるいは st()を使って構成され

ている場合，Aを《st-∈論理式》あるいは《外的論理式》と呼びます．したがって，内的論理式はつ
ねに外的論理式ですが，外的論理式の中には内的ではないものが含まれています．外的であって内的

でない論理式を《純粋に外的な論理式》と呼ぶことにします．

2.3 形式的有限性についての注意

集合 xが《有限である》ことを’Fin(x)’と書くことにしましょう．ZFCでの議論と全く同様に，こ

の’Fin(x)’は次のように定義されているものとします：

Fin(x)
def⇐⇒ ∃n ∈ N ∃φ : x

1-1−→ n. (4)

ここに出てきた集合 Nは形式的な自然数全体からなる集合でした．わたしたちがメタレベルで行う自
然数の議論を ZFCに持ち込むときには SUCC(x) := x ∪ {x}として

(メタレベルの 0) 7−→ 0(= ∅)

(メタレベルの 1) 7−→ 1(= SUCC(0))

(メタレベルの 2) 7−→ 2(= SUCC(1))

............

としてエンコードしてやるのでした．集合 Nは 0, 1, 2, ...を含む「最小の」集合になるように注意深

い工夫の下に定義されています（例えば [20]を見てください）．

しかしながら，次のような事は保証されていません：

• どの形式的自然数に対しても対応するメタレベルの自然数が存在する

つまり，この二つの種類の自然数——メタレベルの自然数と形式的自然数——の全体は一致しないか

もしれないのです．

念の為に言えば，（メタ数学的な事を気にしない範囲で）ZFCを舞台に数学をやっているとき，メ

タレベルの自然数全体と形式的自然数の全体 Nはどこまでも一致しているように考えるのは普通の，
そして健全な態度です．しかしながら，ISTを扱うときには，Nの中にはメタレベルの自然数には対
応していないような巨大なものが存在するかもしれないと考えておくと無用の混乱を避けられると思

います．

5



2.4 論理式の Sへの相対化

「標準的な集合全体からなるクラス」を Sと名付けましょう．つまり：

S :=
{
x
∣∣ st(x)} . (5)

クラス Sについて次のような事が示せます（この記事では示しません）：

S ∈ S. (6)

よって，（基礎の公理から）Sは集合ではありえないことがわかります．つまり Sは真クラスです．

クラス Sへの ∈-論理式 Aの相対化 AS を次のように定義します：

AS :=



(Aが原子論理式) : A,

(Aが¬B) : ¬(BS),

(Aが B ∧ C) : BS ∧ CS,

(Aが B ∨ C) : BS ∨ CS,

(Aが ∀x B(x)) : ∀x
(
st(x) =⇒ BS(x)

)
,

(Aが ∃x B(x)) : ∃x
(
st(x) ∧BS(x)

)
.

(7)

クラス Sへの相対化に現れた形式の量化はよく使われるので，次のような短縮記法を導入します：

省略記法 本来の論理式 「標準的な」読み下し

∀stx A(x) ∀x (st(x) =⇒ A(x)) 任意の標準的な xに対して A(x)

∃stx A(x) ∃x (st(x) ∧A(x)) ある標準的な xが存在して A(x)

∀st finx A(x) ∀stx (Fin(x) =⇒ A(x)) 任意の標準的な有限集合 xに対して A(x)

∃st finx A(x) ∃stx (Fin(x) ∧A(x)) ある標準的な有限集合 xが存在して A(x)

∀finx A(x) ∀x (Fin(x) =⇒ A(x)) 任意の有限集合 xに対して A(x)

∃finx A(x) ∃x (Fin(x) ∧A(x)) ある有限集合 xが存在して A(x)

表 1: 拡張された記法の定義とその読み下し

この短縮記法を利用すれば，∈-論理式 Aの Sへの相対化 AS を得る手続きは「∀を ∀st に，そして
∃を ∃st に書き換える」と言い表すこともできます．

2.5 ISTの三つの公理図式

先程も説明したように，ISTは ZFCのすべての公理と公理図式の他に，述語 st()に関連した三つ

の公理図式が追加されています．それは次のようなものです：
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移行原理 (Transfer Principle)

A(t1, ..., tk)を∈-論理式とする (k ≥ 0)．このとき：

(T) ∀stt1 · · · ∀sttk
(
AS ⇐⇒ A

)
.

理想化原理 (Idealization Principle)

B(x, y, u1, ..., uk)を∈-論理式とする (k ≥ 0)．このとき：

(I) ∀u1 · · · ∀uk

((
∀st finF ∃y ∀x ∈ F B(x, y, u1, . . . , uk)

)
⇐⇒

(
∃y ∀stx B(x, y, u1, . . . , uk)

))
.

標準化原理 (Standarization Principle)

C(z, u1, ..., uk)を st-∈論理式とする (k ≥ 0)．このとき：

(S) ∀u1 · · · ∀uk

(
∀stx∃sty ∀stz (z ∈ y ⇐⇒ z ∈ x ∧ C(z, u1, . . . , uk))

)
.

ここで，移行原理の形はフルバチェク (Hrbáček)が好むスタイルで提示しました．（見かけは違い

ますがネルソンの論文 [1]におけるものと同等です）．移行原理のおかげで，例えば空集合は標準的な

集合であることがわかります．また，標準的な集合から出発して ZFCの公理を適用したものは再び

標準的な集合になることがわかります．よって，以下のような事が示せます：

∅ ∈ S, (8)

x ∈ S =⇒
∪

x ∈ S, (9)

x ∈ S =⇒ P(x) ∈ S, (10)

x, y ∈ S =⇒ {x, y} ∈ S, (11)

x, y ∈ S =⇒ x× y ∈ S, (12)

x, y ∈ S =⇒ yx ∈ S, (13)

A(x, y, a, t1, ..., tk)を ∈-論理式とするとき

a, t1, ..., tk ∈ S ∧ ∀x ∈ a ∃!y A(x, y, a, t1, ..., tk)

=⇒ {y ∃x ∈ a A(x, y, a, t1, ..., tk)} ∈ S. (14)

これらの結果を見るとV = Sであると思いそうになりますが，次のような事が言えます [1]：

∃K Fin(K) ∧ (S ⊆ K). (15)

つまり，「有限集合」K であって Sをすっぽり収めるようなものが存在するわけです．（ここで不安や

混乱を感じた方は，もう一度 2.3を読んで下さい．）このようなK は標準的な集合ではありません．

ISTにおける《超準的有限集合》，つまり形式的な有限性を持ちながら標準的ではないもの——フ

ルバチェク風に言えば「可観測でない有限集合」——を奇妙に感じるのはみなさんが最初ではありま
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せん．ここでは ISTの創始者ネルソンの言葉を引用しておきます [3]：

— Perhaps it is fair to say that “finite” does not mean what we have always thought it to

mean. What have we always thought it to mean? I used to think that I knew what I had

always thought it to mean, but I no longer think so. In any case, intuition changes with

experience.

2.6 ISTにおける無限小量

ISTにおける《無限小量》の定義とそれにまつわる用語を導入します．

実数 r に対して

r : i-small
def⇐⇒ ∀stε > 0 (|r| < ε) (16)

とします．’ r : i-small ’であるとき《r は無限小量である》と言うことにします．フルバチェクのス

タイルで言えば，《r は無限小量である》ことは《いかなる可観測正数 εよりも |r|は小さい》ことだ
とパラフレーズされるわけです．0は無限小量となります．問題は，0でない無限小量が存在するか

ということです．これについては 2.9で述べることにします．

実数 x, y に対して，

x ≃ y
def⇐⇒ x− y : i-small (17)

とします．’x ≃ y’のとき，《xと y は無限に近い》と言うことにします．

2.7 ISTで証明できること

さて，ISTは ZFCに公理図式を追加したものですから，ZFCにおけるすべての定理は ISTにおけ

る定理です．公理図式が増えているのですから，ZFCでは証明できない定理も ISTで証明できるは

ずです．しかしながら，ISTは ZFCの保存拡大であることが知られています ([1]の付録)．つまり，

IST の定理のうち，ZFC の言葉で述べられるものはすべて ZFC で証明できるのです．したがって

「ISTを使わなければ証明できない ZFCの定理」というのは存在しないことになります．

2.8 ISTの存在意義

では ISTの存在意義はなんでしょうか．色々な意見があると思いますが，ここではリダクションア

ルゴリズムを取り上げます．これは量化の込み入った論理式を

Qst
1 x1 · · ·Qst

mxm Qm+1xm+1 · · ·Qm+nxm+n A(x1, ..., xm, xm+1, ..., xm+n) (18)

という形に変形するための方法です．ただし，Q1, ..., Qm+n は ∀ か ∃ のどちらかを表すものとし
ます．（つまり式 (18) は 2m+n 個の量化のパターンを一括して表しています）．一種の冠頭標準形
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にするわけですが，外的な量化，つまり st 付きの量化が左に寄せられてるのがポイントです．A が

absoluteな ∈-論理式ならば，移行原理を使うことにより頭の方に並んだ st を外してしまえます．(こ

こで言う absolute というのは，Aに超準的なパラメータが含まれていないことを意味します)．この

ようにすることで，st()を完全になくしてしまうことができるわけです*1．

以下の 2.9と 2.10では理想化原理だけを使った，いわばリダクションアルゴリズムのサブセットを

使います．よってリダクションアルゴリズムの詳細な説明は省きます．（リダクションアルゴリズム

のフルセットについては原論文 [1]を御覧ください）．

2.9 リダクションアルゴリズムの使用例 (1)

リダクションアルゴリズムによって，0でない無限小量が存在することを示します．

∃x ∈ R (x ̸= 0 ∧ x : i-small ). (19)

↔∃x ∈ R− {0} ∀stε ∈ R+ (|x| < ε) . (20)

理想化原理により

↔∀st finF ⊆ R+ ∃x ∈ R− {0} ∀ε ∈ F (|x| < ε). (21)

最後の論理式は各 F に対して x :=
1

2
minF と取れば成立します．

以上によって，《0でない無限小量が存在する》という文が Rの自明な性質に還元されたことにな
ります．昔の微積分における無限小量の実在性には曖昧さや矛盾がつきまとっていました．しかし，

ISTにおいて定式化された無限小量の実在性は，Rについてのよく知られた性質の確かさに還元して
確かめられるのです．

2.10 リダクションアルゴリズムの使用例 (2)

関数 f : R→ Rが x0 ∈ Rにおいて《S-連続である》ことを

∀t ∈ R (t ≃ x0 =⇒ f(t) ≃ f(x0)) . (22)

として定義します．これを読み下せば《tと x0 が無限に近いならば f(t)と f(x0)も無限に近い》と

いうことになります．

さて，いま st(f)かつ st(x0)としましょう．すると次のようになります：

f が x0において S-連続. (23)

↔∀t ∈ R (t ≃ x0 =⇒ f(t) ≃ f(x0)) . (24)

’≃’の定義を展開すると

↔∀t ∈ R
(
∀stδ ∈ R+ |t− x0| < δ

)
=⇒

(
∀stε ∈ R+ |f(t)− f(x0)| < ε

)
. (25)

*1 元の論理式に「裸で」出てきた st(x)は，∃sty (y = x)と変形することで外的な量化に変形できます [1]．
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量化を左に寄せると

↔∀t ∈ R ∀stε ∈ R+ ∃stδ ∈ R+ (|t− x0| < δ =⇒ |f(t)− f(x0)| < ε) . (26)

tと εの量化順を交換すると

↔∀stε ∈ R+ ∀t ∈ R ∃stδ ∈ R+ ( 〃 ). (27)

理想化原理を適用すると

↔∀stε ∈ R+ ∃st finF ⊆ R+ ∀t ∈ R ∃δ ∈ F ( 〃 ). (28)

移行原理により

↔∀ε ∈ R+ ∃finF ⊆ R+ ∀t ∈ R ∃δ ∈ F ( 〃 ). (29)

↔∀ε ∈ R+ ∃δ′ ∈ R+ ∀t ∈ R (|t− x0| < δ′ =⇒ |f(t)− f(x0)| < ε) . (30)

（最後の変形において [→]は δ′ := minF とし，[←]は F := {δ′}とすれば良い）．
こうして得られた最後の文は，今日の大学理学部で教わる「正式な」連続性の定義そのものです．こ

のようにして，無限小量を用いた定式化から「普通の」数学における定式化を導くことができました．

3 おわりに

この記事は，超準解析について真面目に学ぶ意欲や気力を持ち合わせていないような人にも「な

んとなく」超準解析の一側面が伝わってくれればいいなという気持ちで書きました．超準解析の手

法としては，比較的「入りやすい」と思われる ISTを用いてみました．ただし，証明の詳細や book

keeping の話は面倒がって省いています．公理や公理図式に基づいて順序だって説明するというスタ

イルはとらず，「こうなるんですよ」と証明抜きで結果だけ述べた箇所もありました．この記事を眺め

てなんとなく興味を持った方は是非 [1]などをお読みください*2．

超準解析によって無限大や無限小をうまく扱えるという話は（どういうわけか）非常によく知られ

ているようです．ただし——他の色々な数学分野でも同じでしょうが——実際に超準解析を勉強して

みた人はさほど多くなさそうです．ネットを眺めていると，超準解析に（その中身を知らない人たち

が）過剰な期待を寄せているのをたまに目にします．その逆に，「基礎論の道具で解析学の問題が解決

できるとは思えない」というような否定的な意見を頂く事もあります．

ここ一年ほど ISTを勉強してみての「気持ち」から言えば，過剰な期待も，また有無を言わさぬ否

定的な態度もどこか筋違いだと思えます．私自身は一種の現実逃避として ISTをひたすら楽しく勉強

*2 ついでの宣伝で恐縮ですが私が所属するサークル『参照透明な海を守る会』発行の同人誌『簡約!?λカ娘 (10)』
で，要求知識少なめでじっくりと IST の初歩を解説しています．ご興味を持った方は通販ページを御覧ください
(http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/58/73/040030587376.html：年齢確認が出ますがこ
の同人誌は全年齢向けです)．興味はあるが買えない／買いたくないという人は Twitter DMでお気軽にご相談くださ
い．善処します．
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していたので「意味」や「意義」を他人に説明する義務を感じずにいました．今回この記事を書くに

あたって，比較的多くの方にも納得してもらえそうな意義を考えてみて，リダクションアルゴリズム

について説明してみようと思いました．（といいつつ，今回説明した二つの例については実質的に理

想化原理だけで物事が片付いてしまうので，そのような意味ではあまり目的が果たせていない気もし

ます）．

ISTでは，無限大量や無限小量を用いた直感的な定式化をまず行い，それをリダクションアルゴリ

ズムによって「普通の」数学の言葉に置き換えることができます．先程も確かめたように，このアル

ゴリズムによって《t ≃ x0 ならば f(t) ≃ f(x0)》であることは「普通の」数学における《f の x0 に

おける連続性》に還元できることがわかります*3．そして，どちらも論理的に同等なのですから好き

な方を選んで使って良いことになります．

大学の解析学に慣れるためには，たとえば「この f の連続性を言うために，まず ε > 0を任意に取

り固定する．そして，うまく δ > 0を探してやれば |t−x0| < δのときに |f(t)− f(x0)| < εとできる

ことを示せば良い」と自動的に考えられるよう思考の鍛錬をしなければなりません．そしてそれはな

かなかに大変なことです．しかし，ISTを前提にすれば「t ≃ x0 であることを仮定し，f(t) ≃ f(x0)

であることを示せば良いんだな」と，素直な方向で考えて良いのです．

もし必要ならば ISTで得られた結論をリダクションアルゴリズムによって ZFCの文に還元して痕

跡を消してしまえば，通常の数学しか認めない人との間にも言語ゲームが成立します．その意味では，

ISTを「ZFCにおける証明を（正しく）略述するためのシステム」とみなすことも出来ます [2]．こ

の立場から言えば，ある集合が標準的か超準的かということは，それ自体には大きな意味がないこと

になります：それらは最終的には結論から消去されてしまうからです．

ISTの保存拡大性により，ZFCを舞台とした「普通の」解析学で証明できない命題は ISTでも証

明できません．そして，「普通の」解析学で示すことが大変困難な定理も，ISTではやはり示すことが

難しいでしょう．しかしながら，学部程度の初歩的な解析学に関する限り，ISTを使えばそれなりに

概念の定義や証明を幾分直感的なものにできます [14][16]．そして，それだけであっても ISTの存在

意義は十分にあるように思えます．

それでは皆様，よいクリスマスをお迎えください．
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– 式 (25) の誤字を修正しました．

– 式 (27)の脱字を修正しました．

• 2017/12/16

– 一部の語調などを修正しました．

• 2017/12/20

– 自由変数の説明をしていなかったので，読者の混乱を避けるため「FV ()」という記号（用

語）をなくしました．
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