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北海道大学哲学会 『哲学J42号 (2006年7月)

F. W. ローヴェアによる随伴関手を

用いた集合論の基礎の理解とその展望

深山洋平*

はじめに

数学の基礎を考える際の圏論と集合論の関わりには、圏論の言語を用いて

集合論の公理系を構築すること、圏論の道具立てを用いて集合概念の再定義

に向かうことなど、いくつかの方針がある。ローヴェア (F.W. Lawvere) 

は1994年の論文[6 ]で、 集合論の根幹の一つであるカントル (G.Cantor) 

の基数論に見られる、ある興味深い現象に対して圏論を用いた記述を行っ

た。本稿ではその手法を概観し、その意義に関して若干の考察を行う 。結論

として、ローヴェアの方法論が、複雑な構造が入った集合との関わりを介し

て集合論の基礎を論じるものであることを示すとともに、その方法論を利用

して集合の本性を探る一つの方針を導く 。

なお本稿(特に 3節)で用いる圏論の語棄のうち、圏と関手、随伴等につ

いて付録に定義を記した。その一方で集合論と位相空間論の基本的な語棄に

関しては説明を割愛しである。

2 カン卜ルの基数概念と、基数の単位をめぐる問題

基数 (cardinalnumber / Kardinalzahl)とは、「一つ、二つ、……」とも

のの数を数えるときに用いられる数であり、「一番目、二番目、 ……Jとも

のを順序づけるときに用いられる(JII貢)序数 (ordinal number / Ordnung-

szahl)と対比される。カントルは1895年から1897年にかけて発表された「超
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限集合論の基礎に対する寄与 (Beitragezur Begrundung der Transfiniten 

Mengenlehre) J [3]で、冒頭で集合の概念を導入した後に、集合から基数

を定義する。カントルは集合M の基数を以下のように導入する [3，p. 282]。

我々はある一般概念を「濃度Jまたは「基数」と名づける。その一般

概念は、我々の能動的な思考力を用いて、 集合M から、その様々な元

m の性質と、それらが置かれてある順序が抽象されることによ って生ず

る。

この二重の抽象作用の結果である M の基数または濃度を、我々は M

で表記する *1。

ここで基数は、当該の集合の各々の元が有する属性と、各々の元が他の元

との間で担う関係とを捨象することによって、その集合の元たちの間の質的

差異を失わせることによって、量的差異のみを際立たされたものとして定義

されている。このプロセスを、カントルに倣って「二重の抽象Jと呼ぶこと

にする。二重の抽象を経て質的差異を捨象された元は、集合に対応づけられ

る量を表現するための単位 (unitlEins) として扱われる。単位が一つしか

ない集合、つまり任意の一点集合の基数は lと呼ばれ、任意の一点集合に単

位を一つ付けくわえた集合の基数は 2と呼ばれる。このようにして、順次集

合から基数が定義される。

ローヴ、エアは、このプロセスによって生ずる次のような現象に注目する [6，

pp.5-6]。

カントルは基数もまた単位のみから成る集合と考えている [3，p. 283]。彼

は基数の定義に先立つて与える集合の定義の中で、集合の元はよく区別され

た (wohlunterschiedenen)ものと しているので [3，p. 282]、基数の単位は

互いに区別されるはずである。しかしながら、そのとき各点が区別される根

拠は何であろうか。基数の定義からして、その元である単位は互いを区別す

る性質を捨象されている。「性質によって識別できないものは同一であるJ
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という原理を退けない限りは、それら単位どもは一致すると言わざるをえな

い。したがって、基数の単位は、互いに区別されるが各々を識別できないと

いう、 矛盾めいた性質を有することになる。

ローヴェアはこの性質を 「生産的な意味での矛盾 (contradictionin a pro-

ductive sense) J [6， p. 6] と考え、 ツエルメロ (E.Zermelo)以降の公理的

集合論におけるように敢えて「単位jに言及せずに基数を特徴付ける手法に

批判的な態度をとる。現在の集合論で基数を特徴付ける仕方は、たとえば公

理的集合論ZFCにおいて順序数を導入した後で特殊な順序数として基数を

定義する手法などがあるヘ しかし、 基数の定義の本質は、 集合M とN が

与えられたときにそれらの基数が同一で、あることを M とN の聞に全単射が

存在することとして特徴付けられることにあるため、基数を定義する手法そ

のものは複数あってよい。それにもかかわらずローヴェアが敢えてカントル

の手法を とりあげるのは、カントルが基数の概念を考案 した背景に圏論の発

想、の萌芽を見るからである。彼のまとめによると、カントルは様々な幾何学

的対象の聞に成立 しう る同形の概念から 自身の基数の概念へと至っている

[6， pp. 6-7]。これは上で述べたような現在の集合論におけるア プローチで

は見られない事柄である。ローヴェアはこのことを、カントルの意味での基

数が成す圏が様々な幾何学的対象が成す圏に関わると解釈し、それゆえ基数

が有する性質をそれら二つの圏に言及しながら記述する。つまり、現在用い

られる基数の特徴付け方一「単位jに言及せずに基数を特徴付ける手法 に

対する彼の態度は、そのような特徴付けがカントルの意図を的確に表現でき

ておらず、その一方で、圏論はカントルの意図を表現するのに適しているとい

うものである。したがってカントルによる基数の定義に付随する矛盾めいた

性質もローヴェアにとっては的確に記述すべき事柄であり、思避すべきもの

ではない。このような意味でローヴェアはカントルの側に立ち、カントルよ

り後の集合論者と距離をとっていると見られる。
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3 随伴関手を用いた基数の表現

この節では、前節で述べた基数の矛盾めいた性質を、ローヴェアが圏論の

諸概念を用いて記述した方法の概観を与える [6，pp.7-lOJ。彼が用いる主

な道具立ては、二つの圏と、それらの圏の聞の三つの関手であるヘ

圏M は二重の抽象を経る前の集合の圏である。したがって M の対象は、

何らかの意味で豊かな構造を有する集合を対象とする圏である。そこに入る

べき構造に関しては、ローヴェアはいくつかの例を挙げるに留めている [6，

p.7J。ここでは、挙げられた例の中から位相空間と連続写像の圏を念頭に置

いて議論を進めることにする。

二重の抽象を経る前の集合の圏である M に対して、圏 κは二重の抽象を

経た後の集合つまり 基数の圏である。両者は構造の複雑さにおいて異なるに

せよ「集合」を対象とする圏であるから、混乱を防ぐために両者の対象に異

なる呼び名を与えておく 。以後、 M の対象は「空間」と呼び、天の対象は

そのまま「基数j と呼ぶことにする判

上に述べた言い方を用いると、 二重の抽象とは各空間に対してその空間の

基数を対応させる働きと言うことができる。ローヴェアはこの働きを M か

らKへの関手pointsとして表現する。つまり pointsはMの各対象M に対

してM の基数を割りあて、 Mの各写像に対しては、その同じ写像を関数と

して割りあてる。

さらに、天から Mへの二つの関手 discreteとchaoticが導入されるヘ 関

手 discreteはKの各対象K に対して離散位相空間 (K，1(.瓦))を割りあて、

Kの各関数に対しては、その同じ関数を連続写像として割りあてる叫。この

ように定めた関手 discreteは、上に述べた関手pointsの左随伴関手(le氏ad-

joint functor) となる。すなわち、 M の対象M とKの対象Kが与えられ

たとき、 discrete(K)から M へのすべての写像から成る集合と、 K から

points (M)へのすべての写像から成る集合との聞に一対一対応が存在する。

ここで空間M が与えられたとしよう 。points(M) は基数なので、上の一
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対一対応のK に代入できる。そうして特に points(M)上の恒等写像id岡山(M)

に対応する M の写像を考えると、写像 discrete(points (M))→M が得ら

れる。この写像は後の議論で用いられる。

続いてローヴェアは関手 chaoticを導入する。関手 chaoticはKの各対象

K に対して密着位相空間 (K，I日， Kf) を割りあて *7、Kの各関数に対して

は、その同じ関数を連続写像として割りあてる。このように定めた関手 cha-

oticは、関手pointsの右随伴関手 (rightadjoint functor) となる。すなわ

ち、 M の対象M と'l(の対象Kが与えられたとき、 points(M)から Kへの

すべての写像から成る集合と、 M から chaotic(K)へのすべての写像から成

る集合との聞に一対一対応が存在する。前の段落で行った議論と同様に、空

間M が与えられたとし、 K に基数points(M)を代入することで、恒等写像

id阿国惚(M)に対応する Mの写像M→chaotic(points (M) )が得られる。この写

像もまた後の議論で用いられる。

ここで各関手の定め方からして、合成関手 points0 discreteとpoints0 

chaoticは、共に K上の恒等関手と同形になる。先の二つの各段落の最後に

得た写像に pointsを作用させることで、最終的に以下の二つの一対一対応

が得られる。

points (discrete (points (M)))乞 points(M)

points(M)竺 points(chaotic (points (M) ) ) 

これは所与の空間M の基数がさら に二つの表現を有することを示してい

る。discrete(points (M) )は離散位相空間なので、 points(discrete (points 

(M)) )はその離散位相空間の点の集まりである。したがって、前者の一対一

対応はM の基数がある離散位相空間の基数で表現されることを主張する。

他方で後者はM の基数がある密着位相空間の基数で表現されることを主張

する。ローヴェアはこれら二つの表現それぞれに、ある合意を見て取る。彼

によると離散位相空間ではすべての点が区別され、密着位相空間においては

識別できないJ[6， p. 9J。両者の違いは“cohesion"の程度の差として説明

ξ
J
 



される。“cohesion"は「変化J(variation) とともに、圏の対象が有する構

造の複雑さに言及する際にローヴェアが用いる語である。

圏の対象どもが有する構造の複雑さに応じて、その対象の元を識別できる

か否かに影響出る、という論点に対して直観的な理解を得るには、次のよう

な簡単な例でも有効である。ある対象が有する構造の複雑さは、対象聞の写

像の数に制限を生む。構造が入っていない集合の圏の場合は、写像は関数で

あればよい。しかし、たとえば群と群準同形写像の圏を考えると、その圏の

写像は関数であるのみならず、群準同形写像としての性質を有するものでな

ければならない。したがって、任意の群の聞の準同形写像は単なる関数より

も数的に少なくなる。圏論では対象の元を写像で表現するので刊、写像の数

が減ることは、元が減ることを意味する。事実、任意の群には元が一つしか

ないことになる。ローヴェアは chaoticな空間に対して rcohesionの度が過

ぎているJ[6， p. 9J、すなわちその空間の構造が非常に複雑なものであると

言っているので、それゆえに元の同定が妨げられていると考えられる。この

一方で、離散的な空間では、写像に課される制限に影響されることなく空間

の各元を指定できるのでぺその各元は区別されると言ってよい。かくして、

M の基数、 discrete(points (M) )の基数、 chaotic(points (M) )の基数はみな

「同じJであるに もかかわらず、 discrete(points (M) )の基数の単位は区別

され、 chaotic(points (M) )の基数の単位は識別できないことが結論される。

4 口ーヴェアの方法の意義

この節では、上で見たローヴェアの方法論の意義を検討する。元々の問題

は、基数の単位が互いに区別されるが識別できない、という点にあった。そ

の状況を記述するために彼が行ったことの核心は、基数の圏 Kの内部だけ

で問題を考えずに、より複雑な構造を有する集合を対象とする圏 M を引き

あいに出したことである。五いに随伴関係に置かれる三つの関手を設定する

ことと、それらを用いて M のある対象M の基数に複数の異なる表現を与え
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ることは、 M の設定があってはじめて可能で、ある。

Mが果たしている役割を一言で言えば、それは所与の基数に関する情報を

増加させることであろう。彼の議論の流れを振り返ると、 Kにおいて基数の

単位の識別可能性が疑われている、という状況が与えられている時に、その

識別可能性が明確に現れている('l(の対象と異なり、その元を区別すること

ができたりできなかったりする)ような適切な圏 M に言及し、再び議論の

舞台を Kに戻すという議論の組みたてが為されている。 M の基数points

(M)は、 Kから二通りの経路で M を経て?にへと写像されて帰ってくるが、

そのときには各々が異なった情報を付加されており、それにもかかわらず、

写像される前のものを含めた三者は 「同じ」ものであることが帰結される。

こうして増加された情報によって、問題となっていた事柄の記述を得るの

が、ここまで述べてきたローヴェアの方法論であると言える。

このように彼の方法論を総括することで、これを利用して集合論の基礎を

問う方法を考えることができる。以下、構造が入っていない集合を「抽象的

集合jと呼ぶことにしよう *100 集合の本性への問いは、抽象的集合の本性へ

の問いを含んで、いる。抽象的集合の圏をローヴェアの議論に現れる Kと同

一視すると州、ローヴェアが基数の単位に対して試みた探求は、そのまま抽

象的集合の元の性質に対する探求となり、そして彼の方法は、随伴関係にあ

る複数の関手を用いて抽象的集合の元に関する情報を増やすものと理解でき

る。付加される情報の種類は用いられる関手に依存し、用いられる関手がど

のようなものであるかは M のとり方に依存するから、結局のところ関心は

複雑な構造を有する対象から成る圏 M に向けられる。つまり、どのような

M が抽象的集合のどのような性質を明らかにするのか、というアプローチが

可能で、あると考えられる。ローヴェアが注目した性質は「基数の単位は互い

に区別されるが識別できないjという、矛盾のような、興味深い性質であり、

彼の方法はその興味深い状況を記述するという目的に対して有効に働いてい

ると見てよい。そのような興味深い性質として他にどのようなものが見出さ

れるかが一つの論点となると考えられる*九
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5 まとめ

ローヴェアがカントルの基数の単位の同一性に関して与えている圏論によ

る記述を取り上げ、そこで使われている方法を見た。彼が用いた方法の核心

は、複雑な構造を有する対象から成る圏を考え、その圏と基数の圏とを結ぶ、

随伴関係に置かれた複数の関手の働きによって、基数について述べうる情報

を増やすことにあると言える。この方法を用いて、どのような種類の圏によっ

て基数についてのどのような性質が明らかになるかと見ることが、集合の本

性を探る一つの方針として考えられる。

6 付録:諸定義

6. 1 圏

ここではローヴェア [7，pp.lO-ll]を参考にして圏の定義を記す。

圏 (cαtegory)は、対象 (0匂'ect)と、ある対象からある対象への写像 (mαp-

ping)から成る。写像は射 (arrow)などとも書かれるが、特に本稿では写

像という言い方を用いている。写像fが対象Aから対象Bへのものである

ことを f:A→B またはA.J.B と略記する。このとき Aをfのドメイン (the

domain of f)と呼び、 B をfのコドメイン (thecodomαin of f) と呼ぶ。

対象と写像は、以下に述べてゆく諸要件を満たさねばならない。

各対象は、その対象をドメインとコドメインとする特別な写像を有する。

Aを対象とすると、その写像はA上の恒等写像 (theidenti砂 onA) と呼ば

れ、 idAなどと書かれる。この写像の振る舞いは、後に公理によって規定さ

れる。

二つの写像fのコドメインと gのドメインが一致しているとき、 fはgと

合成可能である (f is composαble with g) と言われる。合成可能な射の対

に対して、 fとgの合成写像 (thecomposite mα:pping g following f)と呼

ばれる写像が存在し、それを gfと書く。ここでgfのドメインはfのドメイ
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ンでなければならず、 gfのコドメインはgのコドメインでなければならな

し3。

写像の合成は次の二つの公理を満たさねばならない。これは同時に各対象

上の恒等写像の振る舞いを規定するものでもある。

-対象A、B、C、D に対して、 AムB-'4.C土砂D ならばh(gf) = (hg ) f 0 

・対象A とB に対して、 AーらB ならばidaf= f = f idAO 

以上が圏の対象と写像が満たすべき要件である。したがって、圏を一つ定

めるには、対象を定め、対象聞に写像を定め、各対象上の恒等写像を定め、

写像の合成を定め、最後に合成が二つの公理を満たすことを示せばよい。た

とえば、集合を対象とし、関数を写像とする圏は、恒等写像を恒等関数とし、

写像の合成を関数の合成とすることで得られる。

6.2 対象の同形

Cを圏とし、 A とB をCの対象とする。所与の Cの射AムB に対して B

-'4.Aが存在してgf= i~ かつ危 = idBが成り立つとき、 fは同形射 (isomor-

phism)であると言う。そして二つの対象の聞に同形射が存在するとき、そ

れら二つの対象は同形 (isomorphic)であると言い、 k:=-Bと書く。同形射

の定義から、この関係が同値関係であることが知られる。圏の対象の同一性

は、この同形性まで問われるのが普通である。たとえば集合の圏を念頭に置

くと、 lalと Iblが異なる一点集合であるとしても、これらの聞には自明

に同形射が存在し、したがってこれらは同形である。集合の圏を扱う際には、

各一点集合の元がそれぞれ何であるか、ということよりも、それらが一点集

合として他の集合とどのような関係を担うか、ということが関心事となるた

め、厳密な意味での同一性よりむしろ同形性が注目される。また特に、集合

の圏においては同形射の概念と、一対一対応あるいは全単射の概念が一致す

ることが知られる。
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6.3 関手

6.3. 1 関手

Cとの を圏とする。 Cから のへの関手 (functor)は、Cの対象に対する

のの対象の割り当てと、 Cの写像に対する のの写像の割り当てから成る。

関手φが Cの対象A と写像AムB の各々に割り当てるのの対象と写像をそ

れぞれφ (A) 、 φ (A)~φ (B ) と書くことにする。このとき φ は以下の二

つの等式を満たしていなければならない。

.Cの対象A、B、Cに対して、A-4.B4.Cならばφ(gf)=φ(g)φ(f) 0 

・Cの対象A に対して、 φ(id.)=idφ凶。

関手φが圏 Cから圏のへのものであることを、 φ:C→のまたは C与の

と略記する。圏の写像について用いられたドメイン・コドメインという言葉

を同じように関手についても用いることにすると、この場合φのドメインは

Cであり、コドメインはのである。

6.3.2 恒等関手・合成関手

Cを圏とする。この とき、 C上の恒等関手 (theidentity functor on C) と

は、ドメインと コドメインが Cであり、 Cの各対象にその対象を、各写像に

その写像を割りあてる関手である。 C上の恒等関手は Idcなどと書かれる。

C、の、zを圏とし、 C4DLzを関手とする。このとき、 φとVの合

成関手 (thecomposite functorφfollowing '1') とは、 Cをドメイン、乞を

コドメインと し、 Cの対象Jlに乞の対象'1'(φ (A))を割りあて、 Cの写像A

ムB に乞の写像'1'(φ(A))工竺旦ら'1'(φ (B))を割りあてる関手である。 φと

Vの合成関手は'1'0φなどと書かれる。

6.3.3 関手の同形

c、のを圏とし、 C.:!'..'lJとの二三 Cを関手とする。このとき、 φがV と同

形である (φisisomorphic to '1')とは、 '1'0φ=Idcかつφ0'1'=Id"，が成
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り立つことを言う 。

6.4 随伴

C とのを 圏と し、 c ~ のとの 二三 C を関手とする。この とき、 φ が V の

左随伴である (φ is1eft adjoint to 'P)あるいは Vがφの右随伴である ('P

is right adjoint toφ) とは、 Cの対象 Cとの の対象D に対して、Cから

'P(D)への写像すべてから成る集合と、 φ(C)から Dへの写像すべてから成

る集合との聞に一対一対応が存在することを言う。
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*1引用先では得られる基数の表記がM でな くM となっているが、 これは著作集収録時

のミスと思われる。

*2いわゆる initial ordinalとしての定義。順序数αが基数であることは、 α より小さい

すべての順序数と αの聞に全単射が存在しないこととして定義される。そして集合

M の基数は、 M との聞に全単射が存在するような基数として定義される。フ レンケ

ルらはこの手法を含めた複数の定義の仕方をまとめている [5，pp. 95-98J。

*3圏と関手の定義は付録を参照されたい。簡単に言って、本稿で扱われる範囲では、 圏

(category) とは、構造が入った集合と、それら集合間の、構造を保存する写像とを

共に考えたものとしてよい。 この とき前者は当該の圏の対象 (object)、後者は当該

の閣の写像 (mapping)と呼ばれる。たとえば、群と群準同形写像、半順序集合と単

調写像は圏を成す。構造が入っていない集合も、空虚な構造が入っていると見なすこ

とで、関数と共に圏を成すと考えられる。この場合、関数が保存する構造は、元の同

一性である と考えられる。 (X とY を集合とし、 fをX から Yへの関数とすると、

Xの任意の元町とゐに対して、ぁ=ぬならばf(x¥)=f(x，)は自明に成りたつ。)関手

(functor)とは、圏と圏の間に与えられる写像である。たとえば、群の圏から集合

の圏に対して、各群から群の構造を取り除く関手を考えることができる。また、構造

が入っていない集合の圏から半順序集合の圏に対して、構造を増やす自明な関手を考

えることができる。(集合Sの元日と幻に対して51$:82<=>51 = 52で、二項関係壬を定義する

と、gは半順序となる。)

*4ロー ヴェアは当該の論文において Mの対象を Mengeと呼び、Kの対象を Kardinal
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と呼ぶ。

*5これら二つの関手についてローヴ、エアは定義を明確に述べていないため、以下の記述

は彼の議論を整合的に理解するための再構成を含む。

*6割りあてられる写像の連続性は、そのドメインに離散位相が入っている ことから直ち

に出てくる。

*7ローヴ‘エアは関手 chaoticがcodiscreteとも呼ばれると述べており [6，p.9]、彼の議論

においてはそれらが混在している。本稿では使用頻度が高い chaoticで表記を統一し

守、，、一。

*8ある圏が与えられたとき、その圏の任意の対象からちょうど一つの写像が存在する対

象を、その圏の終対象 (terminalobject， terminator)と呼ぶ。たとえば、構造が入っ

ていない集合と関数の圏の終対象は任意の一点集合であり、群と群準同形写像の圏の

終対象は単位元のみから成る群である。ある対象の元は、終対象をドメインとし、そ

の対象をコドメインとする写像として定義される。

*9一点集合に入る位相は一種類だけ存在し、それは離散位相である。この一点空間から

の任意の離散空間への任意の関数は連続写像なので、その写像を用いて空間の元を指

定すればよい。

*10抽象的集合 (abstractset)はローヴェアが様々な著作で用いる語であり、“cohesive

set"や“variableset"と対置される。

*11この同一視が常に可能というわけではないことをローヴェアは強調しているが [6，

p.12]、その条件については本稿では扱わない。

*12ローズブルーとウッド [13]は、ここで示したローウ‘ェアの方法を 2圏(定義はマツ

クレーン [8，p.371]を参照されたい)の中で扱う ことを考えているようである。
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F. W. Lawvere's understanding of 

the foundation of the set theory using 

adjoint functors and its perspective 

Yohei FUKAYAMA 

Abstract: 

F. W. Lawvere described a certain interesting feature on G. Cantor's 

theory of cardinal numbers， using adjoint functors 仕omthe category the-

ory. This paper provides a brief overview of the method he took， and then 

consider its significance. As a consequence， it is shown that he argues 

Cantor's theory of cardinal numbers in relationship to structured sets 

( specificallぁwithtopological structures，) and企omthe method we can 

get a hint to approach the nature of sets. 
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