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1. 藤原誠（Makoto Fujiwara）：11：00～11：45 

 

「構成性に基づく数学の基礎付けに向けて」 

 

現代数学基礎論では，論理式として書かれた(十

分に豊満かつ妥当な)公理と推論規則からなる公

理体系において数学を展開することによって，数

学そのものや数学の証明を数学的対象として扱い，

数学の理論や証明の論理内容を解析する．特に，

この方法論に基づき，各定理を証明するのに必要

かつ十分な公理を調べる研究は逆数学と呼ばれて

いる．一方，逆数学のための公理体系の妥当性は

「どういう観点から定理と公理の関係を調べたい

か」に大きく依存する．本発表では，1970年代か

ら行われてきた従来の逆数学を説明した後，構成性という観点から逆数学を行おう

とする近年のいくつかの取り組みを紹介し，それらの関係性を調べた発表者自身の

研究について述べる．さらに，構成性に基づく逆数学に関して発表者が抱いている

問題意識及び今後の研究課題について述べる． 

 

Toward a foundation of mathematics from a perspective of constructivism 

Modern foundations of mathematics study the formalized mathematics. Thus 

we first formalize mathematics over some formal system, which consists of the 

appropriate axioms and rules, and investigate its logical contents. In particular, 

reverse mathematics, which is a research program to investigate which axiom is 

necessary and sufficient for each theorem, is based on this methodology. On the 

other hand, the choice of the formal system for reverse mathematics depends on 

the standpoint from which one intends to investigate the relation between 
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theorems and axioms. In this talk, I would first explain the mainstream of 

reverse mathematics from 1970’s. Then I would introduce a couple of recent 

attempts in reverse mathematics with respect to constructivity, and mention my 

own research on the relationship between them. Furthermore, I would also 

discuss the foundational issue on reverse mathematics from a perspective of 

constructivism. 

 

2. 馬場匡浩 ：11：50～12：30 

 

「エジプト文明発祥地を発掘する」 

 

およそ 3000 年間に及ぶエジプト文明は、

ピラミッドや神殿などの壮大な建造物、ツタ

ンカーメン王墓の豪華絢爛な秘宝などに象徴

されるように、独特な文化を育んだことで知

られる。それは全て、ファラオ（王）の存在

にほかならない。ファラオは、中央集権国家

の頂点に君臨し、その絶大な力が巨大建造物

を造らせ、華やかで精巧な工芸技術を醸成し

た。こうした、ファラオをトップとする国家

はいかにして形成されたのか。この問いに、発掘調査と学際的研究から迫るのが本

研究の目的である。 

エジプト文明は、1 人のファラオがナイル川下流域を支配下に納めた紀元前 3000

年頃に始まる。それ以前の紀元前 4000 年紀が、国家形成に向かって社会の複雑化

が進む時期にあたる。この時代において最大規模を誇り、エジプト文明の起源とさ

れるのが、ヒエラコンポリス遺跡である。ここでは近年、これまでの歴史観を大き

く塗り変える発見が相次いでいる。社会的地位の差を示す墓地、ビール醸造や食品

加工の集約的な生産施設など、複雑化社会の具体像を知る有益な情報を提供してい

る。本発表では、これら発掘調査と分析の成果を紹介する。 

 

Excavating the Cradle of Egyptian Civilization 

Egyptian Civilization had developed a unique culture as symbolized by the 

gigantic structures of Pyramid and temple, and the treasures from 

Tutankhamun’s tomb. Such culture would not have been fostered without the 

pharaoh. Pharaohs, as the political and regional leader of people, were placed at 



the top of the centralized government. They used enormous power to build the 

large structures and to promote craft technology of the dazzling objects. 

However, how did the highly organized pharaonic state emerge? 

The Egyptian dynasty had begun around 3000 BC, when the first pharaoh took 

control over the lower Nile valley. The period leading up to this is called the 

Predynastic period when society grew increasingly complex towards a state. 

Among the archaeological sites of this period, Hierakonpolis was the largest site 

and the first urban centre to have powerful rulers. Recent excavations have 

revealed the large tomb complexes of the rulers and industrial facilities for food 

production. These discoveries provide us the evidence of social inequality and 

specialized production activity, which are all useful to understand the process of 

the state formation. This presentation shows the recent results of our 

excavations and analyses.  

 


