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確率論 と歩いた60年

今 日の講演 をはじめる前に、昨日の授賞式に述べさせていただいた謝辞を、 もう一

度申し上げて、これに幾つかのエピソー ドを付け加える形で、お話 してみたい と思い

ます。

この美 しい秋の一 日、私の第二の故郷ともいうべき京都において、高い理念に基づ

く京都賞の受賞者の一人に選ばれましたことを誠に光栄に存 じます。

去る6月 、今回の受賞決定の報せに伴い、稲盛財団の方から私の現在の関心事を尋

ね られました。私は一瞬とまどいましたが、結局 「地球 と人類の未来」 とお答えしま

した。実は、数年前、80歳 の誕生 日からですが、「森の人」という物語を書 き始め、家

族に幾度も語っては、「また、2万 年後のお話ですか」と、あきれ られていたか らです。

それは、はるかな未来、2万 年後の人類が、現在 とは異なった価値観をもって、森

の中に再生するという物語でした。数万年前の人類、ホモ ・サピエ ンスが最後の氷河

期を生 きのび、今、ホモ ・サピエンス ・サ ピエンスとして地上にあるように、2万 年

後の人類は、一層暗 く厳 しい 「核の冬」を生きのびた、ホモ ・サ ピエンス ・サ ピエ ン

ス ・サピエ ンスでなければな りません。そのサピエ ンス、即ち 「叡知」は、決 して間

違いを しない 「知能の高さ」 をいうのではな く、困難や誤謬の中で挫けそ うにな りな

が らも、尚、人間を人間たらしめている 「心の暖かさ」や 「志の高さ」を失わない、

本当の意味での 「人間らしい叡知」であることは容易に想像で きます。

京都賞が、その3つ の部門において、他のいずれの伝統ある賞にも増 して広範な分

野を対象に容れ、真 ・善 ・美の多様な表現 を、人間らしい希望の証 として、顕彰 して

こられたことは、「地球 と人類の未来」への励ましをこめた贈 り物 となっています。

ひるがえって、このすばらしい賞の受賞者に選んでいただいた私が、これ までに為

し得たことは、偶然性に満ちた世界の法則性 を数式で記述する幾つかの論文 を書いた

に過 ぎません。私の論文に興味をもち、多少の独創性 を見いだし、新たな独創 を加え

て発展させ、厳密で美 しい数学体系を築いてこられた方々、また、数学以外の分野で

の応用によって、抽象化 された数学の世界と、自然と人間のかかわる現実世界 との間に、

見事な橋を架けて下さった方々、この多 くの方々の貢献がなければ、今 日、私が栄え

ある京都賞 をいただくことはなかったでしょう。 これらすべての研究者の方 々の貢献

を、私の50年 前の仕事にまで還元 して表彰 してくださった、稲盛財団 と京都賞選考委

員会の方々の、寛大で周到なご努力に、心か らの感謝を捧げたいと思い ます。本当に

あ りが とうございました。

現在、 この地球に生 きている人類はすべてホモ ・サピエ ンスと呼ばれています。ご

142

Commemorative　 Lectures

My　 Sixty　 Years　 along　 the　 Path　 of　Probability

Theory

Kiyosi　 It6

　 　 Ladies　 and　 Gentlemen,　 I　would　 like　 to　 begin　 my　 presentation　 with　 the

comments　 I　made　 yesterday　 at　 the　 Kyoto　 Prize　 Presentation　 Ceremony,　 and　 then

talk　 about　 a　few　 memorable　 episodes丘om　 my　 life,　 related,　 in　 particular,　 to　 my　 60

years　 with　 Probability　 Theory.

On　 this　 beauti血lautumn　 day　 in　 my　 home　 town　 of　 Kyoto,Ican　 think　 of　 no

higher　 honor　 than　 to　 have　 been　 selected　 as　 one　 of　 the　 recipients　 of　 this　 magnificent

award.

　 　 Whenlwas　 notified　 by　 the　 Inamori　 Foundation　 in　 June,Iwas　 also　 asked

about　 my　 current　 interests　 and　 concerns.　 A丘er　 a　moment's　 hesitation,　 I　answered:

'The負 」ture　 of　 our　 planet　 and　 of　 the　 human　 race
."　A　 few　 years　 ago,　 from　 around

my　 80th　 birthday,Ibegan　 to　 writeatale　 about　 the　 future　 entitled　 "The　 Forest

People."　 As　 I　kept　 telling　 it　over　 and　 over　 to　 my　 wife　 and　 daughters,　 after　 a　whne

they　 all　 ended　 up　 laughing　 and　 saying　 "Oh　 no,　 not　 that　 story　 again　 about　 what

wi11　 happen　 20,000　 years　 from　 now."

　 　 The　 story　 evolves　 around　 the　 hlture　 human　 race　 being　 rebom　 in　 the　 middle

of　 a　forest,　 with　 a　set　 of　values　 different丘om　 ours.　 Just　 as　 Homo　 s¢piens,　 the　 human

species　 of　 tens　 of　 millennia　 ago,　 reappeared　 on　 earth　 after　 the　 last　 ice　 age　 as

modern　 man,　 known　 as　 Homo　 S6が θヵssapiens,　 so　 the　 future　 human　 race,　 many

mnlennia　 from　 now,　 will　 have　 survived　 the　 even　 harsher　 and　 darker　 "nuclear

winter,"　 and　 reemerge　 as　 Homo　 sapiens　 sapiea∬ αρ繊s,　 We　 can　 easily　 imagine　 that

this　 three・fold　 sapiens,　 that　 is,　 "wisdom,"　 does　 not　 stand　 forahigher　 level　 of

intelligence　 that　 could　 avoid　 making　 any　 mistakes,　 but　 consists　 in　 "human　 wisdom"

in　 the　 true　 sense,　 not　 losing,　 in　 the　 face　 of　 almost　 certain　 defeat　 by　 hardshlp　 and

failure,　 what　 gives　 human　 beings　 their　 humanity-noble　 goals　 and　 love　 for　 others.

　 　 The　 Kyoto　 Prize　 encompasses　 a　wider　 range　 of　 fields　 than　 any　 other　 traditional

award,　 and　 honors　 those　 who　 have　 contributed　 to　 the　 betterment　 of　 humanity

through　 diverse　 expressions　 of　 truth,　 virtue　 and　 beauty-a　 truly　 encouraging　 gi自

for　 the和ture　 of　 our　 planet　 and　 of　 the　 human　 race,

　 　 Renecting　 upon　 my　 own　 work,　 which　 was　 chosen　 for　 this　 prestigious　 award,　 all

Ihave　 done　 is　 to　 write　 a　 number　 of　 papers　 describing　 natural　 phenomena　 full　 of

random　 motions　 by　 means　 of　 mathematical　 formulas.　 I　would　 not　 be　 here　 today,　 had

it　not　 been　 for　 those　 who　 found　 in　 my　 papers　 something　 interesfing　 and　 some　 trace

of　 originality,　 and　 who　 extended　 my　 work　 with　 even　 more　 originality　 to　 create　 strict

yet　 beautifUl　 mathematical　 systems.　 And　 in　 applications　 beyond　 pure　 mathematics,

I　am　 indebted　 to　 those　 who　 built　 such　 splendid　 bridges　 between　 the　 abstract　 world
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存 じのように、 ネアンデルタール人も、ホモ ・サピエ ンスに分類されていますが、お

よそ25万 年前に登場 し、西アジアか らヨーロッパにかけて大発展 し、3万3千 年前 ご

ろ、気候の寒冷化の中で絶滅 したといわれています。あの長い毛におおわれたマンモ

ス象でさえ1万2千 年前、最後の氷河期が終わる前に絶滅 した中で、生 きのびた人類

をホモ ・サ ピエ ンス ・サ ピエンスと呼んで、ホモ ・サ ピエンス ・ネア ンデルター レン

シスと区別することもあるようです。

「森の人」の物語を聞いてくださった方か ら「《核の冬》は本当に来るのでしょうか。

それが来た場合、人類が生き延びる可能性は確率でいうと、 どの ぐらい とお考 えです

か」 とい う質問を受けました。私は、こういう確率の専門家ではあ りませんし、核兵

器 とい う意味の 「核」の専門家で もあ りません。 しか し、数学者 としての私の仕事は、

物理学者のアインシュタインやフェル ミの仕事 とい くらか関係があ ります し、最初の

原子炉の建設者フェル ミが亡 くなり、かつて原爆の父と呼ばれたオ ッペ ンハイマーが、

水爆の製造に反対 して、プリンス トン高等研究所の所長の職を追われた1954年 に、私

はこの研究所の研究員だったのです。

地球上に核戦争が起 これば、核の冬が来ます し、核の冬が来れば、人類 は生 きのび

られないと思います。人類だけでな く地球上のあらゆる生物 を、何十回も絶滅させる

量の核爆弾 を抱えた地球では、すでに 「核の冬」が始まっているとも考えられます。

本当の意味での 「人間 らしいサピエ ンス」を発揮 して、「新 しい価値観」を創造 し、森

の中に再生する2万 年後までには、想像を絶する時間の経過があ りますが、宇宙に地

球が誕生 して以来、既に45億年が経過 したことを考えれば、ほんの短い時間というこ

ともできるで しょう。ちなみに、放射性元素ウラン238の原子数が、崩壊 により半減す

るまでの時間は、45億 年、プル トニウム239の それは2万4千 年なのです。

2万 年後の森の人類を 「ホモ ・サピエ ンス ・サピエ ンス ・サ ピエンス」 と呼ぶのは、

私の思いつ きなので、残念ながら辞書には載っていませんが、大抵の辞書にはホモ ・

サ ピエ ンスの別名として、何をもって人間の本質 とするかによって、「道具を作 るホ

モ ・ファーベル」、「遊びをするホモ ・ルーデ ンス」、「言葉をもつホモ ・ロクエンス」

などが載っています。数学の記号は 「厳密 な論理で自然界の法則 を記述する美しい言

語」ですか ら、数学者 としての私は、「言語 をもつことを人間の本質とするホモ ・ロク

エ ンス」 という考え方に最も心を惹かれてきました。そ して、文学はもちろん、音楽

もまた、人の心を表現 し、人の心に語 りかける言語なのだか らと、ホモ ・ロクエ ンス

讃歌 を折 りあるごとに語ってきました。勿論、それは家族や友人との 「茶の間のお し
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of　 mathematics　 and　 the　 real　 world　 of　 nature　 and　 human　 society.　 I　wish　 to　 extend

my　 heartfelt　 gratitude　 to　 the　 Inamori　 Foundation　 and　 to　 the　 members　 of　 the　 Kyoto

Prize　 Selection　 Committee　 for　 their　 generous　 and　 scrupulous　 efforts　 in　 awarding　 this

prize　 to　 my　 work　 over　 the　 last　 fifty　 years,　 thereby　 honoring　 the　 enormous

contributions　 of　 these　 researchers　 in　 mathematics　 and　 other　 fields.　 Thank　 you　 very

much.

　 　 Human　 beings　 now　 living　 on　 earth　 are　 called　 Homo　 sapiexs.　 It　is　 said　 that

Neanderthal　 man,　 also　 classified　 as　 Koma　 sαρ徹s,　 appeared　 approximately　 250,000

years　 ago,　 and　 prospered　 in　 Central　 Asia　 and　 Europe　 until　 becoming　 extinct　 due

to　 the　 sudden　 fall　 in　 temperature　 about　 33,000　 years　 ago.　 Even　 mammoths,　 with

long　 hair　 all　 over　 their　 bodies,　 became　 extinct　 12,000　 years　 ago　 before　 the　 end　 of

the　 last　 ice　 age.　 It　is　 remarkable　 that　 even　 though　 Homo　 sapiens　 Neanderthalensis

disappeared　 from　 the　 earth,　 Homo　 sapiens　 sapieヵs　 survived　 and　 continued　 to　 prosper.

　 　 After　 listening　 to　 part　 of　 my　 story　 about　 the　 "forest　 people,"　 a　friend　 of　 mine

asked　 me　 if　I　really　 beUeved　 that　 a　nuclear　 winter　 would　 come,　 adding　 "if　so,　 what

is　 the　 probability　 of　 human　 survival?"　 Although　 I　study　 probabnity　 theory
,　I　am

nota　 specialist　 in　 such　 adomain,　 nor　 am　 Ia　 specialist　 in　 nuclear　 weaponry.　 But

as　 a　 mathematician,　 my　 work　 might　 be　 said　 to　 be　 related　 to　 the　 work　 of　 such

physicists　 as　 Albert　 Einstein　 and　 Enrico　 Fermi.　 Fermi,　 the　 first　 scientist　 to　 build

a　 nuclear　 reacto「,　 passed　 away　 in　 1954　 whenIwasa　 researcher　 at　 the　 Institute

for　 Advanced　 Study　 at　 Princeton,　 and　 I　st川vividly　 remember　 how　 Robert

Oppenheimer,　 the　 "father　 of　 the　 atomic　 bomb,"　 was　 forced　 to　 resign　 as　 the　 director

of　 the　 Institute,　 because　 he　 opposed　 the　 production　 of　 hydrogen　 bombs.　 If　a　nuclear

war　 should　 happen　 on　 earth,　 a　 nuclear　 winter　 would　 surely　 come,　 and　 no　 human

being　 would　 survive.　 Now　 that　 the　 amount　 of　 nuclear　 weaponry　 is　 more　 than

sufficient　 to　 annihilate　 not　 only　 humans,　 but　 also　 all　 other　 species　 on　 earth　 a　dozen

times　 over,　 we　 might　 even　 say　 that　 the　 nuclear　 winter　 has　 in　 fact　 already　 begun.

In　 my　 story,　 twenty　 thousand　 years　 from　 now,　 human　 beings　 will　 become　 truly

human,　 having　 a　 new　 set　 of　 values,　 and　 will　 begin　 living　 in　 the　 forest,　 It　may　 be

hard　 to　 imagine　 suchalong　 time　 ahead,　 but　 in　 light　 of　 the　 4.5　 billion-year-long

history　 of　 the　 earth,　 twenty　 thousand　 years　 is　but　 an　 instant.　 After　 all,　 the　 half-life

of　 uranium　 238　 is　 4.5　 billion　 years,　 and　 that　 of　 plutonium　 239　 is　 24ρ00　 years .

Since　 I　myself　 coined　 the　 term　 Homo　 SdQiCRS　 sapie"s　 sαρ勧s,　 referring　 to　 the

human　 species　 living　 in　 the　 forest　 20,000　 years　 from　 now,　 I　am　 a5-aid　 it　is　not　 in　 any

dictionary　 yet.　 But　 many　 dictionaries　 do　 Gst　 such　 terms　 as　 Homo　 ja6er,　 Homo　 ludens,
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やべ り」で、このような立派な会場で、大勢の方に耳を傾けていただくのに、ふ さわ

しい内容ではありません。

私が数学の言葉で書いた論文について、あるいは、私の論文 と私が想像 もしていな

かった 「金融の現場」との関連について興味をお持ちの方々は、 どうぞ、明 日のフォ

ーラム、「確率解析から数理ファイナンスまで一20世 紀確率論の展開」 を、お聞きに

なって くださるようにお願いいたします。

2万 年後の森の 「新 しい価値観」は非常 に単純なものです。「人間らしいサ ピエンス

の森の価値は、如何 に強力な武器を持つかによって測 られるのではな く、如何に多 く

の人々が詩人であ り得るかによって測 られなければならない」 というもので、前半は

説明が要 らないと思いますが、後半は、ここでいう 「詩人」の定義が必要だと思いま

す。詩人とは、一般には、優れた想像力　(imagination)に よって普遍的な美 しさを

創造 し、それによって人々に生きる勇気を与えるような文学や音楽 をつ くりだす人の

ことですが、「彼は詩人だか ら」 と椰撤するときは、「夢想家」あるいは 「変 り者」 と

いう意味です。残念なが ら、「彼は数学者だか ら」という時の意味は、概ねこれに近 く、

「どこにいても、何をしていて も、頭の中は数学だけ」というような数学者が、周 りに

迷惑をかけた り、家族や友人の心を傷つけた りしたときに、彼 をかばっていう言葉に

なっています。私 も頻々そのようにかばって もらって生 きてきたと思います。 しかし、

先人たちの作品の美 しさに感動 し、自分の直観　Gntuiddon)　と想像Umaginadon)の

限 りを尽 くして、新 しい美 しさを付け加えようと努力 している点では、数学者 も、美

しい作品を創 りだす作家や作曲家 と同 じ意味で 「詩人」であ り得るのではないかと考

えています。

また、長いモラ トリアムをピーターパ ンとして生 きてきた若者が、自分の本当にや

りたいことを見いだし、そこに向かって歩いて行こうと決意 した時にみせる英雄的な

美 しさにも、 しばしば 「詩人」の面影がみえると思います。一見、はた迷惑な 「変 り

者」も、現代世界の価値観の境界線を彷纏う人々も、「詩人」のうちに数えられて、自

分 自身の 「詩」を楽しみなが ら生きられるような 「新 しい価値観」が、森の時間の魔

法で、2万 年後から一瞬のうちに眼前に現われるファンタジーを考えていたのです。

歴史と神話が別れる前の遥かな時代の物語が、私たちの心に懐か しさを呼び起こす

のに対 して、宇宙の果てに地球の分身が誕生する未来の物語の多 くが、心を凍らせる

ような恐怖を伴っています。その理由は、神話の中の英雄たちが、困難な戦いの歳月

の果てに、私たちに 「白鳥の歌」を残 して死んでいったのに、宇宙時代の英雄たちは、
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and　 Homo　 [aquens　 as　 other　 terms　 for　 Homosα ヵ渤s.　 Homo　 fah〃 　makes　 tools,　 Homo

ludexs　 plays,　 and　 Ho〃20　 'oquens　 has　 the　 gift　 of　 language,　 Of　 these　 de丘nitions　 of

humanity,Ihave　 been　 most　 attracted　 to　 that　 of　 Homo　 'aque飽s,　 which　 de且nes　 the

essence　 of　 humanity　 as　 that　 of　 having　 a　 language,　 In　 everyday　 conversations　 with

my　 family　 and　 friends,　 I　 often　 pay　 homage　 to　 literary　 works　 and　 musical

compositions,　 but　 of　 course　 my　 views　 and　 comments　 on　 such　 matters　 are　 those

of　 a　 non・specialist,　 not　 presentable　 to　 such　 a　 large　 audience　 in　 such　 a　 magnificent

ha11.　 What　 I　can　 say　 here　 is　 that,　 for　 mathematicians,　 mathematics　 is　 also　 a　truly

beautiful　 language　 describing　 natural　 laws　 with　 strict　 logic.

　 　 If　you　 are　 interested　 in　 my　 mathematical　 papers,　 or　 in　 the　 relationship　 between

my　 theory　 and　 its　 real　 world　 applications,Iinvite　 you　 to　 the　 forum　 to　 be　 held

tomorrow.　 Although　 I　had　 never　 expected　 that　 my　 theory　 would　 be　 applied　 to

financial　 operations,　 1eading　 scientists　 will　 give　 lectures　 on　 the　 "Development　 of

Probability　 Theory　 in　 the　 20th　 Century-From　 Stochasdc　 Analysis　 to　 Mathematical

Finance."

　 　 The　 forest　 people　 in　 my　 story　 have　 a　new　 and　 simple　 set　 of　 values:　 they

believe　 that　 the　 value　 of　sapiens,　 or　 true　 wisdom,　 must　 be　 measured　 by　 the　 number

of　 poets,　 rather　 than　 the　 number　 of　 weaponsＬt　 is　 perhaps　 clear　 why　 they　 do　 not

evaluate　 wisdom　 on　 the　 basis　 of　 military　 poweL　 But　 why　 poetsP　 Inspired　 by　 their

superb　 imag三nations,　 poets　 create　 eternal　 beauty　 in　 the　 form　 of　 music　 or　 literary

works,　 thereby　 encouraging　 and　 inspiring　 others,　 I　believe　 that　 mathematicians

are　 also　 true　 poets　 just　 like　 novelists　 and　 musical　 composers,　 because　 inspired　 by

the　 beauty　 of　 previous　 works,　 they　 also　 try　 to　 create　 new　 beauty　 by　 exploiting　 ther

intuition　 and　 imagination.　 I　think　 you　 will　 agree　 with　 me　 that　 when　 we　 say　 "he　 s

a　 poet,"　 this　 statement　 often　 implies　 "he　 is　 a　 strange　 person,"　 or　 even　 "he　 s

eccentric."　 To　 my　 regret,　 when　 someone　 says　 "he　 is　 a　 mathematician,"　 this　 also

implies　 "he　 lacks　 common　 sense."　 The　 statement　 is　 often　 used　 to　 pardon　 a

mathematician　 whose　 mind　 is　 solely　 devoted　 to　 mathematical　 ideas,　 and　 who　 has

caused　 trouble　 or　 hurt　 other　 people's　 feelings.　 As　 a　mathematician,　 I　am　 afraid　 I

am　 no　 exception,　 and　 I　am　 gratefUI　 that　 many　 people　 have　 pardoned　 my　 mistakes

and　 lack　 of　 common　 sense　 in　 my　 lifetime.

　 　 　 In　 the　 category　 of　 poets,　 I　would　 also　 like　 to　 include　 young　 people　 who　 have

lived　 as　 Peter　 Pans　 for　 many　 years,　 wanderhlg　 around　 without　 aspirations　 and　 goals,

but　 who,　 after　 a　long　 moratorium,　 have　 finally　 decided　 to　 do　 something　 with　 their

lives.　 When　 they　 have　 made　 their　 decision,　 I　often　 find　 the　 same　 sort　 of　 dignity
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時間と引力のすきまからこぼれ落ち、人々の記憶か らも永遠に消えて行くことが、暗

示されているか らだと思います。ともあれ、小学校時代の私は、歴史と漢文の教師で、郷

土史2巻 の著者で もあった父の語る神話の世界に住んでいました。

私の生まれ故郷は三重県ですが、それは日本の歴史 と神話が別れるあた り、西暦5

世紀の頃、一人の不幸な皇子が、15年 間の休みない戦いの旅の果てに、今も歌い継が

れる詩を残 して息絶 えた丘陵があ り、望郷の思いを歌 う皇子の足が疲労と病で三重に

折れ曲がっていたということが、三重県とい う地名の由来 となっているところです。

命尽 きるや白鳥 となって大空高く飛び去った皇子の陵には、皇子の衣服だけが葬られ

たのですが、それは私が小中学校時代を過ご した海辺の町か ら鈴鹿川を遡った辺 りの

山裾で、現在サーキ ットを中心に大規模な遊園地がある辺 りだと思います。遠足に来

た自分たち以外には全 く人影のなかった池の畔や神社の森が、今どうなっているのか、

見に行 く勇気があ りません。

この皇子は九州か ら東北に到る広い地域で、華 々しい活躍をして、その活躍ぶ りが

各地の地名に残っているのですが、私の故郷では勇 ましい働 きは何もしていないので

す。東の国へ旅立つ前には、「山野を駆ける玲羊のような足 と、空を翔ぶ雲のような

心」をもっていた皇子は、木曽川 と長良川が伊勢湾に注 ぐあた りの松林で食事をした後、

大事な太刀を置き忘れてしまいます。何年か経って、重い足 と重い心を引きずって戻

って きた皇子が、松の木に立て掛けてある太刀 を見つけて歌った詩歌が、伊勢の民謡

として残っています。皇子はこの松の木に 「私の懐か しい兄上」 と呼びかけています

が、皇子が少年時代に兄を殺 していることを考え合わせて、皇子の心の痛ましさを思

わずにはいられ ません。

第2次 世界大戦が終わった時、戦地か ら還 った兵士たちの語る 「還らざる人」の最

後の姿は、あらゆる意味で不幸な伝説の皇子 と重なっていました。「還 らざる人」の足

は、皇子と同じように 「三重に曲が り、餅のように腫れて」あるいは凍傷にかかって、

もう一歩も歩けなかったのです。それは遠足の小学生が遊ぶ故郷の森ではな く、降 り

続 く雨にぬかるむ熱帯の森であ り、零下40度 の針葉樹の森で したが、「父の名のもとに

出征 し、父の祈 り空 しく異国の丘にたおれ、望郷の思いを友に託して死んでいった兵

士」の姿 という意味で、私は、郷里の歴 史か ら神話の中に歩み去った 「父と子」の再

臨を見たのです。

「父」の意味の重さ、超越的な力をもつ 「神」の同義語、と同時に、人間を見守る眼

差 しをもつ慈悲深い父、その どれ もがキリス ト教世界と共通であ り、 日本独特 という
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in　 their　 countenance　 as　 I五nd　 in　 that　 ofapoet,　 In　 my　 story　 of　 20,000　 years　 from

now,　 1　1et　 these　 young　 people　 and　 seemingly　 strange　 troublemakers　 enjoy　 their

poetic　 lives.　 In　 twenty　 thousand　 years,　 everyone　 will　 suddenly　 become　 aware　 of

the　 value　 of　 such　 poets　 by　 the　 magic　 wand　 of　 the　 time　 of　 the　 forest.

　 　 While　 stories　 of　 prehistoric　 eras,　 when　 history　 was　 not　 separated　 from

mythology,　 stimulate　 nostalgic　 feelings　 in　 our　 minds,　 many　 futuristic　 stories　 that

take　 place　 somewhere　 at　 the　 margins　 of　 the皿iverse　 seem　 to　 chill　 our　 hearts.　 I

believe　 that　 ancient　 stories　 soften　 our　 hearts　 because　 many　 mythological　 heroes,

after　 long　 and　 severe　 battles,　 1eft　 us　 beauti血11　 farewell　 poems　 or　 swan　 songs　 at　their

deaths.　 On　 the　 other　 hand,　 many　 futuristic　 stories　 are　 frightening　 because　 the

heroes　 of　 the　 space　 age　 are　 destined　 to　 fall　 into　 the　 crevasses　 of　 time　 and　 gravity,

and　 seem　 to　 be　 destined　 to　 be　 forgotten　 forever,　 Asayoung　 boy,Iwas　 happily

living　 in　 the　 world　 of　 Japanese　 mythology　 that　 was　 often　 narrated　 to　 me　 by　 my

father,　 who　 taught　 history　 and　 Classical　 Chinese　 literature　 in　 high　 school　 and　 who

also　 compiled　 two　 volumes　 on　 the　 local　 history　 of　 Mie.

　 　 Near　 my　 hometown　 in　 Mie　 Prefecture,　 there　 is　 a　 hi11,　 where,　 according　 to

the　 Kojdkiσegendary　 history　 of　 Japan　 compiled　 in　 the　 8th　 century),　 a　 tragic　 prince

died　 after　 a　long　 series　 of　 battles　 lasting　 over　 15　 years.　 Standing　 on　 the　 hill,　 looking

toward　 his　 far・away　 homeland　 beyond　 the　 mountains,　 he　 composed　 four　 wel1・known

poems　 and　 breathed　 his　 last　 breath,　 when　 abig　 swan,　 his　 departed　 soul,　 soared

high　 into　 the　 sky.　 According　 to　 the　 legend,　 fatigue　 and　 illness　 made　 the　 prince's

lower　 limbs　 become　 crooked　 and　 three・fold,　 hence　 the　 place　 name　 Mie,　 which

literally　 means　 three-fold.　 The　 hill　 is　at　 the　 foot　 of　 the　 Suzuka　 mountains,　 not　 far

from　 a　 seaside　 town　 where　 I　spent　 my　 elementary　 and　 secondary　 school　 days.　 We

would　 visit　 that　 hill　 on　 school　 excursions,　 and　 I　still　recall　 seeing　 a　 calm　 pond,　 a

thick　 grove,　 andasmall　 shrine,　 It　wasavery　 quiet　 place,　 andInever　 saw　 people

there　 except　 for　 us　 school　 children.　 I　understand　 that　 the　 Suzuka　 Circuit

(Amusement　 Park)　 was　 constructed　 near　 the　 hill,　 andIdare　 not　 go　 and　 see　 what

the　 hill　 is　 like　 now.

　 　 　 The　 prince　 isahero　 in　 Japanese　 legendary　 history　 around　 the　 5th　 century.

A　 brave　 warrior,　 he　 won　 many　 battles　 in　 many　 lands,　 from　 Kyushu　 in　 the　 South

to　 Tohoku　 in　 the　 North.　 With　 "1egs　 like　 an　 antelope,　 running　 in　 the　 fields　 and

mountains,　 and　 a　 heart　 like　 a　 cloud　 floating　 high　 in　 the　 sky,"　 the　 prince　 is

remembered　 asagreat　 hero　 in　 all　other　 places　 in　Japan,　 but　 he　 left　 no　 heroic　 deeds

worth　 remembering　 in　 Mie.　 One　 day,　 the　 prince　 stopped　 to　 eat　 at　 the　 shore　 of
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訳ではあ りません。1940年 代の前半、私たちは誰 もがそのような 「大いなる父の名の

もとに出征すべ き子」として生きていました。一方で私は一人の若い父親で もあ りま

した。肺の レントゲン写真に発見された大 きな影のために、徴兵検査から即 日帰宅 し

た私は、戦時中の東京で子供を失いました。空襲でではな く、百 日咳 にかかった生後

4ヵ 月の次女が病院で亡 くなったという個人的体験によって、私は、苦 しむ子供 を前

にした父の無力 さ、父の祈 りの空 しさを知 り、自分を見失 う日々を過 ごしました。1942

年2月 のことでした。

それから10年以上経った1950年 代の 日本で、外国の友人が駅で大事なカバ ンを置き

忘れて、数時間後に取 りにいったら、ちゃんと元のところにあった、周囲にいた貧し

い身な りの人々から 「遺失物係に預けると、かえって厄介になるか ら、自分たちが交

替で見ていた」等と聞かされて感激 しているのに対 して、私は「日本では当た り前だ。5

世紀頃の皇子が松の木陰に忘れた太刀が数年後に同 じ所で見つかった話があるし、そ

の松の木は今 も私の生まれた町の近 くに残っている」などと、誇 らしげに語ったもの

で した。

私は、神話の時代の物語の中で子供時代を過ごし、今世紀の戦争の時代の恐 怖と困

窮を体験 した者の一人として、如何なる時代の、如何なる名の もとに行 なわれる戦争

にも反対 しなければならないと思っています。地球の歴史上多 くの戦争がそれぞれの

時代の 「神」の名において行なわれてきました。「神」は、時に 「正劇 や 「民主主

義」 と名を変えて現われましたが、戦争の悲惨さは拡大 し、人々の祈 りは無力だった

と思います。そして私は、戦後1950年 代のアメリカで、物質的豊か さと精神的豊かさ

の恵み を体験 し、その後の研究の多 くを外国の友人たちに負っている者の一人として

も、地球 と人類の上に 「核の冬」が来ないことを祈 らずにはい られ ません。

私が名古屋 の高等学校(旧 制八高)を 卒えて、東京帝国大学の理学部数学科に入学

したのは、1935年 の4月 で した。上京するとき、名古屋駅で見送って くれた友人が、

「この主人公は君に似ていると思うんだ。汽車の中で読んでみないか」と言って、漱石

の 『三四郎』 をくれました。当時、名古屋東京間は 「特急つばめ号」で5時 間半かか

りましたので、車中で読み終えましたが、三四郎が熊本か ら上京 した1908年 の9月 か

ら、26年 余 りも後に、東京駅に着いた私は、友人の期待 どお りのカルチャー ・ショッ

クを受けたのです。続いて、大学構内の池の畔で束の間の安 らぎを見出だす ところも、

友人の想像通 りでしたが、その後は全 く違っていました。三四郎 より私の方が遥かに

幸せだった と思います。私はここで生涯の恩師と生涯の伴侶にめ ぐりあったのですか ら。
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Ise　 Bay,　 where　 the　 rivers　 Kiso　 and　 Nagara　 merge　 and　 flow　 into　 the　 sea.　 When　 he

left　 the　 shore,　 he　 forgot　 his　 sword　 underapine　 tree.　 Several　 years　 later,　 his　 mind

and　 body　 exhausted,　 he　 returned　 and　 found　 his　 sword　 leaning　 against　 the　 pine　 tree.

He　 sang　 a　song　 of　 joy,　 which　 becamea　 popular　 Ise　 folk　 song.　 In　 this　 song,　 the

prince　 calls　 the　 pine　 tree　 "my　 elder　 brother,"　 projecting　 his　 nostalgia　 for　 his　 elder

brother　 into　 the　 pine　 tree.　 WheneverIthink　 of　 this　 part　 of　 the　 ancient　 story,I

cannot　 but　 feel　 great　 sympathy　 for　 the　 prince,　 imagining　 how　 terrible　 and　 regre血1

he　 felt　 for　 having　 killed　 his　 elder　 brother　 when　 he　 was　 a　yo皿g　 boy.

A丘er　 the　 end　 of　 World　 War　 II,　many　 soldiers　 returned　 home　 and　 told　 us　 how

their　 friends　 had　 died　 in　 remote　 battle丘elds,　 Their　 descriptions　 of　 their　 dead飼ends

brought　 to　 my　 mind　 the　 ancient　 prince-modern　 soldiers　 also　 had　 crooked　 and

three-fold　 lower　 limbs,　 frostbitten　 or　 swollen　 just　 like　 a　baked　 rice　 cake.　 Although

modern　 soldiers　 did　 not　 die　 in　 the　 forest　 in　 Mie,　 their　 deaths　 were　 very　 similar

to　 that　 of　 the　 legendary　 prince.　 The　 prince　 left　 his　 homeland　 to　 conquer　 other

countries　 in　 the　 name　 of　 his　 father,　 the　 emperor.　 Despite　 the　 father's　 earnest

prayers,　 the　 son　 fell　 ill　inaland　 far　 away　 from　 his　 home,　 and　 died　 homesick.　 Just

like　 the　 prince,　 modern　 soldiers　 died　 homesick　 in　 an　 unknown　 land,　 some　 drenched

in　 ther瓠n　 in　 a　 tropical　 forest,　 others　 frozen　 in　 an　 icy　 conifer　 forest.　 Hearing　 about

the　 last　 moments　 of　 many　 soldiers,　 I　realized　 that　 they　 had　 the　 same　 father-son

relationship　 that　 the　 legendary　 prince　 had　 to　 his　 father.　 To　 both　 the　 modern　 soldier

and　 the　 legendary　 prince,　 the　 "father"　 was　 a　"god,"　 a　 supreme　 commander　 who

loved　 his　 "son"-of　 course,　 such　 a　supreme　 father丘gure　 is　not　 unique　 to　 Japanese

thought,　 but　 can　 be　 found　 in　 Chrisfianity　 as　 well　 as　 in　 other　 religions　 of　 the　 world.

　 　 Talking　 of　 paternal　 love　 also　 reminds　 me　 of　 my　 personal　 experience　 as　 a

young　 father.　 During　 World　 War　 II,　I　was　 exempted　 from　 military　 conscription

because　 an　 )Gray　 examination　 indicated　 that　 I　was　 suffering　 from　 tuberculosis.　 A丘er

I　returned　 from　 the　 physical　 examination,　 my　 second　 daughter,　 who　 was　 only　 four

months　 old,　 died　 in　 a　hospital　 in　 Tokyo,　 from　 whooping　 cough.　 At　 her　 bedside,　 I　felt

so　 helpless,　 realizing　 how　 futile　 all　 my　 prayers　 had　 been.　 I　was　 26　 years　 old　 at

the　 time,　 and　 her　 death　 left　 me　 deeply　 depressed　 for　 a　while.　 It　was　 in　 February

1942,

　 　 Ten　 years　 later,　 a　friend　 of　 mine　 from　 abroad　 told　 me　 a　story　 about　 forgetting

his　 briefcase　 at　 a　train　 stadon.　 This　 is　what　 he　 told　 me,　 When　 he　 remembered　 about

the　 briefcase　 a　few　 hours　 later,　 he　 went　 back　 to　 the　 station.　 To　 his　 surprise,　 he

found　 the　 briefcase　 exactly　 where　 he　 had　 lefr　 it.　He　 saw　 several　 shabbily-dressed
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当時の数学科の先生は、高木貞治先生、中川鐙吉先生、竹内端三先生、末綱恕一先

生、辻正次先生、掛谷宗一先生、そして弥永昌吉先生で した。私が大学に入ったのは

1935年 ですが、1936年 には2・26事 件、1937年 には蔵溝橋事件があり、日本は第2次

大戦への道を歩 き始めていました。そんな時代で したが、大学の中は別世界で した。

弥生門の近 くの建物の3階 に数学科の部屋があって、石田さんという年配の用務員さ

んが暖炉にいつ もお湯を沸かしていて、学生は好 きな時にお茶の用意をしてもらって

いました。

よく、どうして確率論を選んだのかと聞かれます。実は、高等学校時代の私は力学

に興味を持っていたのです。八高の力学の授業で、落体や放物体の運動の講義を聞いて、

自然現象が数学的に明快に説明されることに興味を持ち、遊星の運動に関するケプラ

ーの法則が、ニュー トンの力学原理 と万有引力の法則 をもとに運動方程式をたてて導

かれるという話に感銘を受けましたので、大学では力学を勉強したいと思っていました。

大学に入って、自分の まわ りで展開される活発な議論に刺激 されつつ、純粋数学に

内在する結晶のような構造美に魅了されました。同時に、多 くの数学的概念の根拠が

自然現象の力学の中にあることも分かってきました。「大数の法則」といって非常にラ

ンダムにみえる現象の中にも法則が見いだせるという、新 しいタイプの法則のことを

知 り、そ うい う知識が統計力学に必 要だと思い ましたので、ベルヌー イ　(Jakob

BernouUi)　 の大数の法則や、 ド・モアブル(de　Moivre)の 中心極限定理などを、フ

ランスの本を読んで勉強 し、当時の私な りに理解 しました。私は高等学校の第1外 国

語は ドイツ語でしたので、 フランス語は大学1年 の夏休みに日仏学院に3週 間通った

だけでしたが、数学の言葉は世界共通ですから、後には、全 く独学のロシア語 も、数

学の本に限って読めるようになりました。

こうして私は、統計力学か ら次第に確率論に近づいていったのですが、その頃の 日

本には、確率論を専門に研究 している数学者は誰 もいなか ったばか りか、私自身 も

「確率論 が厳密な意味で数学 と言えるか どうか」という疑問を持っていたのです。そん

な私が、最初の興味につなが る一筋の道を歩みつづけ、この分野の発展に何 らかの貢

献をすることができたのは、恩師弥永昌吉先生か らいただいた温かい励ましのお蔭に

ほかな りません。弥永先生はご専門の整数論のみならず、数学全般にわたって広い視

野 と先見の明を持ってお られました。セ ミナーの一学生だった私が、三四郎池の水面

をみつめて考え込んでいた日から、今 日まで60年 の長きに亘って、先生は常に私の前

を歩いてお られ、90歳 を越えてなお嬰鎌 として、時折 り、足下がふらつき始めた私を
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Japanese　 people　 watching　 over　 it.　They　 said　 that　 they　 were　 keeping　 an　 eye　 on　 the

briefcase,　 because　 they　 thought　 this　 would　 help　 the　 owner　 more　 than　 taking　 it　to

the　 lost-and-found.　 To　 my　 friend,　 who　 was　 very　 impressed　 by　 this　 kind　 deed,　 I

proudly　 said:　 ``That　 is　not　 surprising　 at　a11.　In　 Japan,　 there　 isalegend　 abouta　 sword

thataprince　 lefr　 underapine　 tree　 in　 the　 5th　 century.　 The　 sword　 was　 s611　 there

when　 he　 returned　 several　 years　 later.　 The　 pine　 tree　 is　 still　 standing　 in　 the　 town

where　 [　was　 born,　 and　 local　 people　 still　 believe　 in　 this　 folklore."

　 　 So,　 I　spent　 most　 of　 my　 childhood　 days　 listening　 to　 Japanese　 myths　 and

legends.　 In　 my　 twenties,　 I　experienced　 the　 menace　 and　 misery　 of　 the　 war.　 These

early　 experiences　 led　 me　 to　 believe　 that　 I　must　 oppose　 any　 war,　 under　 any　 claim

of　 right.　 Throughout　 human　 history,　 many　 wars　 were　 fought　 in　 the　 name　 of　 god

and　 other　 divinities,　 and　 in　 the　 modern　 age,　 war　 slogans　 instead　 used　 the　 name

of　 "justice"　 or　 "democracy."　 Whatever　 [he　 claim　 of　 right,　 wars　 have　 become

increasingly　 crue1,　 and　 people's　 prayers　 have　 always　 proved　 futile.　 During　 the　 1950s,

when　 I　was　 in　 the　 United　 States　 enjoying　 the　 intellectual　 life　 and　 material　 prosperity

of　 American　 society,　 I　 made　 many　 international　 friends,　 who　 helped　 me

tremendously　 with　 my　 later　 research.　 Given　 my　 background,　 I　can　 only　 pray　 that

there　 will　 be　 no　 "nuclear　 winter."

　 　 In　 Apri1　 1935,　 upon　 graduation　 from　 high　 school　 in　 Nagoya,　 I　entered　 the

Mathematics　 Department　 in　 the　 Faculty　 of　 Science　 at　 the　 lmperial　 University　 of

Tokyo　 (now　 the　 University　 of　 Tokyo).　 As　 I　was　 leaving　 for　 Tokyo,　 a　friend　 of　 mine

handed　 me　 the　 novel　 Sanshiro　 by　 Soseki　 Natsume,　 saying　 that　 the　 main　 character

of　 the　 novel　 had　 a　life　 story　 similar　 to　 mineＬn　 those　 days,　 it　took　 5%　 hours　 from

Nagoya　 to　 Tokyo　 by　 the　 super　 express　 train,　 which　 was　 more　 than　 sufficient　 to

finish　 the　 nove1.　 The　 hero,　 Sanshiro,　 went　 to　 Tokyo　 from　 his　 hometown　 in

Kumamoto　 Prefecture　 on　 the　 island　 of　 Kyushu　 in　 September　 1908.　 I　went　 to　 Tokyo

26　 years　 later,　 butIfelt　 the　 same　 culture　 shock　 as　 Sanshiro,　 and　 also　 tried　 to

soothe　 my　 exhausted　 m面dby　 the　 pond　 on　 campus,　 just　 as　 he　 did　 in　 the　 nove1,　 This

pond　 is　now　 called　 Sanshiro　 Pond.　 I　believe　 that　 the　 friend　 who　 gave　 me　 the　 book

also　 imagined　 that　 I　would　 encounter　 various　 troubles　 in　 an　 unknown　 place.

However,　 I　must　 say　 that　 I　was　 much　 more　 fortunate　 than　 Sanshiro　 because　 Tokyo

was　 where　 I　met　 my　 lifelong　 mentors　 and　 my　 lifelong　 partner.

　 　 The　 faculty　 of　 the　 Mathematics　 Department　 at　 the　 time　 included　 Professors

Takagi,　 Nakagawa,　 Takeuchi,　 Suets皿a,　 Tsuji,　 Kakeya,　 and　 Iyanaga.　 In　 1936,　 0ne

year　 afterIentered　 the　 university,　 we　 experienced　 the　 February　 26th　 Incident　 (a
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気遣って下さる余裕 を見せつつ、颯爽とした歩みを続けておられます。

大学 を卒業 した1938年 から、名古屋大学に助教授の職を得る1943年 までの5年 間、

私は内閣統計局に勤めていました。大学卒業 と同時に結婚 した私は、翌年には一児の

父とな り、アカデ ミズムに安住することは考えられませんでした。 しか し、それは数

学の研究を始め ようとしていた私にとって大きい意味をもつ5年 間で した。

先に述べましたように、一見無秩序に見える現象の中に、統計的法則があるという

事実に、学生時代から心を惹かれていて、これを解明する数学が確率論であると漠然

と感 じていました。それで大学の3年 頃から確率論に関する論文や著書を少 しずつ読

んでいるうちに、次第に統計的法則の数学的本質が よく分かるようになって きました。

ただこれ らの研究 には、確率変数という基本概念について、直観的説明があるだけで、

明確な定義が与 えられていないので、土台が欠けているように感 じました。

厳密 な定義 をもとにして数学体系をつ くるというのは、現在では当然の ことと考え

られてい ますが、これが数学の全分野に行き亘ったのは、比較的新 しいことで、微分

積分学で も、19世 紀末に実数の厳密な定義が与えられ、始めて現代的な数学体系 とい

えるようになったのです。私は幸いに、八高で3年 間薫陶を受けた近藤鉦太郎先生や、

東大の1年 のとき名講義に接 して忘れられない感銘を受けた高木貞治先生から、この

体系の微分積分学の講義を聞 くことができましたが、当時見ることので きた確率論の

論文や著書は、こうした現代数学の立場で書かれていませんで した。微分積分学に比

べて19世 紀的叙述 だったのです。

確率論の基礎概念である確率変数を如何に定義すべ きかについて、いろいろ思い悩

んでいるうちに、ロシアの数学者コルモゴロフ　(A.N.Kolmogorov)の 『確率論の基

礎概念』 を読んだのは、大学を卒業 して内閣統計局に就職 したばか りの頃で した。こ

れこそ自分の求めるものとの思いで、・一気に読み通 しました。それはコルモゴロフが

1933年 に ドイツ語で書いた"Grundbegriffe　 der　Wahrsheinlichkeitsrechnung"と い

う本ですが、確率変数を確率空間上の関数として定義 し、測度論の言葉で確率論を体

系化 しようという試みです。この立場に立ったとき、今まで朦朧 としていたものが、

霧が晴れるように明らかにな り、これで確率論 が現代数学の一分野 といえると確信 し

たのです。

こうして私の中で確率論の基礎は固まったのですが、次はその内容にも問題があ り

ました。当時の研究の大部分は、統計法則の数学的解明を念頭において、独立確率変

数列の行動を調べるというもので した。微分積分学でいえば、級数論に相当する部分
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failed　 military　 coup　 d'etat　 in　 Tokyo　 in　 which　 several　 political　 figures　 were　 killed),

followed　 in　 1937　 by　 the　 Marco　 Polo　 Bridge　 Incident　 (a　 clash　 between　 Japanese　 and

Chinese　 troops　 tdggedng　 the　 Sino-Japanese　 War　 of　 1937-1945),　 1eading　 into　 World

War　 II.　On　 campus,　 however,　 we　 were　 allowed　 to　 devote　 ourselves　 to　 our　 studies

and　 research　 in　 a　 quiet　 environment.　 There　 was　 a　 room　 for　 students　 of　 the

Mathematics　 Department　 on　 the　 third　 floor　 of　 a　building　 near　 the　 Yayoi　 Gate,　 Mr,

Ishida,　 an　 elderly　 janitor,　 always　 had　 boiling　 water　 on　 the　 stove,　 so　 that　 he　 could

serve　 us　 tea　 whenever　 we　 wanted.

　 　 I　am　 often　 asked　 how　 I　became　 interested　 in　 probability　 theory.　 During　 my

high　 school　 days,　 I　was　 actually　 interested　 in　 mechanics　 and　 hl　 fact　 wanted　 to　 study

m㏄hanics　 at　 the　 university.正was　 fascinated　 by　 the　 lectures　 on　 free　 fall　 and　 motion

in　 a　parabolic　 curve　 in　 the　 basic　 mechanics　 course　 in　 high　 schoo1,　 and　 was　 keenly

interested　 in　 mathematical　 descriptions　 of　 natural　 phenomena.　 I　leaned　 [ha[　 Kepler's

laws　 of　 planetary　 motion　 were　 deduced　 by　 solving　 the　 equation　 of　 motion,　 based

on　 Newton's　 principles　 of　 mechanics　 and　 his　 law　 of　 universal　 gravitation.

　 　 At　 the　 university,　 I　was　 stimulated　 by　 lively　 discussions,　 and　 was　 fascinated

by　 the　 crystal・1ike　 structural　 beauty　 of　 pure　 mathematics.　 I　began　 to　 understand　 that

many　 mathematical　 concepts　 have　 their　 grounds　 in　 the　 mechanics　 of　 naturaI

phenomena,　 and　 learned　 that　 there　 was　 a　 new　 type　 of　 law　 called　 "1aw　 of　 large

numbers,"　 which　 deals　 with　 seemingly　 random　 phenomena,　 I　thought　 that

㎞owledge　 of　 such　 laws　 might　 help　 my　 studies　 of　 statistical　 mechanics,　 and　 began

reading　 books　 on　 the　 law　 of　 large　 numbers　 by　 Jakob　 Bernoulli　 and　 the　 central　 limit

theorem　 of　 de　 Moivre.　 I　had　 learned　 German　 and　 English　 in　 high　 school,　 and

during　 the　 first　 summer　 vacation　 at　 the　 university　 I　took　 a　 three・week　 intensive

French　 course　 at　a　private　 language　 institute,　 and　 later　 taught　 myself　 Russian,　 These

short　 periods　 of　 study　 enabled　 me　 to　 read　 mathematical　 books　 in　 French　 and

Russian.　 I　was　 able　 to　 do　 this　 without　 lengthy　 language　 studies　 because　 the

language　 of　 mathematics　 itself　 is　 universal,

　 　 This　 was　 how　 I　gradually　 approached　 probability　 theory　 from　 statistical

mechanics.　 At　 that　 time,　 there　 were　 no　 mathematicians　 in　 Japan　 specializing　 in

probability　 theory.　 I　felt　 quite　 isolated,　 and　 furthermore　 I　was　 doubtful　 whether

probability　 theory　 was　 an　 authentic　 mathematical　 field.　 It　was　 my　 mentor,　 Professor

Sh6kichi　 Iyanaga,　 who　 encouraged　 me　 to　 specialize　 in　 probability　 theory.　 He

stimulated　 my　 initial　 interest　 in　 this　 field,　 andIwould　 not　 have　 been　 able　 to

contribute　 to　 the　 development　 of　 probability　 theory　 had　 it　not　 been　 for　 his　 support
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です。勿論それよ りは難 しく、 また内容 も豊かではありましたが、数学の他の分野に

較べると貧弱に思われ、この研究 に打 ち込むという気が起 こりませんでした。

確率論の内容に改めて直観的な興味を覚えたのは、フランスの数学者、ポール ・レ

ヴィ　 (Paul　Levy)　 が、1937年 に発表 した 『独立確率変数の和の理論』　(Theoriede

1'addition　des　variables　aleatoires)　を読んだ時です。これは、微分積分学の関数に

対応する確率論的概念としての確率過程の研究において、大きい第一歩を踏み出 した

もので、私はこの中に新 しい確率論の本質を見いだし、そこに見える一筋の光の中を

歩いて行こうと思ったのです。1938年 の秋も終わ りに近い11月 、今からちょうど60年

前のことで した。

私は、 レヴィの理論における確率過程の見本関数の中に、数学理論の名にふさわ し

い美しい構造を見いだしただけでなく、ウィーナー過程、ポアソン過程、独立増分過

程などの確率過程をここで学 びました。そ して私は特 に、この本の核をなす独立増分

過程の分解定理に興味をもちました。しか し、多 くの開拓者の仕事がそうであるように、

レヴィの記述は直観的な把握 にもとつ く部分が多く、その議論の展開を追うことが非

常に困難でした。幸いに、アメリカの数学者 ドゥーブ(J.L.D∞b)が1937年 に発表 し

た確率過程の論文で、「正則化」　(regularization)　 とい う概念に接 した私は、これに

よって、あいまいな点 を明確にできるのではないかと考えました。

私は、レヴィの議論 を ドゥーブの視点か ら眺め、ポアソン彷そ皇測度を導入すること

によって、分解定理におけるレヴィの考え方を、根底か ら理解できる、呪快な記述 に

書きかえるとい う初期の 目的を達することができました。 これが現在、確率論の分野

で 「レヴ ィ・伊藤の定理」 と呼ばれている定理に関わる、私の最初の論文で した。そ

れは、1941年8月1日 に受理され、1942年 のJapanese　 Journal　of　Mathematicsに

発表 された博士論文で もありますが、私がそれによって東京帝国大学か ら博士号 を授

与されたのは、論文の提 出から4年 あまりも後の1945年10月3日 、終戦後初めての秋

の 日差 しが一面の焼 け跡に落ちている日でした。

私は、数学の歴史に名を刻 まれた、キラ星のような恩師や友人に恵まれていましたが、

確率論は当時ポピュラーな分野ではありませんで したし、時代は、誰 もが 「あの不幸

な時代」と呼ぶ戦時中で した。そ して私が唯一 日本語で発表した論文、「マルコフ過程

を定める微分方程式」については、最近よく論文発表当時の反響を尋ね られ ますが、

私の知るか ぎり、当時この論文を読んで興味を持った研究者は、たった一人で した。

私が1942年 にこの論文を発表 したのは、若い数学者たちがアイデ ィアを交換 し合 う
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and　 kind　 encouragement　 throughout　 these　 years.　 Although　 Professor　 Iyanaga

specializes　 in　 the　 theory　 of　 numbers,　 he　 has　 a　 broad　 perspective　 and　 foresight

into　 various　 other　 mathematical　 fields,　 sixty　 years　 have　 passed　 since　 my　 student

days,　 when　 I　was　 grappling　 with　 various　 mathematical　 issues　 while　 watching　 the

surface　 of　 Sanshiro　 Pond　 on　 campus.　 Professor　 Iyanaga,　 now　 over　 90　 years　 old,

still　 guides　 me,　 sometimes　 even　 showing　 his　 concern　 for　 my　 unsteady　 gait,

　 　 In　 1938,　 upon　 graduation　 from　 the　 university,　 I　joined　 the　 Statistics　 Bureau

of　 the　 Cabinet.　 Secretariat,　 where　 I　worked　 for　 five　 years　 until　 I　became　 associate

professor　 at　 Nagoya　 Imperial　 University.　 Since　 I　had　 gotten　 married　 as　 soon　 as　 [

graduated　 from　 the　 university　 and　 my　 first　 daughter　 was　 born　 the　 following　 year,

I　could　 not　 remain　 at　 the　 university　 to　 devote　 myself　 to　 academic　 research.　 I　was,

however,　 determined　 to　 continue　 studying　 mathematics,　 and　 my　 five　 years　 at　 the

Statistics　 Bureau　 were　 very　 crucial　 in　 developing　 my　 career.

　 　 　 Ever　 since　 I　was　 a　 student,　 Ihave　 been　 attracted　 to　 the　 fact　 that　 statistical

laws　 reside　 in　 seemingly　 random　 phenomena,　 Knowing　 that　 probability　 theory　 was

a　 means　 of　 describing　 such　 phenomena,　 I　began　 reading　 papers　 and　 books　 on

probability　 theory　 during　 my　 third　 year　 at　 the　 university.　 Gradually,　 I　understood

that　 statistical　 laws　 partake　 of　 mathematical　 essence,　 but　 I　was　 not　 satisfied　 with

the　 contemporary　 papers　 on　 probability　 theory,　 since　 they　 did　 not　 clearly　 define

the　 random　 variable,　 the　 basic　 element　 of　 probability　 theory.

　 　 Although　 it　is　 now　 taken　 for　 granted　 that　 mathematical　 systems　 should　 be

built　 on　 strict　 definitions　 of　 each　 element,　 this　 was　 not　 common　 throughout　 the　 field

until　 fairly　 recently.　 Differential　 and　 integral　 calculus,　 for　 instance,　 had　 developed

into　 an　 authentic　 mathematical　 system　 at　 the　 end　 of　 the　 19th　 century,　 when　 a　clear

definition　 of　 the　 real　 number　 concept　 was　 formulated,　 Fortunately,　 I　was　 able　 to

study　 differential　 and　 integral　 calculus　 as　 an　 authentic　 mathematical　 system,　 and

hear廿1e　 wonderful　 lectures　 by　 Professors　 Kondo　 and　 Takagi.　 However,　 papers　 and

works　 on　 probability　 theory　 at　 the　 time　 used　 intuitive　 descriptions　 just　 like　 19th

century　 calculus.

　 　 　 Soon　 after　 loining　 the　 Statistics　 Bureau　 of　 the　 Cabinet　 Secretariat,　 when　 I　was

still　grappling　 with　 the　 question　 of　 how　 to　 define　 the　 random　 variable　 in　 probabnity

theory,　 I　found　 a　book　 written　 by　 the　 Russian　 mathematician　 Kolmogorov.　 Realizing

that　 this　 was　 exactly　 whatIhad　 been　 looking　 for,　 Iread　 through　 the　 book　 in　 one

sitting.　 In　 Grund6egrijje　 der　 Wahrsheix〃chkeitsrechnung　 (Basic　 Concepts　 of

Probability　 Theory),　 written　 in　 German　 in　 1933,　 Kolmogorov　 attempted　 to　 de丘ne
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のを助けるために、大阪大学が発行 していた 「全国紙上数学談話会誌」 という謄写版

刷 りのジャーナルで した。謄写版 という言葉を懐か しく思われる方が、この会場にも

何人かはおられることを期待 しつつ、簡単にお話します と、私のこの論文を、第2次

大戦で徴兵 された兵舎の中で読んだことを、その人自身か ら告げられたのは、終戦後

のことで した。その人、丸山儀四郎 さんと私の2人 だけが、当時の 日本で、この問題

に関心を持つ確率論研究者だったのだと思います。丸山さんは、1942年 に兵舎で読ん

だ私の論文をもとに、独 自の考えを加えて発展 させた論文を、1955年 にイタリアのパ

レルモ大学の紀要で発表され、この論文のことを丸山さんから聞いて興味を持ってい

た私は、プリンス トンでそれを読んで、大いに啓発されたのです。

1942年 と記された上の二つの論文 を発表 したとき、私が内閣統計局に勤めていたこ

とは、先ほどお話 しましたが、今でいえば新卒の公務員だった私が、いったい職場で、ど

んな仕事をして、どうやって自分の研究の時間をつ くっていたのかと、不審に思われ

ることで しょう。実は仕事 らしい仕事は殆 どしていなかったのです。当時の統計局長

が、「あなたのご専門は大 きい意味で、統計局の仕事につなが りがあるといえますか ら、

時間はすべて自由な研究にお使い下 さい」 と言って下さったのに甘えて、自分の世界

に没入 していたのではないで しょうか。 どこの大学にも研究所にも属さず、無名の研

究者だった私に自由な時間を下 さった内閣統計局長川島孝彦氏は、秋篠宮妃殿下にな

られた川島紀子さんの御祖父にあたられる方です。

私は 「マルコフ過程 を定める微分方程式」の論文において示 した理論 を発展 させ、

数年後に 「確率微分方程式」に関する英文の論文を書き上げましたが、終戦後の 日本

の経済状態はまだ困窮の中にあ り、出版用の紙の不足が甚だしく、そんな長い論文を

載せて くれるジャーナルはどこにもないことが解 りました。そこで、私は ドゥーブ教

授 にこの論文を送 り、アメリカでそれを発表する可能性について問い合せ ました。そ

れは ドゥーブ教授の親切な取 り計 らいによって、アメリカ数学会のメモワール ・シリ

ーズの1冊 として1951年 に刊行 されました。

この確率微分方程式は、後に 「伊藤解析」 と呼ばれるようにな り、数学以外の分野

でも物理学、工学、生物学、経済学等の諸分野において、瞬間ごとに偶然的要素が介

入する現象を記述する微分方程式 として、現在広 く用い られていますが、それは、発

展現象を記述するにあた り、時間の経過 とともに累加される新たな偶然量が、ブラウ

ン運動の増分 として登場する ところに通常の微分方程式 と異なった特徴があって、「ゆ

らぎ」のような偶然量を伴 う生物学的現象の記述や、「ノイズ」の介在する工学的現象
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random　 variables　 as　 functions　 in　 a　probability　 space,　 and　 to　 systematize　 the　 theory

of　 probability　 in　 terms　 of　 the　 theory　 of　 measures.　 I　felt　 as　 if　this　 book　 cleared　 the

mist　 that　 was　 blocking　 my　 vision,　 1eading　 me　 to　 finally　 believe　 that　 probability

theory　 can　 be　 established　 as　 a　field　 of　 modern　 mathematics.

　 　 1n　 my　 mind,　 the　 foundation　 of　 probability　 theory　 was　 thus　 developed.

However,　 1　was　 faced　 with　 another　 challenge.　 Contemporary　 research　 of　 probability

theory　 was　 conducted　 mainly　 by　 studying　 the　 behavior　 of　 various　 sequences　 of

independent　 random　 variables,　 with　 the　 aim　 of　 laying　 mathematical　 foundations

for　 statistical　 laws.　 This　 corresponds　 to　 the　 theory　 of　 series　 in　 the　 foundation　 of

calculus.　 Although　 such　 studies　 of　 statistical　 laws　 were　 more　 dif丘cult　 and　 had　 more

var三ety　 than　 those　 in　 the　 theory　 of　 series,　 at　 that　 time,Istill　 thought　 they　 were

less　 attractive　 than　 other　 fields　 of　 mathematics,　 and　 did　 not　 feenike　 devoting　 myself

to　 the　 study　 of　 statistical　 laws.

　 　 What　 finally　 and　 decisively　 drew　 me　 to　 the　 world　 of　 probability　 theory　 once

again　 was　 reading　 Theorie　 de　 !'addition　 desψ αガαb'θs　 aleatoires　 (1937)　 (Theory　 of

the　 Sum　 of　 Independent　 Random　 Variables)　 by　 the　 French　 mathematician,　 Paul

L6vy.　 This　 was　 the　 first　 giant　 step　 in　 the　 study　 of　 stochastic　 processes,　 placing

the　 concept　 of　 a　 stochastic　 process　 as　 something　 corresponding　 to　 a　 function　 in

calculus.　 Having　 found　 the　 essence　 of　 the　 new　 probability　 theory　 in　 L壱vy's　 paper,

I　decided　 to　 wa|k　 the　 path　 that　 L6vy　 had　 paved　 and　 illuminated　 with　 a　 streak　 of

light.　 This　 was　 in　 November　 1938,　 exactly　 60　 years　 ago.

In　 the　 sample　 fUnctions　 of　 stochastic　 processes　 in　 L6vゾs　 theory,　 I　discovered

a　beauti丘11　 structure　 worthy　 of　 being　 called　 a　 mathematical　 theory.　 In　 addition,　 I

was　 able　 to　 learn　 about　 Wiener　 processes,　 Poisson　 processes,　 and　 processes　 with

independent　 increments.　 I　was　 interested　 in　 the　 decomposition　 theorem　 for

processes　 with　 independent　 increments,　 which　 is　 the　 core　 of　 L6vy's　 book,　 His

arguments,　 however,　 were　 extremely　 dif丘cult　 to　 follow,　 since　 L6vy,apioneer　 in　 this

new　 field　 of　 mathematics,　 explained　 probability　 theory　 based　 on　 his　 intuition.

Fortunately,　 I　knew　 that　 the　 American　 mathematician　 J.　 L.　 Doob　 introduced　 the

concept　 of　 regularization　 in　 his　 paper　 of　 1937,　 andIthought　 thatImight　 be　 able

to　 clarify　 the　 fuzzy　 points　 in　 L6vy's　 arguments　 by　 using　 Doob's　 concept,　 In　 other

words,　 I　attempted　 to　 describe　 Levゾs　 ideas　 from　 Doob's　 viewpoint,　 and　 by

employing　 the　 Poisson　 random　 measure,　 I　finally　 restated　 L壱vy's　 description　 of

the　 decomposition　 theorem　 as　 a　de丘nite　 and　 logical　 description.　 This　 theorem,　 now

called　 the　 L壱vy・It6　 theorem　 in　 probability　 theory,　 was　 developed　 in　 my　 first　 paper,
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の解析などに具体的な応用が見いだされるようになったからです。

私が1943年 に名古屋大学で教職を得て、1952年 に京都大学に移るまでの時代 は戦中

戦後の暗い時代で したが、吉田耕作先生と共に仕事ができたのは大変幸せでした。先

生は数年前亡 くなられ、私はもう 「吉田先生1」 とお呼びかけすることができないの

ですが、私の論文の中に 「吉田の半群理論」とか 「Hi皿e－吉田の理論」 とかいう言葉

を見る度に、私にとって先生が、数学の世界の中でも外で も、どんなに大 きい存在だ

ったかを思わずにはいられません。

吉田先生だけでなく、私が確率論 と歩いた60年 の歳月の中で、どの ような方々と、

どのように出会い、私がそこで何を学び、どう発展させたか、またそれはその後、ど

のように多 くの研究者によって新たな展開を見せたかの概略をお話するつ もりでした

が、それは私の論文撰集　(KIYOSI　 ITO　 SELECTED　 PAPERS,1987)の 序文の

内容 と重 なるところが多い ものであ り、私の論文を読 もうとする人以外は興味が持て

ない ことだと思います。

私は1952年 に京都大学の教授にな り、1979年 に京都大学数理解析研究所長の職 を退

官 しましたが、この27年 間の半分は外国の大学で、すなわち、プリンス トン、スタン

フォー ド、コーネルなどアメリカの大学で10年 余 りと、デンマー クのオルフース大学

で3年 余 りを過ごしました。その後も学習院大学、スイス連邦工科大学、 ミネソタ大

学など、私が確率論 と歩き始めてから60年間、何処にいても、「数学 という厳密にして

美 しい言語」の世界を楽 しみつつ歩んできました。私がこのような歩みを続けること

ができたのは、この間終始この上ない先輩、同僚、後進に恵まれてきたか らに違いあ

りません。 しかし、その方々のお名前 と数学理論の名称 をここで列挙するよりは、私

はむしろ 「岩波の数学辞典」のことを、お話 したいと思います。

この辞典は1954年 の第1版 と196(咋 のその増補版、および1968年 の第2版 全面改訂

版の編集責任は、私の恩師の弥永昌吉先生が とられ、1985年 の第3版 の編集責任は、

私が担 わせていただ きました。第3版 の序文に書 きましたように、第2版 はアメリカ

のMIT　 Pressか ら英訳版力汗U行 され、国際的にも名著 として定評 を得た数学辞典で し

たが、17年 の間に数学は著 しく進歩 し、数学諸分野相互の関連が ますます深 まり、有

機的総合体 としての数学が形成されつつあ り、また、数学に関連する諸科学 においても、

高度の数学理論が用いられ、科学の基礎としての数学への期待が高 まっていましたの

で、そのような状況に対応するため、さらに改訂を加えて第3版 が編集 されることに

なったのです。この第3版 も、完成を待ち構えていたように英訳版が準備 され、同じ
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accepted　 for　 publication　 on　 l　August　 1941,　 appearing　 in　 the　 1942　 issue　 of　 the

Japanese　 Journal　 ()f　Mathematics.　 This　 was　 also　 my　 doctoral　 thesis,　 and　 I　was

granted　 a　doctorate　 from　 the　 Imperial　 University　 of　 Tokyo　 four　 years　 later,　 on　 3

0ctober　 1945.　 I　still　 remember　 that　 it　was　 the　 Srst　 clear　 autumn　 day　 after　 the　 end

of　 the　 war,　 and　 the　 sun　 was　 shining　 on　 the　 burned　 ruins　 that　 extended　 as　 far　 as

I　could　 see.

　 　 I　was　 very　 fortunate　 to　 have　 enjoyed　 the　 company　 of　 numerous　 extraordinary

and　 celebrated　 mentors　 and　 many　 wonderful　 friends,　 but　 probability　 theory　 was

not　 popular　 at　 that　 time,　 andIhad　 to　 start　 my　 career　 during　 the　 war,　 the　 epoch

that　 every　 Japanese　 calls　 "that　 miserable　 period."

　 　 In　 1942,　 I　published　 my　 second　 paper,　 on　 the　 differential　 equation　 determining

a　 Markov　 Process.　 Rather　 than　 giving　 you　 a　 detailed　 explanation　 of　 its　 contents,

Iwould　 like　 to　 tell　you　 an　 episode　 related　 to　 this　 paper,　 which,　 as　 far　 asI㎞ow,　 was

only　 read　 and　 understood　 by　 one　 other　 person.

I　published　 this　 second　 paper　 in　 the　 /ourna!　 (ゾPanJapax　 Mathe〃tatical

Colloquia,　 a　 mimeographed　 journal　 issued　 by　 Osaka　 University　 to　 encourage　 young

Japanese　 mathematicians　 to　 circulate　 and　 exchange　 their　 ideas.　 I　hope　 that　 some

of　 you　 in　 the　 audience　 can　 recall　 mimeographed　 copies　 with　 nostalgia.　 The　 journal

was　 issued　 during　 the　 war,　 but　 I　 did　 not　 hear　 any　 reaction　 丘om　 other

mathematicians　 about　 my　 paper　 until　 long　 after　 the　 end　 of　 the　 war,　 when　 Gisiro

Maruyama　 told　 me　 in　 person　 that　 he　 had　 been　 dra丘ed　 into　 the　 army　 and　 had　 read

my　 paper　 in　 the　 barracks　 in　 1942.　 Perhaps　 he　 andIwere　 the　 only　 researchers　 then

interested　 in　 the　 problem　 of　 sample　 paths.　 Maruyama　 later　 developed　 his　 ideas

based　 on　 my　 theory,　 and　 in　 1956　 published　 apaper　 on　 the　 topic　 in　 the　 Rend.　 Circ.

Mat.　 Palermo,　 which　 I　read　 with　 great　 enthusiasm　 in　 Princeton,

　 　 As　 I　said　 earlier,　 when　 my　 first　 and　 second　 papers　 were　 published　 in　 1942,

I　was　 working　 at　 the　 Statistics　 Bureau　 of　 the　 Cabinet　 SecretariaL　 You　 may　 wonder

how　 I　found　 time　 to　 study　 and　 do　 research,　 while　 working　 as　 a　public　 government

employee.　 To　 tell　 you　 the　 truth,Idid　 not　 do　 any　 public　 employee　 work　 to　 speak

of　 Director　 Takahiko　 Kawashima,　 then　 Head　 of　 the　 Bureau,　 told　 me　 from　 the

beginning　 that,　 since　 my　 research　 is　related　 to　 the　 tasks　 of　 the　 Statistics　 Bureau

in　 a　broad　 sense,　 I　could　 use　 all　 my　 time　 to　 study　 whatever　 interested　 me.　 Thanks

to　 the　 generous　 consideration　 given　 to　 me　 by　 the　 Director,　 I　could　 concentrate

my　 efforts　 on　 the　 study　 of　 probability　 theory　 although　 I　did　 not　 belong　 to　 any

university　 or　 research　 institution　 at　 the　 time.　 I　would　 like　 to　 add　 that　 Director
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MIT　 Pressか ら1987年に発刊されました。私はこの英語版の編集にも携わっています。

私が確率論 と共に歩 き始めた60年 前、数学の論文の多 くは ドイツ語、フランス語、

ロシア語、英語等で書かれていました。私が1942年 に発表 した 「マルコフ過程を定め

る微分方程式」の論文は戦時中ということもあって日本語で書 きましたが、他の60余

りの論文は、すべて英語で書いたものです。この論文も、戦後になって英語に書 き直

しましたか ら、今では英語の論文ばか りになっています。世界の各地で行なわれる学

会の用語 も、発表される論文も、すべて英語になってきてお り、これは数学以外の分

野についてもいえることだと思います。こうした科学の世界において、誰 もが信頼で

きる数学辞典が、先ず 日本語で編集 され、それが英語に翻訳 されるのを世界中の科学

者が待っているとい うことについては、日本の数学全体の レベルの高さを示す指標 と

して、執筆 と編集に携わった数学者の一人として誇 りに思っています。

ここで、 日本語版、英語版、双方の編集 ・執筆 ・校正 ・索引資料等 において御協力

を得た方々が、いずれ も、ご自身の専門分野の業績 において、この数学辞典の多 くの

頁を飾っておられる方々であるということが、この辞典の比類ない声価の源となって

いることを申 し添えて、企画以来終始惜 しみない協力をしてくださった方々への感謝

の言葉としたいと思い ます。

また、余談にな りますが、 日本語は、目で読むのには効率のいい言語ですが、話 し

言葉としては、同音異義語の多さや論理関係のあいまいさを補 う説明が必要です。数

学者 どうしは黒板や紙 に書 きなが ら話すのが好 きな上に、数式は万国共通ですか ら、

一般の場合 よりはマ シですが、大学の数学科に入ったばか りの学生と講義をする先生

との間には、かな りの コンセプション ・ギャップがあ ります し、プリンス トン高等研

究所などの偉い先生の中には、論文を書 くような態度で講義をされる方があ ります。

1994年 度の京都賞の受賞者、アンドレ・ヴェイユ先生 もそのお一人でした。先生は

黒板いっぱいに書いて話 されたあと、ああ、これは間違っていたと、すっか り消 して

しまい、廊下に出て考え直されてから、また戻って講義されるのです。既成の方法に

よらず、全 く独創的に考 えなが ら話 される訳ですから、それは、やはり名講義 という

べ きで、聞 く方 も数学者ですか ら感動 します。感動しますが、一度講義を聞いただけ

で完全に理解できる訳ではあ りません。家に帰ってノー トを見ると、そこか ら微かに

美しい音楽が聞こえる気がするのですが、いつのまにか何 も聞こえなくなって しまう

ところもあって、非常に情けない気持になります。そんな時に、この数学辞典があれ

ば、美 しいソナタが再現できると思います。この辞典の編集は、私が池の水や空の雲
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Kawashima,　 who　 passed　 away　 some　 years　 ago,　 is　 the　 grandfather　 of　 Princess

Akishino.

　 　 Ifurther　 developed　 the　 theory　 thatIhad　 published　 in　 my　 1942　 paper

"Differential　 Equations　 Determining　 a　M
arkov　 Process."　 Several　 years　 later,　 when

I　completed　 my　 manuscript　 on　 stochastic　 differential　 equations,　 I　found　 that　 no

mathematical　 journal　 in　Japan　 was　 willing　 to　 publish　 such　 a　long　 manuscript　 because

of　 a　 general　 paper　 shortage　 under　 the　 dismal　 post-war　 economic　 conditions.　 So　 I

sent　 my　 paper　 to　 Professor　 Doob,　 asking　 if　there　 was　 a　 possibility　 of　 publishing

it　in　 the　 United　 States.　 Thanks　 to　 Professor　 Doob's　 kind　 assistance,　 the　 paper　 was

published　 as　 a　volume　 of　 the　 Memoirs　 of　 the　 Americ¢n　 Mathematical　 Sociθ 妙

　 　 　 The　 stochastic　 differential　 equation　 I　developed　 in　 this　 paper　 is　 now　 called

"It6　 calculus"　 and　 is　 c
urrently　 widely　 used　 to　 describe　 phenomena　 of　 random

fluctuation　 over　 time　 in　 both　 pure　 mathematics　 and　 non-mathematical　 fields

including　 physics,　 engineering,　 biology,　 and　 economics.　 The　 Ito　 calculus　 differs　 from

conventional　 calculus　 in　 that　 it　uses　 new　 random　 parameters　 accumulated　 over　 time

as　 the　 Brownian　 motion　 increments　 to　 describe　 developing　 phenomena.　 It　now　 has

applications　 in　 biological　 descriptions　 of　 phenomena　 associated　 with　 random

fluctuafions　 in　 quantity,　 and　 engineering　 analyses　 of　 phenomena　 that　 have　 sign通cant

"noise"　 parameters
.

　 　 I　was　 a　 member　 of　 the　 faculty　 at　 Nagoya　 University　 from　 1943　 until　 1952,

when　 I　joined　 the　 mathematics　 faculty　 at　 Kyoto　 University.　 Although　 my　 Nagoya

days　 coincided　 with　 the　 war　 and　 the　 turbulent　 poshvar　 period,　 I　was　 very　 lucky

to　 have　 had　 the　 opportunity　 to　 work　 closely　 with　 Professor　 K6saku　 Yosida,　 who

passed　 away　 a　few　 years　 ago.　 In　 my　 papers,　 I　frequently　 use　 the　 terms　 "Ybsida's

theory　 of　 semi-groups"　 and　 "theory　 of　 Hille・Yosida."　 Both　 inside　 and　 outside　 the

world　 of　 mathematics,　 Professor　 Yosida　 had　 a　profound　 influence　 on　 my　 life,　 which

goes　 far　 beyond　 what　 I　could　 even　 hope　 to　 describe　 within　 the　 limited　 time　 of

today's　 presentation.

　 　 In　 addition　 to　 Professor　 Yosida,　 I　met　 many　 people　 in　 the　 past　 60　 years　 of

my　 study　 of　 probability　 theory」 　learned　 countless　 valuable　 ideas　 from　 them,　 and

developed　 my　 theory　 based　 on　 their　 ideas.Ihad　 originally　 intended　 to　 talk　 about

these　 developments,　 but　 asIwas　 preparing　 this　 speech,Irealized　 that　 such　 topics

may　 not　 interest　 the　 general　 audience.　 I　have　 written　 about　 these　 developments

in　 the　 Foreword　 to　 my　 selected　 papers　 volume　 published　 by　 Springer　 (Kiyosi　 /t6

Selected　 Papers,　 1987),　 andIbelieve　 they　 are　 only　 of　 interest　 to　 those　 who　 are

163



を眺めて過 ごす時間の中で得た直観を、数学的論理として展開 しようとす る時、直観

と論理のバランスをとる指標 となった先人たちの仕事を、後進に伝える意味で も、本

当にや りがいのある仕事で した。

近年、私の数学の論文という 「楽譜」か ら、私の予想 しなかった響 きを聞 き取って、

新 しい発想 を加え、あるいは独 自の展開と飛躍による作曲や演奏をされる研究者が増

えて きました。それは数学の論文の中にしか聞き取れない音楽を演奏 して、多 くの人

に聞かせ ることができるというような魔法の楽器ではあ りませんが、抽象的な数学の

世界 と現実の世界をつなぐ仕事を記述する 「新 しい楽譜」に違いあ りませ ん。そのよ

うな 「新 しい楽譜」が相次いで発刊されたことは私の望外の喜びで した。 しか し、そ

れ もすべてが有機的につながっている科学の世界の 「楽譜」である限 りにおいてであ

って、私が想像 もしなかった 「戦場」において 「伊藤理論が使われることが常識化 し

た」 という報せを受けた私は、喜びよりは、むしろ大 きい不安に捉えられました。そ

の報せは、最初は1997年 の秋、アメリカの友人たちから、次には、同年の暮に私を訪

れた東京のテ レビ ・チームからもた らされました。アメリカか らの手紙の一つには、

こう書いてありました。

数学科の優秀な学生の進路がすっか り変わって しまいました。我々の時代

には数学者の タマゴは、大抵、数学者になりましたが、今では、彼 らは、経

済戦争の勇敢な戦士になるのです。アメリカ軍の戦士は 「伊藤理論」とい う

レーダーで照準を合わせて砲弾を発射 しているのに、日本軍の戦士はブルー

ベ リーを食べて夜間視力を増強 し、経験 とカンと精神力で応戦 しています。

数年前まであれほど優勢 を誇った日本軍も、いまや劣勢いかん ともし難 く、

敗走に次 ぐ敗走を重ねています。我 々は、貴兄を始め多 くの 日本人数学者 と、

半世紀以上にわたって実 り多い交流を楽 しんで きたアメリカ人数学者 とし

て、非常に複雑な心境です。おそらく日本軍は壊滅する前に 「伊藤理論 とい

うレーダー」の存在に気付 き、たちまち有効な反撃を開始するでしょう。そ

うなると、戦局は拡大する一方です。

ここか ら彼の手紙は、かつてアジアばか りか世界に翼を伸ばして成長著 しかった4

頭の ドラゴンが故郷へ撤退していく様子 を、ロシア情勢を背景に語 っているのですが、

ここでは省略して、彼の手紙の最後をご紹介 します。
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Planning　 to　 read　 my　 papers.

　 　 Of　 the　 27　 years　 between　 1952　 (whenIfirst　 became　 professor　 of　 mathematics

at　 Kyoto　 University)　 and　 1979　 (when　 I　redred丘om　 the　 Directorship　 of　 the　 Research

Institute　 for　 Mathematical　 Sciences　 at　 Kyoto　 University),　 I　spent　 more　 than　 ten

years　 at　 institu面ons　 in　 t}1e　 U.S.-Princeton,　 Stanford,　 Cornell‐as　 well　 as　 three　 years

at　 Aarthus　 University　 in　 Denmark.

　 　 Even　 after　 my　 retirement　 from　 Kyoto　 University,　 I　was　 able　 to　 continue　 to

walk　 along　 the　 path　 of　 probability　 theory　 at　 Gakushuin　 University,　 ETH　 in

Switzerland,　 and　 at　 the　 University　 of　 Minnesota,　 Wherever　 I　went,　 I　was　 able　 to

enjoy　 walking　 through　 the　 beaut血1　 world　 of　 mathematics,　 thanks　 to　 my　 wonderfUl

teachers　 and　 insightfUI　 colleagues,　 as　 well　 as　 my　 thought-provoking　 students.　 Since

I　cannot　 possibly　 do　 justice　 to　 all　 of　 their　 contributions　 here,　 I　would　 like　 to　 tell

you　 about　 the　 EncyclopedicI万ctionary　 of　 Mathematics　 published　 by　 Iwanami.

My　 mentor,　 Professor　 Sh6kichi　 Iyanaga　 was　 the　 principal　 editor　 for　 the丘rst

1954　 edition,　 the　 enlarged　 1960　 edition,　 and　 the　 second　 1968　 edition,　 I　took　 on

the　 responsibilities　 of　 the　 principal　 editorship　 for　 the　 third　 1985　 edition.　 As　 I

mentioned　 in　 the　 preface　 to　 the　 third　 edition,　 the　 English　 version　 of　 the　 second

edition,　 published　 by　 MIT　 Press　 in　 the　 U.S.,　 was　 highly　 praised　 throughout　 the

world.　 Seventeen　 years　 after　 the　 publication　 of　 the　 second　 edition,　 however,　 even

this　 internationally　 acclaimed　 edition　 needed　 updating,　 due　 to　 the　 remarkable

progress　 in　 mathematics,　 and　 the　 recent　 development　 of　 relations　 between　 various

mathematica1丘elds,　 which　 promoted　 the　 organic　 integration　 of　 mathematical　 studies.

Moreover,　 mathematical　 theories　 are　 now　 in　 wide　 use　 in　 various　 other　 sciences,　 and

many　 researchers　 in　 non・mathematical　 fields　 have　 begun　 to　 regard　 mathematics

as　 the　 foundation　 of　 all　 sciences.　 In　 response　 to　 such　 a　 new　 environment,　 we

decided　 to　 publish　 the　 third　 edition　 by　 revising　 the　 second　 edition.　 Upon　 the

completion　 of　 the　 third　 edition,　 an　 English　 version　 was　 immediately　 prepared　 and

published　 by　 MIT　 Press.

　 　 Sixty　 years　 ago,　 when　 I　 began　 my　 research　 on　 probability　 theory,

mathematical　 papers　 were　 mostly　 written　 in　 German,　 French,　 Russian,　 and　 English.

My　 1942　 paper,　 "Differential　 equation　 determining　 a　 Markov　 Process"　 was　 written

in　 Japanese　 because　 it　 was　 during　 the　 war,　 when　 the　 Japanese　 government

prohibited　 the　 use　 of　 English.　 In　 later　 years,　 however,　 I　wrote　 over　 60　 papers　 in

English.　 SinceIlater　 rewrote　 my　 1942　 paper　 in　 English,　 all　 my　 papers　 are　 now

available　 in　 English,　 Today,　 English　 is　used　 in　 almost　 all　 mathematical　 papers　 and
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幸か不幸か、「伊藤理論」はレーダーであって、原子爆弾ではあ りません

か ら、一発で戦争を終わ らせる力がないことは確かですが、そ うなると、ど

の ような形でこの戦争を終わらせ、その後にどのような戦後が来るのか、今

は誰にも判らないのです。

手紙を読んだ私は、思いもよらない内容に浩然 としました。私は、これまでの人生

において、株やデリバティブはおろか、銀行預金 も、定期預金は面倒 なので、普通預

金 しか利用 したことがない 「非金融国民」なのです。妻によれば、我が家の財政は、

定期預金 と普通預金の利息に差があったときには、預金残高が殆 どなく、預金残高に

少 しは余裕の出てきた昨今は、どちらに預けても利息は無い も同然 とのことです。あ

れこれ じ・を使わなかったのは賢明だったと思っている有様で した。

とりあえず、私は友人に返事 を書いて、彼の間違いを指摘 してや りました。「私が数

学者の タマゴから雛鳥にな りかけていた頃、日本軍の戦士が夜間視力の向上のために

食べていたのは、ヤツメウナギであって、ブルーベ リーなどという英米語食品ではあ

りません」 とまで書いたとき、私は、彼の トールキンのホ ビット戦記さながらの迫力

ある報告に比べて、私の指摘の貧弱 さに愕然としました。私は、彼の報告に対するコ

メン トは諦めて、近ごろの日本の学生のことを書 くことにしました。

日本で も、我々の時代の数学者の タマゴは、みんな数学者にな りました。

私の大学の同級生 も全員が数学者にな り、「岩波の数学辞典」の頁を飾って

います。しか し現代の日本では、数学がよくで きる高校生は数学者の タマ ゴ

にすらなりません。実際、「数学オリンピック」などで金メダルを取 るよう

な高校生は、数学科には来ないで、医学部へ行 くそうです。

私は、いつものように、「これを能 くする者は、これを好む者に如かず。こ

れを好む者は、これを楽 しむ者 に如かず」とつぶやいては、「与えられた問

題を早 く解 く能力があるだけでは、よい研究者になれ ません。自分で問題 を

見つけ、自分のや り方で考えるのが好 きな学生が、何年かかっても、考える

こと自体が楽 しいというような仕事をしてほしいものです」などと、解説 を

加えています。私の見るところ、競争社会に生 きる今 日の学生は、頭の回転

が早すぎて、一つの問題を30分以上は考えられないのではないかと思います。
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presentations　 throughout　 the　 world,　 and　 it　appears　 that　 English　 is　 the　 linguaノ'ranca

in　 other　 scientific　 fields　 as　 well.　 As　 the　 editor,　 I　therefore　 note　 with　 pride　 that　 a

highly　 reliable　 mathematical　 dictionary　 was　 first　 compiled　 in　 Japanese　 and

subsequently　 translated　 into　 English,　 and　 that　 many　 scientists　 throughout　 the　 world

were　 awaiting　 the　 English　 vers三 〇n-a　 testimony　 to　 the　 high　 level　 of　 mathematics

in　Japan.　 I　would　 like　 to　 thank　 once　 again　 all　those　 who　 contributed　 to　 the　 success

of　 [his　 encyclopedic　 dictionary　 of　 mathematics.

Although　 I　believe　 that　 the　 Japanese　 language　 is　 highly　 ef丘cient　 as　 a　written

language,　 as　 a　 spoken　 language,　 it　 has　 too　 many　 homonyms　 and　 needs　 more

expla皿ation　 than　 o廿1er　 languages　 to　 clar砲 　 10gical　 connecdons.　 冊en

mathematicians　 discuss　 something,　 they　 always　 prefer　 using　 a　blackboard　 or　 a　sheet

of　 paper　 to　 write　 down　 the　 mathematical　 formulas.　 Since　 mathematics　 is　a　universal

language,　 mathematicians　 can　 comm皿icate　 with　 each　 other　 quite　 easily.　 Even　 so,

丘rst・year-students　 studying　 at　 a　university　 are　 Iikely　 to　 find　 it　dif五cult　 to　 understand

what　 their　 professors　 are　 saying,　 Moreover,　 some　 of　 the　 celebrated　 professors　 [

knew　 at　 the　 Institute　 for　 Advanced　 Study　 in　 Princeton,　 for　 instance,　 gave　 lectures

in　 the　 same　 manner　 as　 they　 wrote　 papers.

　 　 Dr.　 Andr6　 Weil,　 a　 laureate　 of　 the　 1994　 Kyoto　 Prize,　 was　 one　 of　 these

professors.　 A貴er刷1ing　 the　 blackboard　 with　 mathematical　 formulas,　 Professor　 Weil

o危en　 erased　 everything,　 saying　 that　 he　 made　 a　mistake.　 Then　 he　 left　 the　 classroom

to　 think　 about　 the　 problem　 again　 in　 the　 hallway,　 and　 then　 he　 came　 back　 to　 continue

his　 lecture.　 His　 lectures　 were　 very　 unique　 and　 enlightening.　 Yet,　 it　was　 extremely

difficult　 to　 understand　 everything　 he　 said　 in　 the　 classroom.　 A丘er　 returning　 home,

Ioften　 reviewed　 my　 notes　 to　 recall　 his　 lectures.　 Going　 over　 the　 lecture　 notes,1

0ften　 felt　 as　 if　I　heard　 the　 beautifUI　 music　 of　 mathemadcs.　 Unfortunately,　 the　 music

sometimes　 abruptly　 stopped　 or　 faded　 away.　 But　 having　 access　 to　 our　 mathematical

dictionary　 can　 sometimes　 help　 replay　 the　 music.　 For　 my　 own　 work,　 the

mathematical　 intuitions,　 gained　 watching　 the　 water　 in　 a　 pond　 or　 a　cloud　 in　 the　 sky,

had　 to　 be　 developed　 into　 strict　 mathematical　 logic,　 and　 on　 such　 occasions　 many

achievements　 of　 my　 predecessors　 provided　 me　 with　 a　valuable　 index　 with　 which

to　 maintain　 a　balance　 between　 intuition　 and　 logic,　 By　 placing　 their　 work　 into　 the

dictionary,　 I　hope　 that　 the　 dictionary　 will　 help　 young　 researchers　 by　 providing　 them

with　 an　 index,

　 　 In　 recent　 years,　 researchers　 in　 various　 non-mathematical　 fields　 have　 begun

developing　 my　 mathematical　 theory　 in　 their　 own　 original　 ways,　 applying　 it　to　 various
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●受賞記念講演会

一方で
、私は、「伊藤理論が常識化 している金融の現場」というのを一度 も見たこと

がありませんでしたので、テレビのチャンネルを回して、「それでは、マーケッ トのデ

ィーリングルームか らお伝えします」 という声のする画面を見 ました。宇宙基地さな

が らに壁 を覆い尽 くすコンピュー タ画面が点滅する中で、動いている人影の動作や叫

びの意味は解 りませんで したが、彼 らが膨大な情報を前にして瞬時の判断を要求され

ているらしいことは判 りました。30分 どころか、時には3分 、時には3秒 でも遅れを

とれば、何億、何兆という利益 を得た り、損失を蒙った りするのだそうで、「伊藤理論

によるシミュレーション」など参考にしているヒマはなさそ うでした。私は、私の見

た画面が 「伊藤理論をレー ダーとする戦場」であったかどうか も怪 しいと思い始めま

した。

しばらくすると、意外なところか ら新 しい情報が もたらされました。今度はアメリ

カの旧友か らではな く、私の親戚の若者からです。彼は、「金融工学の旗手」となるべ

くアメリカで勉強中なのですが、3秒 などと悠長なことを言っているようでは、この

戦場の苛烈さが解っていないと、私の時代遅れを指摘 し、「今や百分の1秒 台の争いで

す。オリンピック競技のスピー ド記録並みなんです」 と教えて くれました。「伊藤理

論」を活用すべ き時間はます ます短 くなって、限りな くゼロに近付いているようです。

恐 らく、理論がすっか り頭に入っているだけでなく、頭と手 と指先を同時に働かせる

能力 を持った若者を大量に動員 して、全員必死で戦っているのでしょう。このような

戦場で、一瞬に して巨万の財貨を得たり失った りしている若者たちの姿を、時代遅れ

の頭で想像 しているうちに、私は子供のころ愛読 した芥川龍之介の 『杜子春』 を思い

出しました。

かつて私にも、誰よりも速 く問題を解いた少年の時代があ りました。半ば神話に埋

もれた故郷の町で 「数学者のタマゴ」 と目されていた私が、数学者という 「詩人」の

道を歩み続けていなかったら、あるいは1942年 の二つの論文を武器に、戦後のブラッ

ク ・マーケットのシミュレーションを工夫 し、時には一夜にして巨万の富を築 き、時

には空腹を抱えて洛陽の門に停 む 「昭和の杜予審」 となっていたかも知れ ません。

私は、如何なる時代の、如何 なる名のもとに行なわれる戦争にも反対 したいと思っ

てお りますが、 ここで 「経済戦争」にも反対 したい ことを付け加えたいと思い ます。

といっても、経済の何たるかが解 りませんので、ホモ ・ロクエ ンスの友である広辞苑

で 「経済」の項を読んでみました。①国を治めて人民を救 うこと。経国済民。(これは

私 もよ く知 っている古典的意味ですが、次に書いてある現代 的意味 も立派な もので
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other　 fields.　 From　 my　 mathematical　 musical　 scores,　 they　 must　 have　 found　 some

notes　 thatIdid　 not　 intend　 to　 include,　 added　 new　 phrases,　 and　 arranged　 my　 original

pieces　 for　 other　 instruments　 that　 I　did　 not　 even　 think　 of.　 Their　 instruments,

however,　 are　 not　 magical　 tools　 for　 playing　 the　 music　 of　 mathematics　 that　 can　 be

appreciated　 by　 everyone.　 I　truly　 appreciate　 their　 efforts　 and　 their　 new　 "musica1-

scores"　 that　 bridge　 the　 abstract　 mathematical　 world　 with　 the　 real　 world.　 So　 long

as　 my　 theory　 is　used　 in　 scient血c丘elds,　 where　 each丘eld　 is　organically　 linked　 with

mathematics,　 I　am　 extremely　 happy　 and　 gratefUl　 to　 these　 researchers.　 When　 I　heard

about　 the　 use　 of　 the　 "It6　 Theory"　 in　 the　 financial　 world,Iwas　 also　 very　 surpdsed

but　 this岱me　 somewhat　 concerned.　 In　 the　 autumn　 of　 1997,Ireceived　 many　 letters

丘om　 my　 American飼ends,　 stadng　 that　 using　 the　 "It6　 Theorジin　 financial　 operations

is　 now　 common　 practice,　 Then,　 at　 the　 end　 of　 1997　 a　TV　 crew　 came　 to　 see　 me加m

Tokyo,　 and　 also　 informed　 me　 of　 similar　 news.　 One　 of　 the　 letters　 from　 thy　 friends

reads　 as　 follows:

In　 America,　 math　 students　 have　 changed　 a　 lot.　 In　 the　 past,　 excellent

students　 in　 math　 became　 mathematicians.　 Now,　 they　 become　 brave

"soldiers"　 in　 the　 economic　 war
,　In　 this　 severe　 economic　 war,　 American

soldiers　 are　 armed　 with　 radar　 in　 the　 form　 of　 the　 "It6　 Theory"　 to　 shower

the　 enemy　 with　 shells.　 On　 the　 other　 hand,　 Japanese　 soldiers　 still　 depend

on　 their　 intuition　 and　 spiritual　 strength　 to　 counterattack　 Americans.　 They

also　 eat　 blueberries　 to　 enhance　 their　 night　 vision,　 Although　 the　 Japanese

army　 was　 predominant　 untilafew　 years　 ago,　 they　 are　 now　 losing　 and

fleeing　 from　 the　 battlefields.　 Having　 enjoyed　 cordial　 friendship　 with　 you　 and

many　 other　 Japanese　 mathematicians　 for　 half　 a　 century,　 we,　 American

mathematicians,　 are　 very　 concerned　 about　 this　 w肌In　 my　 view,　 Japanese

soldiers　 will　 find　 the　 radar　 of　 the　 "It6　 Theory"　 before　 they　 are　 entirely

defeated　 and　 will　 begin　 a　counterattack,　 which　 will　 further　 escalate　 the　 war.

Then　 my　 friend　 talks　 about　 the　 f皿r　 Asian　 dragons,　 which　 once　 spread　 their

wings　 all　 over　 the　 world,　 and　 explains　 how　 the　 dragons　 are　 currently　 withdrawing

to　 their　 home　 countriesIwill　 omit　 this　 part,　 and　 tell　 you　 the　 last　 part　 of　 his　 letter:

Fortunately,　 or　 unfortunately,　 the　 "lto　 Theory"　 is　just　 radar,　 not　 all　 atomic

bomb.　 Since　 radar　 does　 not　 have　 the　 power　 of　 an　 atomic　 bomb,　 it　cannot
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す。)②人間の共同生活の基礎 をなす物質的財貨の生産 ・分配 ・消費の行為 ・過程、並

びにそれ を通 じて形成される人と人との社会関係の総体。と書いてあるのです。「経済」

の意味が このように総合的なものである以上、「経済」の一部である 「金融」から、更

に派生 したらしい 「金融派生商品」や、そのディーラーの名のもとに行なわれる戦争

を一刻 も早 く終わらせて、有為の若者たちを数学教室に帰 していただきたいと思 うの

は妄想でしょうか。たとえ、彼 らが志願兵であったとしても、あの杜子春でさえ桃の

花咲 く田園に帰っていったのですから。

人は皆、絶え間ない偶然に支配されつつ、時間の中を歩んでい ますが、その歩み方

の拠 り所 となるのは、その人自身の価値観にほかなりません。数学の論文を読んだ り

書いた りしている数学者は、いわば、そ こで楽 しく遊んでいる訳ですか ら、「数学 とい

う厳密で美 しい言語を愛するホモ ・ロクエンス」であると同時に、よそ目には、「現実

離れ した世界に遊んでいるホモ ・ルーデンス」でもあることは明 らかです。

近世以後は 「遊ぶ」ことにも人間の本質が見いだされたといっても、数学者 も 「詩

人たち」 も、周 りに衣食住の心配をしてくれる人がいなければ、ホモ ・ルーデンスと

して自分の 「詩」を楽 しんで生きることはできなかったで しょう。無 じ・に遊ぶ子供た

ちのような彼 らを見守 り育ててきたのは、「道具」だけでなく生活に必要なあらゆる物

やサービスを、自らの手で作 り出 してきたホモ ・ファーベルたちで した。歴史上いず

れの時代にも人間社会に役立つ資財 とサービスを提供 してこられた多数のホモ ・ファ

ーベルの方々と、60年 以上にわたって私の最 も身近なホモ ・ファーベルであった妻に、

心か らの感謝を捧げたいと思います。

私が確率論 と歩いたのは、60年 という時間で したが、同時に、　stochastic　process

というプロセスであり、　sample　 pathと いう道で もあ りました。私が1954年 にプリン

ス トンで出会ったマ ッキー ン　(HP.Mckean)と の10年 に及ぶ共同研究 をまとめて、

1965年 に ドイツのシュプリンガーか ら出版した本のタイ トルは、"Di血sion　Pr㏄esses

and　Their　Sample　 Paths"と いうもので した。その間に2人 とも、 日本 とアメリカの

大学を往復 して講義をし、他の問題とも取 り組んでいるのですが、 とにか く2人 で10

年間、同 じ問題を考えていたのです。 しか もその間、一度 も10年 の時間を意識 したこ

とがあ りませんでした。仕事が終わったと感 じた時、気がついたら1(庫が経っていた

のです。

日常のことでは無頓着か性急な慌て者かの、どちらかである私が、自分の研究にお

いては、持久力のある歩み方をすることができたのは、私にそのような環境を用意 し
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end　 the　 war　 as　 promptly　 as　 the　 atomic　 bomb　 did,　 At　 this　 moment,　 no　 one

knows　 how　 the　 war　 will　 end,　 and　 what　 the　 postwar　 period　 will　 be　 like.

　 　 Reading　 this　 letter,　 I　was　 stunned　 because　 I　had　 never　 expected　 my　 theory

to　 be　 used　 in　 an　 "economic　 waビIn　 my　 lifetime,　 I　have　 never　 bought　 any　 stock,

much　 less　 their　 derivatives.　 I　deposit　 money　 only　 in　 an　 ordinary　 bank　 account,

andIhave　 rarely　 even　 had　 afixed　 deposit　 account.　 According　 to　 my　 wife,　 when

there　 was　 a　lot　 of　 difference　 in　 the　 interest　 rates　 between　 ordinary　 and　 fixed

deposits,　 we　 had　 no　 money　 to　 deposit.　 Now　 that　 we　 have　 a　 little　 money,　 the

interests　 rates　 are　 minuscule.　 So　 my　 wife　 says　 that　 it　was　 smart　 that　 we　 paid　 so　 little

attention　 to　 the　 interest　 rates.　 I　began　 writing　 an　 answer　 to　 my　 American　 friend,

pointing　 out　 the　 mistake　 in　 his　 statement　 that　 Japanese　 soldiers　 ate　 blueberries

to　 enhance　 their　 nigh[　 vision.　 I　wrote,　 "what　 they　 ate　 during　 World　 War肛 　 was

lamprey　 eel,　 not　 blueberries."　 Then　 I　realized　 that　 I　was　 writing　 about　 such

nonsense　 compared　 to　 my　 friend's　 lively　 report,　 comparable　 to　 Tolkien's　 tales　 of

the　 Hobbit.　 Instead　 of　 commenting　 on　 blueberries,　 I　decided　 to　 write　 about　 recent

Japanese　 students,

[n　 my　 student　 days,　 excellent　 Japanese　 math　 students　 became

mathematicians,　 just　 as　 in　 the　 US,　 All　 my　 classmates　 became

mathematicians,　 and　 their　 names　 are　 listed　 in　the　 Encyclopedic　 Dictionary

of　Mathematics.　 Today,　 however,　 few　 high　 school　 students　 who　 are　 good

at　math　 specialize　 in　mathematics,　 Gold　 medallists　 in　the　 so-called

Mathematica1　 01ympics,　 for　instance,　 go　 on　 to　study　 medicine　 rather　 than

mathematics.　 I　ofren　 say　 to　my　 friends:　 "Even　 if　you　 can　 solve　 a　given

problem　 quickly,　 this　 does　 not　 mean　 you　 will　become　 a　good　 researcher.

To　 becomeagood　 researcher,　 you　 must　 be　 able　 to　find　your　 own　 problem,

and　 solve　 it　in　your　 original　 way,　 which　 sometimes　 takes　 many　 years.　 To

be　 a　good　 researcher,　 you　 must　 enjoy　 your　 work."　 My　 view　 is　that　young

students　 of　today　 are　 too　 smart　 and　 quick,　 and　 therefore　 have　 never

thought　 about　 a　problem　 for　more　 than　 30　minutes.

　 　 SinceIhad　 never　 seen　 a　"field　 of　financial　 operations,　 where　 the　 It6　Theory

is　used　 as　common　 practice,"　 I　searched　 the　TV　 programs　 by　 going　 through　 the

channels.Icame　 upon　 some　 video　 footage　 ofastock　 exchange　 floor,　and　 sawa
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て下さった多 くの方々の御蔭であることは、いうまでもあ りませんが、もう一つ付け

加えれば、私の父の影響があるか もしれません。父は歴史と漢文の教師で したが、師

範学校時代には運動は万能選手の観あ りといわれ、中でも水泳は観海流の達人で した。

観海流はスピー ドは出 ませんが、遠泳に適 した古式泳法で、10時 間から12時 間かけて

20キ ロを、24時 間かけて40キ ロを泳 ぎきるのです。私の卒業 した旧制神戸中学には、

父のほか数人の観海流の達人がお られ、その指導を受けた私たち卒業生は全員5キ ロ

以上泳げるようになっています。

それは、たぶん、古 き良き時代のホモ ・ルーデンスの道だったので しょう。仕事の

能率や仕事のスピー ドが、これほどまでに要求 される時代にあって、自分の仕事を楽

しみ、自分の仕事に遊び、そ して時に雲を眺めて生きることは不可能か もしれません。

86年 前に漱石の三四郎 を脅か し、60年 前に私を脅か した、東京の、そ して世界の、時

間の進行はます ますスピー ドを上げつつあるのですか ら、ホモ ・ルーデンスを自認す

る 「詩人」が生 きる場所 は、やは り遥かな未来の森の中にしか見出だせないか も知れ

ません。「たぶん、そうか もしれない … 」そうつぶや くと、それが 「確率」だと今

更のように思い ました。　Wahrscheinlichkeitもprobabilityも 日常の言葉です。明日

の天気を予想 し、 自分 を離れて行 く　stray　sheepの 心を付度 し、本当のところは判ら

ないけれど、「そうか もしれない」と思 って、待った り諦めた りして生 きていくのです。

日常の確率の世界はセンチメンタルですが、確率論は違います。確率論の歴史は17

世紀のパスカルとフェルマの往復書簡に始まり、以後、数学的にも哲学的にも多彩な

論争を経て、現代の数学者の主たる関心は、確率の直観的意味や実際的意味にあるの

ではな く、確率 を支配する論理法則あるいは数学理論と、その理論の適用による偶然

現象の理解にあ ります。パスカルについては、私が、1962年にフランスのクレルモン・

フェランで開催 された 「パスカル没後三百年記念国際会議」に招かれて記念講演をし

たことなども、お話 したかったのですが、もう、時間がなくな りました。

時間 と空間の森の小道を彷復いつつ、60年 を確率論と歩いてきた私は、 この原稿を

書 きなが ら、頭の中でもう一度、私の時間を歩 きました。現実には、歩 くことが出来

な くて も、頭の中で歩 くことが出来て幸せで した。私は文字通 り 「考える葦」になっ

たのです。 ご静聴ありがとうございました。
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10t　 of　 computer　 screens　 covering　 the　 walls,　 just　 like　 a　scene　 from　 a　space　 station.

I　saw　 people　 moving　 about　 and　 shouting.　 Even　 though　 I　did　 not皿derstand　 what

they　 were　 doing,　 I　could　 imagine　 that　 they　 must　 be　 making　 many　 important

decisions　 at　 every　 instant,　 referring　 to　 a　huge　 amount　 of　 information.　 I　heard　 that

a　 delay　 of　 three　 minutes,　 or　 even　 three　 seconds　 in　 decision　 making　 could　 cause

a　 loss　 of　 billions,　 or　 even　 trillions　 of　 dollars.　 The　 soldiers　 certainly　 did　 not　 look

like　 to　 have　 suf丘cient　 time　 to　 use　 the　 simulation　 of　 the　 It6　 Theory.　 [　began　 to　 doubt

if　the　 scene　 I　saw　 on　 TV　 really　 represented　 "a　 battlefield　 where　 the　 It6　 Theory　 is

used　 as　 radar."

　 　 Then　 recentlyIreceived　 another　 letter,　 this　 time　 not　 from　 one　 of　 my　 old

American　 friends　 but　 from　 one　 of　 my　 young　 relatives,　 currently　 studying　 financial

engineering　 in　 the　 U.S,　 He　 made　 me　 realize　 how　 naive　 and　 old-fashioned　 I　was　 in

thinking　 thatathree　 second　 delay　 could　 be　 crucia1-in　 fact,　 he　 told　 me　 thata

hundredth　 ofasecond　 could　 count　 just　 as　 in　 the　 speed　 records　 in　 the　 Olympic

Games.　 Now　 it　 seemed　 that　 the　 financial　 warriors　 had　 less　 and　 Iess　 time　 to

expertise　 the　 It6　 Theory.　 Perhaps　 all　of　 them　 have　 already　 internalized　 the　 Theory

in　 their　 brains,　 and　 furthermore,　 can　 simultaneously　 use　 their　 brains,　 hands,　 and

丘ngers.　 Imagining　 young　 people　 gaining　 or　 losing　 billions　 of　 dollars　 in　 a　moment,

my　 old-fashioned　 mind　 recalled　 Ryunosuke　 Akutagawa's　 Toshishun,　 one　 of　 my

favorite　 works　 as　 a　child,

　 　 There　 was　 a　time　 when,　 as　 a　 young　 boy,Iwas　 also　 a　kind　 of　 math　 wizard

in　 my　 hometown,　 someone　 who　 could　 solve　 mathematical　 problems　 faster　 than

anyone　 around.　 So,　 hadI　 not　 become　 a　 mathematician,　 perhapsI　 could　 have

become　 a　 soldier　 of　 the　 economic　 war.　 Armed　 with　 the　 theories　 I　described　 in　 my

two　 earliest　 papers　 of　 1942,Icould　 perhaps　 have　 forecast　 the　 trends　 of　 the　 post-

war　 black　 market　 and　 lived　 in　 luxury　 as　 a　milhonaire,　 or　 I　could　 have　 lost　 my　 entire

fortune　 and　 been　 standing　 by　 the　 Rakuyo　 gate,　 as　 poor　 and　 hungry　 as　 Toshishun,

the　 hero　 of　 Akutagawa's　 nove1.

　 　 AsItold　 you　 earlier　 in　 this　 speech,Iam　 against　 any　 war　 under　 any　 name,

I　would　 now　 like　 to　 include　 the　 "economic　 war."　 As　 I　did　 not　 know　 exactly　 what

"economジwas
,Ilooked　 it　up　 in　 adictionary.　 "Economジis　 de丘ned　 as　 【1]　to　 govern

a　country　 and　 save　 its　 peoPle;　 12]　 actions　 and　 processes　 of　 producing,　 distribu8ng,

and　 consuming　 physical　 properties　 that　 provide　 the　 basis　 for　 community　 life,　 and

social　 relations　 that　 are　 formed　 through　 such　 actions　 processes,　 If　 "economy"

represents　 such　 a　 noble　 concept,　 any　 war　 under　 the　 name　 of　 economy　 must　 be
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stopped　 as　 promptly　 as　 possible,　 and　 economic　 "soldiers"　 should　 be　 returned　 to

the　 mathematics　 classrooms　 in　 their　 hometowns.　 Even　 if　these　 soldiers　 are

volunteers,　 they　 should　 leave　 the　 battle丘eld　 and　 return　 home
,　like　 Toshishun,　 who

finally　 returned　 home　 after　 a　dangerous　 and　 speculative　 life .

　 　 　 Each　 person　 goes　 his　 or　her　 way　 as　time　 passes,　 constantly　 influenced　 by

random　 incidents.　 In　which　 direction　 a　person　 goes　 is　determined　 by　 his　 set　of

values.　 Since　 mathematicians　 have　 f皿reading　 and　 writing　 mathematical　 papers ,

出ey　 are　Homo　 ludens　 (people　 who　 play)　 as　well　 as　Homo　 loquens　 (people　 who　 have

a　language).

　 　 　 Even　 though　 "play"　 is　now　 recognized　 as　 essential　 for　 human　 beings,

mathematicians　 and　 artists　 would　 not　 be　 able　 to　enjoy　 their　 poetic　 lives,　 were　 it

not　 for　Homo　 ja6er,　 who　 produces　 not　only　 tools,　 but　 also　 provide　 for　the　 everyday

necessitiesＬt　 is　Homo　 fa6er　 that　 has　 supported　 mathematicians　 and　 poets

throughout　 human　 history.　 Iwould　 like　 to　take　 this　 opport皿ity　 to　express　 my

appreciation　 to正fomo　 /aber,　 who　 has　 supplied　 various　 daily　 necessities　 and　 services

for　human　 societies,　 and　 my　 deepest　 thanks　 to　my　 wife,　 who　 has　 supported　 me

for　over　 60　years　 as　my　 closest　 Homoプ 励eκ

　 　　 Fo「 　60　 years　 I　have　 walked　 along　 the　 path　 of　probability　 theory‐the　 path

of　"stochastic　 processes"　 and　 "sample　 paths."　 Together　 with　 H.　 R　McKean ,　whom

I　first　met　 in　Princeton　 in　1954,　 I　published　 D励sioκProcesses　 and　 Their　 S¢ 〃:ple

Paths　 in　1965　 from　 Springer　 Verlag　 in　Germany.　 McKean　 and　 I　spent　 more　 than

ten　 years　 to　complete　 this　 book.　 During　 this　decade ,　both　 of　us　shuttled　 between

American　 and　 Japanese　 universities　 to　give　 lectures,　 and　 did　 various　 other　 work ,

but　 throughout　 the　 decade,　 we　 were　 grappling　 with　 the　 same　 problem .　While　 we

were　 working　 on　 this　problem,　 however,　 we　 never　 realized　 the　 time　 passing　 by ,

Only　 when　 the　 work　 was　 over　 did　 we　 realize　 that　 a　decade　 had　 passed .

　 　 Since　 I　have　 always　 been　 either　 impetuous　 or　absent-minded　 in　daily　 life,　it

seems　 almost　 miraculous　 that　 I　could　 carry　 out　 my　 research　 with　 care　 and

persistence　 during　 these　 six　decades.　 Of　 course,　 it　is　mainly　 due　 to　those　 who

provided　 me　 with　 the　wonderfUI　 research　 environment　 over　 the　years,　 but　 there　 may

also　be　some　 influence　 f「om　 my　 father.　 My　 father　 was　 a　high　 school　 teacher,　 but　 he

was　 also　 a　long・distance　 swimming　 champion.　 In　his　youth　 he　 often　 took　 part　 in

long・distance　 ocean　 swimming　 competitions,　 covering　 more　 than　 20　kilometers　 in

10　to　12　hours,　 or　more　 than　 40　kilometers　 in　24　h卯rs.　 My　 classmates　 and　 I　also

learned　 long-distance　 swimming　 in　junior　 high　 schoo1,　 and　 by　 the　time　 we　 graduated
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even　 the　 least　 athletic　 of　 us　 could　 easily　 swim　 over　 5　 kilometers,

　 　 This　 must　 have　 been　 so・called　 the　 good　 old　 leisurely　 days　 of　 the　 Homo　 ludens,

when　 society　 permitted　 us　 to　 play　 and　 swim　 slowly　 but　 surely,　 covering　 huge

distances.　 Today's　 society　 commands　 us　 to　 work　 and　 swim　 with　 high　 ef5ciency　 and

speed.　 Perhaps　 mathematicians　 nowadays　 are　 not　 permitted　 to　 ponder　 over　 a　 single

mathematical　 problem　 for　 a　long廿me,　 watching　 clouds　 noadng　 high　 in　 the　 sky,　 The

speed　 of　Tokyo,　 which　 surprised　 Sanshiro　 86　 years　 ago,　 and　 astonished　 me　 60　 years

ago,　 condnues　 to　 accelerate.　 Maybe　 poets　 and　 Homa　 ludens　 can五nd　 their　 true　 place

only　 in　 a　 forest　 20,000　 years　 from　 now.　 Saying　 to　 myself,　 "It　 may　 be　 so.　 Yes,

probably,"　 I　 realized　 that　 this　 was　 "probability."　 The　 term　 "probability"　 or

`Wahsscheinlichk〃'　 in　 German　 is　 commonly　 used　 in　 our　 daily　 lives
,　When　 we

forecast　 tomorrow's　 weather,　 or　 try　 to　 figure　 out　 what　 is　 in　 the　 mind　 ofastray

sheep,　 we　 do　 not　 know　 the　 truth,　 but　 we　 live　 on　 saying　 ``Probably."

　 　 　Such　 probability　 aspects　 in　 our　 daily　 lives　 contain　 some　 sentimentalism.

Probability　 theory,　 however,　 is　 not　 sentimentaL　 The　 history　 of　 probability　 theory

originated　 in　 the　 correspondence　 between　 Pascal　 and　 Fermat　 in　 the　 17th　 century,

and　 ever　 since　 then　 until　 the　 19th　 century　 there　 had　 been　 various　 disputes　 about

the　 real　 meaning　 of　 probability,　 some　 of　 which　 were　 more　 philosophical　 than

mathematica1.　 Nowadays,　 however,　 the　 major　 concern　 of　 mathematicians　 is　 with

laws　 of　 logic,　 that　 is,　 mathematical　 theorems　 that　 govern　 probability,　 and　 their

applications　 to　 understand　 random　 phenomena.

　 　 　 I　 wish　 l　 could　 go　 on　 talking　 about　 Pascal,　 for　 I　 was　 invited　 to　 give　 a

commemorative　 lecture　 at　 the　 Mathematical　 Colloquium　 on　 the　 Tricentenary　 of

the　 Death　 of　 Blaise　 Pascal　 in　 Clermont-Ferrand,　 France　 in　 1962,　 I　had　 hoped　 to

share　 with　 you　 some　 of　 my　 thoughts　 on　 these　 matters,　 but　 I　am　 afraid　 I　am　 running

out　 of　 time.　 Writing　 the　 dra貨of　 this　 speech,Irevaced　 the　 path　 along　 whichIhave

walked　 with　 probability　 theory　 over　 the　 past　 60　 years,　 while　 I　often　 wandered　 into

the　 forest　 of　 time　 and　 space.　 AlthoughIcan　 never　 walk　 along　 the　 same　 pa出again,

Iam　 happy　 thatIwas　 able　 to　 trace　 the　 path　 in　 my　 mind.【have　 becomea"thinking

reed,"

Thank　 you　 very　 much　 for　your　 kind　 attention.
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