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第 1章　学問が
マテマティックス
数 学となる

1　数学と創造的精神

数学は計算や証明だけの学問ではない　最近は数学ブームなどとい
われて，世間一般の数学に対する関心はずいぶん高くなった。それと
いうのが，数学の応用が従来のような自然科学の方面だけに止まらな
くなって，数学人口が格段に増したためてあろう。
しかしながら，それでは数学への理解や親しみが昔よりずっと深まっ
たかというと，この方は多少怪しいような気がする。人びとの関心は，
出来上がった数学を手取り早く理解したり，利用したりという方向に
集まっていて，そのような理論なり応用なりを開拓した数学的精神の
方までは，なかなか及んでこないのが普通である。
こういったからといって，それでは数学とは何か，特に数学的精神
とは何か，などとひらき直られては困る。このような質問は容易に答
えられるものでもないし，第一ここには誰もが納得する答などありそ
うにないからである。もちろんこの書物自身は，筆者のこの問題に対
する一つの答案になるであろう。しかしそれとても，ありうべき多く
の答の一つに過ぎない。むしろ，読者自身がこの問題を自分に向けら
れた問として，自分なりの答案を試みられてはどうであろうか。以下
の話がそのための一つの参考になれば幸いである。
数学は多くの場合，計算や作図や証明の学問と思われている。もち
ろんこれは誤りではないが，数学をそれだけの学問とすることは，実
は大変な誤りである。もっとも，小学校から高校・大学までの間で，数
学に計算や証明以上の重大な意味があるなどと教えられる機会は，ほ
とんどないであろう。そこで話はまずこの辺から始めようと思う。
今ここで考えている“数学”とは，今日われわれが教わっている西
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洋伝来の数学のことであるが，これは決して計算や証明などだけをこ
ととする，限られた性格の学問ではない。これはもっと多面的で創造
的で，科学技術とのつながりはもとより，哲学や思想や芸術などとも
深い交渉をもち，人類の文化史に深く根を下ろした極めて壮大な学問
である。むしろ，数学は今日の西欧文明を

つちか
培ってきた根本的要素の一

つであって，もし西欧文明とは何かというような問題を歴史的に考え
るときには，キリスト教の思想などとならべて，必ず考慮しなくては
ならぬ大きい思想の流れでさえあるのである。
こんないい方をすると，数学者が大風呂敷を拡げて我田引水をやっ
ている，と考えられる読者もあるかもしれない。しかし上のような主
張をするのは，どちらかといえば文化史家や哲学者の方であって，数
学者には

かえ
却ってそれほどの意識のない人が少なくない。これが筆者の

単なるひとりよがりではないということの説明こそ，以下の話の中心
眼目の一つなのである。
数学は何を創造したか？
この質問に対して第一に挙げるべき項目は，論理的な学問体系の創
造ということであろう。これが数学の創造物といえるかどうかには問
題の余地もあるかもしれないが，ともかく紀元前 3世紀頃に書かれた
というユークリッドの『（幾何学）原論』（以下『原論』と呼ぶ。第 2章参
照）は，恐らく人類が最初に創造した論理的学問体系であり，しかも
たとえ今日までとはいわぬにせよ，少なくとも 17世紀までの約二千
年にわたって，学問的叙述のための手本の地位を守ったものでもあっ
た。われわれは第 2章で，この論理的学問体系の創造にまつわる話を
しよう。
第二には，今日われわれが常用している十進記数法の創造を挙げる。
人間のもつ数概念が生まれつきのものかどうかは別として，少なくと
も数を記号で表わしたり，それを使って計算したりすることは，人間
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に生まれつきそなわったものではない。だからこそわれわれは小学校
以来これを習ってきたのである。この今日の記数法の創造物語が第 3

章の主題である。
第三には，中学の代数学にも顔を出すところの記号法の創造を挙げ
る。これが単なる略記計算法などとは根本的に違うという一つの例を，
われわれは第 4章で述べるであろう。
しかし記号法の真の影響は，更に大規模なある創造につらなってい
る。それは他でもない，微分積分学という記号法的数学であるが，こ
の問題の周辺には，ルネサンス以来の，宇宙観の革命から，空間と時
間，無限と連続，力と運動など，さまざまの問題が渦を巻いて，20世
紀の今日にまで及んでいる。しかも意外なことに，この微分積分学形
成史の本格的研究は，比較的最近にようやく進みはじめたところなの
である。ともすれば固化して古びたものと思われがちな数学史の世界
に，そのように新しくかつ雄大な動きのあることを伝えるのが，第 5，
第 6 章の目的である。
微分積分学形成の問題は実は数学的自然科学の創造と相伴ってお
こっている。現在では数学と自然科学とは親戚のように考えられてお
り，科学者や工学者の中には数学を科学技術の手段としか見ていない人
もあるようである。数学が好きだから理科方面へ進むといっても，人
は少しもおかしいと思わないし，そもそも日本の大学の数学科は例外
なく理工系の学部に所属している1)。
しかし実をいえば，自然の研究に今日のような仕方で数学を使うと
いう考えは，太古以来あったものではなく，ある時代に人類が創造し
た革命的な思想なのである。ルネサンスから 17世紀にかけて，人類
は文字通り血を流してこの思想を闘いとった。そして数学的精神はそ

1) 歴史の古い西欧の大学には，数学科が哲学部や文学部に所属している例もないわ
けではない。別にそれがよいというのではないが。
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のときの一つの推進力であった。このような観点からすると，数学を
科学技術の手段としてのみ見る意見は，数学を極めて狭いものにして
しまうものであって，まちがった，あるいはむしろ危険な考えである。
実はこの自然科学形成の問題をはじめ，論理的学問体系の創造でも，
記数法や記号法の創造でも，空間論，無限論その他もろもろの数学的
理論の形成でも，多くの場合，数学というものがまずできていて，そ
れが論理的学問体系なり，記号法なり，無限論なりを

つく
創るのではある

まい。過去に創造された数学はあくまで手本であって，むしろそのよ
うな体系を生み，方法を生み，理論を生むごとに，その苦闘の中から
新しい一つの“数学”が誕生するというべきではないか。
少し気取ったいい方をすれば，数学は何を創造したかではなくて，数
学はいかに

みずか
自らを創造したかが問題なのである。長い目で見たときの

数学の仕事は，決まりきった軌道の上でその歩みを進めることではな
く，非数学の領域の中に，新たに“数学”の名に価する軌道を

ひら
拓くこ

とだといえるかもしれない。その場合“数学”とは実にその奔放な創
造の底に横たわるあるものである。世界の根底には数や式で表わされ
るある理法があって，しかもそれは理性ある人ならば本来誰にでも

とら
捉

えられるそのような信念こそあらゆる“数学”に共通な一つの根本的
精神のように思われるのである。われわれは後に，このような数理思
想が，古代ギリシャのプラトン学派またはその周辺に迄

さかの
遡ぼりうるこ

とを，しばしば述べるはずである1)。
話が少し大げさになったが，ここでもう一つ，新しい軌道の創造は
今でも忘れられていない，というよりも，むしろ盛んに行なわれてい
るという事実を付け加える。
誰もが一応は想像するであろうように，偶然ということはもともと
は反数学的世界のものであった筈である。しかしそこに確率論という
1) 第 2章 3節の話を頭において，“その周辺”などと断わったが，今後は簡単に“プ
ラトンの数理思想”と呼ぶ場合も少なくない。
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一つの新しい“数学”が創造され，それが自然科学にも社会科学にも，
数多くのしかも本質的な影響を与えていることは，今日ではすでに広
く知られている。最近の数学はこの勢にのって，経済理論，社会学，心
理学などと，さまざまの非自然科学的領域に進出を始めている。O. R.

の数学，シミュレーション・メソードなどはその手近な例であるが，こ
のような問題に数学を適用するという考えは，これも決して太古から
あったものではなく，20世紀現在の人類が行なっている一つの数学的
創造に他ならないであろう。
数学史は一つの学問の歴史であるか？
数学について前のような広い見方をしていると，そもそも大昔から
今日まで，「数学」という一つの名で呼び通せるほど一貫した学問の
歴史が，本当にあったのかしらと思い直してみたくなることがある。
普通，数学史の書物のはじめには，

たと
例えば「エジプトの数学」など

という章があって，そこでは今われわれが数学的知識と呼んでいるも
の，すなわち数や図形に関する知識の断片が

とりあつか
取扱われている。しかし

古代エジプト人はそれらの知識を一つにまとめて，それを一つの“数
学”と認めていたものかどうか。考えてみると，われわれの数学が単
に“数の学”でなくて，“図形の学”でも“記号の学”でもあるとい
うこと自身，奇妙といえば奇妙ではないか。このような数学の概念が，
今から何千年も前のエジプトにあったとは到底思えないのである。
ほぼ同じ頃の「メソポタミアの数学」についても事情はさほど変わ
らないであろう。この地方の数学はエジプトより進んでいたらしい上，
後で述べるギリシャ数学への影響も極めて大きかったことが次第に
判ってきているので，詳細に見ると多くの問題があるかもしれないが，
その“数学”が現在の数学を，その基本精神もろともに，そのまま小
さくした形であろうとはまず考えられない。
いったい，昔の数学と今の数学とを同じ“数学”の名で呼ぶことは，
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本当に許されてよいことなのであろうか？ しかも考えてみると，こ
の

とい
問を克服しないことには，「数学の歴史」というもの自身，その意

味を確定しかねるのである。
幸いなことに，このような不安は「ギリシャの数学」を

ひもと
繙くときに

なると，大幅に軽減される。今日の数学と極めて近い数学がそこには
じめて見出されるからであるが，同時にその背後には前にプラトン的
数理思想と呼んだものが何となくただよっていて，それが 20世紀の
われわれにも多少の共感を呼ぶのではないかと思われる。
もっとも，これで数学という概念がすっかり出来上がったと見るの
は問題で，筆者はこれを，いわば数学の卵が数学の幼虫に変わったよう
なものと考えたい。数学はこの先さらに脱皮し

メタモルフォーゼ
変　態しなくてはなら

ないが，ともかく卵の時とちがって，成虫の面影がすでにその体形から
見とられるのである。この先 25世紀も 30世紀もありうる以上，20世
紀の数学を成虫にたとえてよいかどうかは解らないけれども，である。
このように“数学”の一貫性を疑ってかかったりするのは，異を好
む説と見られるかもしれない。しかしここで筆者が試みたいのは，古
来いろいろな時代のいろいろな性格の“数学”について，それぞれの
個性をできるだけありのままに見て，できるだけ広くかつ柔軟な数学
像を描こうということである。“数学”をこれこれのものと頭からき
めてかかることは，前に科学技術との関係で述べたように，数学の今
後の歩みのためにも取りたくない。数学史とは，できれぱわれわれ 20

世紀人が，その世界観の奥深く持つさまざまの先入観念を，われわれ
に教え，克服させるきっかけになるものであってほしい。そしてそれ
こそが

かがみ
鑑としての歴史のもつ一つの大きい役割ではないか。

2　ギリシャの
マテマタ
数学

数学のことを英語で �mathematics� というが，この英語の語源はギ
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リシャ語の
マ テ ー マ タ
μαθηματα で，本来は“学ばれるべきこと”の複数，いわ

ば“諸学問”というような意味である。一般的な“学問”を指してい
た言葉が，今日“数学”のような特定の学問のために使われるように
なったというのは，考えてみるとおもしろいことであるが，ここには
実際に一つの興味深い歴史が潜んでいる。しばらく数学という言葉を
できるだけ避けて話を進めてみよう。むしろ学問が数学の意味に落ち
ついたら，そこでこの章の話を終えようというつもりである。
万物は数である　ピタゴラスの定理などで名高いピタゴラスは半ば
伝説的人物であって，エジプトやクレタ島に学んだ後，南イタリアの
クロトンに学校を開いたといわれている。紀元前 5世紀のことである。
学校とはいっても霊魂不滅を説く一種の宗教団体であり，当時の状況
からして恐らくは一つの政治勢力でもあったのであろう。
この学園では魂の浄化に到る道として，音楽・天文・幾何・数論の
四つの

マテマタ
学問が課せられ，「万物は数である」という原理が信じられてい

たといわれている。これらのことを伝える史料は極めて貧弱曖昧であ
るが，ともかく当時，数や図形の研究が，商業的必要を

はる
遙かに超えた

形で，恐らく宗教上の目的によって行なわれていたことは事実であろ
う。

さき
先にプラトンの数理思想と呼んだものの更に原型として，このピ

タゴラス学派の宗教的学問の影響は（学者によってその評価に程度の差こ
そあれ）大きいものとしなければならない。
この学派が“音楽”を重んじたのは，その宗教的傾向から見てうなず
けることであるらしい。実際，それは狂宴のような祭典を伴う宗教で
あった。してみると“音楽”はいわば神に入る道だったのである。さ
らに音楽にはリズムとか，音の調和を生む弦の長さの比とかという“数
論”的要素があるから，“数論”もまたその宗教的目的に奉仕すると
されたのかもしれない。「万物は数である」とはこのような事情を指
したものだったのであろうか。
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実は，このような意見のある一方で，どちらかといえばこの学派に
対してきびしい見方もある。正直なところ，ピタゴラスの定理の発見
は恐らくピタゴラスより千年も前のメソポタミアでのことであり，一
方その証明の方はピタゴラスより大分後代のことであるらしい。「万
物は数である」にしても，それが万物の根底に数理的秩序があるとい
う主張だと解釈できるのは，もう少し後の時代のことで，上の言葉な
ども単に「何事にも数が考えられる」というほどのことであったのか
もしれない。
あるいはまたいわゆるピタゴラス学派とは，エジプトやメソポタミ
ア，特に恐らく後者から，測量術や計算術や天文暦法の術をギリシャ
に移入した一群の人たちに，後世が与えた名であるようなこともない
とはいえない。われわれが第 2章で取り扱ういわゆるピタゴラス学派
は，それがたとえそのような後世の呼び名であるとしても，特に困る
ことはないはずであるが，いずれにせよ一切は余りに古くまた余りに
とぼ
乏しいのである。
伝承によると紀元前 5世紀のはじめ，ピタゴラスの学園は政治的闘
争にからんで解散させられ，その学派の人びとはギリシャのあちこち
に散って，彼らの教えを広めたといわれ，次に述べるプラトンの学園
でも，新しい論理的な数学の形成に協力した数人の有名な学者たちが，
ピタゴラス学派の仲間であったともいわれている。たしかにピタゴラ
スからプラトンへの時代の間に何かが起こったのであろう。けれども
ここでもわれわれは格別の証拠をもってはいない。大切なこと，それ
はこのような動きの中から，理論的学問の体系が生まれてきて，やがて
西欧文化の一つの運命のようになっていったという事実の方であろう。
幾何学を知らざるものこの門を入るべからず　古代史もプラトンま
で来るとずいぶんはっきりする。この学派は時代と共に消長こそあっ
たが，全体として伝統を絶やさなかったため，残された写本などの数
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も多かったのである。プラトンを過ぎてしばらくすると，歴史は再び
薄明の中に閉されてしまう。
プラトンはいうまでもなくソクラテスの弟子で，紀元前 368年に学
園アカデメイアをアテナイの郊外に開いた。それは学校であり，研究
所であり，また政治家や法律家を養成する政治勢力でもあったようで
ある。この学園はギリシャ滅亡の後も長らくアテナイにあり，最後に
東ローマ皇帝ユスティニアヌスの異教排斥政策のために閉鎖されたが，
それは実に開校から 900年を経た 529年のことであった。ただしその
学問的活動の頂点は，開校当時の半世紀に足りない年月の中に見出さ
れる。
アカデメイアの入口に「幾何学を知らざるもの，この門を入るべか
らず」と書いてあったという伝説は有名である。この話の源は今のと
ころ 12世紀のアラビアの学者の著書でしかないが，それでも決して
見当違いの言葉ではない。別に「神は幾何学者である」というプラト
ンの言葉もよく知られているが，実際，ピタゴラス学派以来の四つの
学問，特に幾何や数論において当時展開されていた学問的方法は，深
くプラトン哲学の根底につながっていたのであって，われわれは第 2

章でこの問題を詳しくとり上げるであろう。
そういえば“

マテマタ
学問”という言葉が，もっぱら例の音楽・天文・幾何・

数論のことを指すようになり，この四科を修める人を呼ぶ“マテマティ
コス（数学者）”という言葉が出来たのも，ほぼここに始まり次の時代
のアリストテレスの学園で決定的になったものとされている。
この四科一括のことなども，あるいは四科に共通なある根本的な性
質，

たと
例えば世界の数的秩序といったようなものが，そこに認められた

ことを示すのかもしれない。しかもこういう推測はプラトンの哲学の
場合，必ずしも無理なことではない。一般に世界の奥底に数学的な秩
序を見出し，学問らしい学問は，ほとんどつねに

マテマティカル
数学的な形をとる，と
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いう傾向は，確かに西欧における学問的伝統の特色の一つであって，明
治以前のわが国にあった東洋的学問の伝統とは明確な差を示している
が，その原型は恐らくプラトンの学園（ないしその周辺）において最初
にはぐくまれたであろうといわれている（6頁，第 2章第 3節参照。また
下村寅太郎『科学史の哲学』，ラッセル『西洋哲学史」上などを参照）。
もっとも，プラトン主義の伝統は古代・中世を通じて連綿と伝わっ
ていたにもかかわらず，数的秩序を

うんぬん
云々するこの思想はルネサンス以

前にはずっと見失われており，ルネサンスにおけるプラトン再発見と
いう形を通してはじめて西欧に復活したということである。上記の西
欧的学問の伝統も直接にはここに始まるのであるが，第 5章，第 6章
で述べる数学的発展の底には，この思想の復活の影響が確かに認めら
れるのである。
学園ムサイオンの運命
プラトンの少し後の時代，前 4世紀の末から前 3世紀にかけて，学
問の中心はナイル河口の新興都市アレキサンドレィアに移り，時の為
政者の後援もあってそこで一つの黄金時代を迎える。これは学問には
お金をかけよということの見本のような時代の一つである。数学的学
問の範囲だけでもユークリッド（エウクレイデス）の「原論』，アルキメ
デスの求積法その他多方面での独創的な諸業績，アポロニオスの『円
錐曲線論』など，これらは直ちに 17世紀につながるばかりでなく，も
のによっては現代数学と比べてもさほど見おとりのしないような，極
めて高度の数学である。
この輝かしい伝統がどうして急に亡んでしまったのか。数学史家
ヴァン・デァ・ウァルデンはこの理由を

お
推して，当時は今日のような

記号法がなく，伝承は口で語り手ずから図を描いて行なわれるだけで
あったため，一たび伝承が絶えたら，もうその復元は不可能に近かっ
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たという説をたてている1)。説得力のある説と思われるが，今はその
方面には立入らない。むしろここで伝承の断絶についてすぐに思い浮
ぶのはアレキサンドレィアの大図書館の焼失である。
アレキサンドレィアの地は昔から交通の要衝であったが，アレキサ
ンドロス大王の遠征の後，前 4世紀のころからは，学芸の神ムサの神
殿を中心とした学園ムサイオンをはじめ，大小の図書館が建設されて，
最盛期の蔵書数は 70万とも称された。
これらの蔵書はすべてパピルスという一種の紙の上に，あるいは写
字生の手で写本され，あるいは学園卒業生の手で筆写・献本されたも
のという。パピルスの原料はナイル河畔に産する

あし
葦であって，このこ

とと大学園都市がそこに建設されたことは無縁ではあるまい。パピル
スの産出量など細かいことはよく解らないが，もともとギリシャには
蔵書の習慣はなかったらしく，アレキサンドレィア以外の目ぼしい図
書館としては，ペルガモン，アンティオキアなど極めて少数のものだ
けであったといわれている。（ケニオン『古代の書物』岩波新書）
このようにかげがえのなかったこのアレキサンドレィアの文化財は，
まず紀元前 48年カエサルの軍隊の失火で焼かれ，ペルガモンなどか
ら本を移した後にまた度々の破壊を受けた。要するに集めてはこわし，
集めてはこわしたと思えばよい。時代は既にローマ時代で，社会的雰
囲気は異教文化にきびしくなる一方である。破壊は 4世紀の終わりま
でには完了していたらしい。642年のアラビア人進駐のときには，も
う破壊するほどのものは残っていなかったという。アラビア人が図書
館を最後的に破壊したという説については，これを誰がつくり上げた
かまで調べ上げられているようである2)。
粘土板とパピルス

1) B. L. van der Waerden : Science Awakening（英訳本），1954, chap VIII.
2) 大英百科事典第 11版，Alexandriaの項参照。
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アレキサンドレィアにおける文化の興隆と衰退とについて述べた機
会に，少し脇道になるが，古代数学史に関する史料のことに少し触れ
ておこう。
実は年代の古さの割にかなりはっきりしたことの解っているのは，メ
ソポタミアの状況である。この地方は今日のイラクの

あた
辺りで，チグリ

スとエウフラテスの二つの河にはさまれ，世界における四大古代文明
の一つである。この地に住んだシュメル人は紀元前四千年の頃に既に
文字を知っていたといわれる。典型的なのは粘土板に彫られた

くさびがた
楔形

文字であるが，これは完全といえる迄に解読されていて，その高い文
化のあとが次第に明らかにされつつある。いわゆる“数学”的業績の
解明にしても，従来ギリシャ起源であると思われていたことの相当な
部分が，メソポタミアからの伝来であったことが確かめられている1)。
これが僅か最近 30～40年のことであって，この先，発掘や研究が進
んでゆくと，古代“数学”史全体が根本的に書き改められるような事
態も，起こらぬとはいえない。
メソポタミアの“数学”的業績がこのような再評価を受けている背
後には，その史料が保存に耐える粘土板であったという事実が大きく
作用していよう。われわれはここで再び，アレキサンドレィアの猛火
に焼かれた

ぼうだい
厖大なパピルスの山を思わないわけにはゆかない。

実をいうと，ギリシャにおける根本的史料の失われた責任を，アレ
キサンドレィアの図書館の焼失だけのせいにするのは多少行き過ぎで
あって，パピルス自身がその耐久力の故に，何百年かの間には書き変
えて保存されるべきものであるらしい（ケニオン著『古代の書物」）。そこ
で学問的伝統が絶えると，そのような筆写保存ができなくなって，消
失の速度も加わるという事情などもあったようである。しかしともか
くその保存の現状は極度に貧弱であるという他ない。古代の書物その
1) O. ノイゲバウアたちの努力による。なお第 2章参照。
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ものが残っていないのは致し方なしとして，原典ができてから千年以
内に作られた写本という程度のものでも，目ぼしい書物に対しては皆
無に等しい。しかも書名だけ伝わって内容に何の手懸りもないという
書物は，さらにそれ以上に多いのである。
この結果，ギリシャ“数学”に関するわれわれの知識は，事実上，少
数の断片的史料とそれらを縦横に結ぶ推測の網とからなっている。3

世紀のパッボスの『数学論集』八巻が最もまとまっていて，これ以前
の業績の多くはこの書以外には見られない。もちろんこれだけが史料
なのではないが，少し強くいえば，今日いうところのギリシャ“数学”
史とは，主として 19世紀の優れた数学史家たちが，前述のようにし
て描き上げたそのような像の一つに他ならない。“数学”という言葉
の内容自体に，すでに 19世紀当時の“数学”像が影をおとしている
はずであるし，そのあるものは今となっては改修を要するかもしれな
いのである。先人の残してくれた古代“数学”史の像の中から，何が
確実な史実であり，何が修正されるべき推測であるかを

み き わ
見極め，より

客観的な古代史を再現してゆく仕事は，実に今後のわれわれ 20世紀
人に残された一つの課題なのである。

3　中世の
クワドリヴィウム
四　科・近世の

マテマティックス
数　学

学問が
クワドリヴィウム
四　科 となる　

マテマタ
学問から

マテマティックス
数　学までの話が少々脱線した

ので，ここでもう一度この話にもどそう。
ローマ帝国がその最盛期を過ぎ，ゲルマン人の大移動のあふりで西
ローマ帝国が滅亡する 476年の前後から，ギリシャの学問は再び少し
息を吹き返す。もっともピタゴラス―プラトンの学風は，古代世界を
見えがくれにずっと底流していたのであるけれども，古代から中世へ
の境界というべきこの時代になって，ギリシャ的学問の復活が幾分顕
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著になるのである。
もちろんプラトン学派の数学を重んずる精神が，どこまで復活した
かという点はかなり怪しい。しかし

たと
例えば例のピタゴラス以来の四つ

の学問などが，改めて“
クワドリヴィウム
四　科quadrivium”と呼ばれて，文法，修辞，

論理を含む“
トリヴィウム
三 科trivium”と共に，中世の僧院におけるいわゆる“自

由学芸 artes librales”を構成するようになるのである。
“四科”や“三科”が中世の僧院組織の中で固定されたのは，6世
紀の東ゴート国（イタリア）の学僧政治家ボエティウスとカッシオドロ
スたちの頃のことであるらしい。ボエティウスには，ユークリッドの
『原論』のほんの一部を証明ぬきで紹介した『幾何学1)』と，2世紀頃
の新ピタゴラス学派のニコマコスの『数論』を抄出した『数論』など
の著書があり，これらは 12世紀ごろまで，僧院における伝統的教科
書であったという。
もとよりそれらは『原論」の体系とは似ても似つかぬ貧弱なもので
あったが，この後 600年にわたるこの伝統の力を無視することはでき
ない。何といっても当時の文化の中心は僧院であり，そのあるものは
今日の西欧の古い大学の母胎になっているのである。いくら役に立た
ぬといわれようと嫌われようと，学校といえば幾何や数論がついてま
わるのは，第 2章第 2節で述べるような本質的な問題もさることなが
ら，この辺にその伝統の直接の起源をもっているのかもしれない。
もちろん，たびたびいうように，ピタゴラス―プラトンから，この西
欧中世にかけての

マテマタ
学問が，すべて今日の数学の前身であるというので

はない。むしろ両者は完全に異質であるといいきる方がよいので，四
科の数論や天文などといっても数占いや占星術や，せいぜい数の哲学
という位のところと見る方が当っていよう。今日の数学はむしろこの
ような学問を否定し，これを踏みこえたところから生まれてくるので
1) 偽書という説もある
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ある。
アラビア人は西欧文化の継父である　ギリシャの“

マテマタ
数学”を今日の

われわれに伝えたのは，現在の西欧人の直接の祖先ではなく，7世紀
に起こって急激に文化の花を開いた後，十字軍や元の侵入によって亡
んだ東西サラセン王国，つまり現在のアラビアの民である。
アレキサンドレィアの興亡の最後の段階にアラビア人が登場したこ
とは，既に上でも触れたが，他ならぬこのアラビア人が，やがてギリ
シャ文明を西欧世界に伝え，

つい
遂には西欧文明に対する継父と呼ばれる

ようになる。この間の文化的進展は極めて急激であって，筆者などに
は 19世紀後半以来の日本の興隆などがわずかにこれと比較できるも
ののように思われる。
アラビア人のアレキサンドレィア侵入の当時，そこに残されていた
僅かのギリシャ文献は，逃れて東ローマ帝国の首都ビザンチゥム（コ
ンスタンティノボリス）に移され，そこでひそかに復活の日を待ったの
であるが，一方アラビア人のギリシャ的学問に対する関心の方も 8世
紀頃から次第に高まった。すなわち，彼らは残されたギリシャ文献を
次々とアラビア語に訳したのであって，西欧思潮においてプラトン主
義と並ぶもう一つの大きい潮流であるアリストテレス主義を，西欧の
地に伝えたのも，そしてまたわれわれのユークリッドの『原論』を伝
えたのも，他ならぬこのアラビアの民だったのである。
学術語を全くもたなかった彼らが，この仕事のために行なった努力
は極めて大きいものだったであろう。これに比べれば，徳川末期の蘭
学者の努力さえかなり小さいものと思われる。ともかく当時の日本に
は漢学などの高い文化の素地があったけれども，アラビアにはそれさ
えなかったからである。（ただし，文化の高いペルシャの民の貢献を忘れ
てはならない。）
アラビア人が自分の文化の中に採り入れたのは，決してギリシャ文
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化の遺産だけではなかった。彼らはそれと共に，古来インドに育って
いた別個の文化，ギリシャ的学問とはかなり本質的な違いをもった一
連の知識に触れて，それらをもまた自らの中に吸収していった。その
中にインド独特の医術などと並んで，数の知識や図形の知識，特に現
在毎日使われているインド式記数法，いわゆる“零の発見”なども含
まれていたのである。
やがて西欧の人びとは，十字軍の遠征などをきっかけとしてこの高い
アラビア文明に触れた。彼らはサラセンの都に留学し，アラビア語の
書物を通じて古い東西の文明に目覚めていった。ユークリッドの『原
論』にしても，インド式記数法にしても，もとはといえば，このよう
なアラビア経由の形で西欧に伝えられたのであって，『原論」の最初
のラテン語本などもアラビア訳からの重訳に他ならなかった。
こうしてプラトン以来の，特に今われわれが追跡しているギリシャ
的数学は，アラビア文化の　・る・つ・ぼ　の中で，自分とは異質の，数・図形
的知識と出会ったのであるが，この次の時代のルネサンスから 17世
紀にかけて，その　・る・つ・ぼ　の中から次第に一つの新しい学問が形をなし
てくる。それこそが今日のわれわれの

マテマティクス
数 学 の直接の祖先であると

いえよう。
ここでまた脇道に入るようであるが，アラビアにおける学問芸術の
勃興について少々触れておきたい。これは今日のわれわれにとっても，
必ずしも無縁のこととは思えないからである,

アラビア文化の消長を見るとき，先進文化に対する上記のような翻
訳，吸収の世紀が先ずあり，これが 1世紀余りも続いた後に，おもむ
ろに創造的な時代が現われている。後に第 4章で触れるオマル・カイ
ヤームなどは後者の例であるが，ともかく，少し前迄，模倣性ばかり
強くて独創性なしなどといわれ，自分でも多少その気になっていたら
しい日本人にとって，このように悠々たる先例を見ることはずいぶん
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心強いことではないか。
もっとも，当時のアラビアと現代の日本との間には，実は相当な違
いがあって，両者の時代的背景の決定的な差もさることながら，アラ
ビア学芸の発展の背後には，代々の教王の絶大な援助のあったことを
十分評価しなくてはならない。それはアレキサンドレィヤの学園建設
に対するプトレマイオス王朝の場合と並ぶ，まことに壮大な国家的事
業であって，それらの意図がどこにあったにせよ，少なくとも今日ま
での日本の文化的姿勢とは比較を絶していよう。芸術のことはよく知
らないが，学問のために国の総力を挙げたような時代が，日本の歴史
にも，一度ぐらいはあってもよいように思うが，どうであろうか。
中世のルネサンス・13世紀
13世紀は西欧における学問の歴史の上で極めて意義深い時代であり，

“中世のルネサンス”と呼ばれることさえある1)。
第一にこれは，キリスト教の信仰とギリシャ諸学とを調和させる，い
わゆるスコラ哲学の確立された時代であって，しかもそこにいうギリ
シャの学問が，実はアリストテレスの自然学的傾向のものであったこ
とが注目される。前にも触れた通り，古代・中世を通じてのギリシャ
的学問の伝統は，

だいたい
大体一貫してプラトンの思想の宗教的・超越的な側

面であったが，この時代以後は，アラビア伝来の（そして，もとはとい
えば新プラトン学派の手で伝えられた）反宗教的・自然学的なアリストテ
レスの哲学が，初めてキリスト教と手を握って，調和ある体系に仕上
げられるのである。後にブルーノやガリレイたちを悩ました，いわゆ
る宗教と科学との闘争において，宗教側が持っていた体系の基礎はほ
ぼこの 13世紀に出来たものと思えばよい。
13世紀のもう一つの特長は，アラビア文明ないしその背後にある古
代ギリシャ文明に対する極めて顕著な知識吸収熱の勃興である。おも
1) バタフィールド『近代科学の歩み』（岩波新書）第 2節「なぜ中世に科学は後退
したか」。
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しろいことに，これが
たと
例えば技術革新や世界観の変革を

ひ
惹き

お
起こすと

いう事態は，まだしばらくは生まれてこない。いわば新しい時代を先
駆する知的革新の情熱が，まず古典翻訳という形をとってほとばしり
出たという感じである。
そういえば中世以来の僧院・学校が大学という形を取り始めたのも，
やはりこの時代であって，パリ大学は 1200年，オックスフォード大
学は 1214年の創設などと伝えられている。しかもそれらの大学の外
部においても，新しい学問の芽は着々と育っていたのである。インド
式記数法が西欧に紹介されたのもこの 13世紀初頭である。これに関
する話もいずれしなくてはならないが，ともかくこれなどは後に典型
的な市民的数学に成長し，直接間接に近世の数学的自然科学の発展を
支えたことであった。
われわれの現在の問題についていえば，この時代は特に“数学”―――
マテマタ？ マテマティックス？―――という言葉が使いにくい。すな
わち，一方では昔ながらの四科があり，従って占星術や数占いじみた
“天文”“数論”もあったであろう。またスコラ哲学の周辺で無限と連
続，力と運動などまだ数学となる前の混沌たる言説もあった。あるい
はまたユークリッドの『原論』をはじめとする本格的なギリシャ的“数
学”の流入があって，後の 15～6世紀ともなると，これが広く一般の
数学者の常識となるまでにもなっていた。最後にそれに加えて，市民
的な計算法や計量測定の術も成長しつつあった。
数占いの類はともかく，その他ここにあげたものはいずれも今日の
数学の

マテマティックス
概 念 ―――論証の方法に

つらぬ
貫かれ計算術も無限論も包括する一

つの学問体系―――の中にとりまとめられている。しかしその当時にお
いて，そのような高い意味での数学なる学問はまだ生まれてはいなかっ
たのではあるまいか。
その例というわけでもないけれども，14～6世紀における英語の用
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例ひとつを見ても，昔ながらの四科を示すことあり，占星術や論弁術を
示すことあり，また理性的学問を示すことありという具合で，これとい
う
つか
掴みどころがないように見えるのである。（Oxford English Dictonary

など参照。）
二つの“アリトメティカ”
中世の僧院の学校で“アリトメティカ”といえば，それはもちろん
四科の中の“数論”のことであろう。しかし実をいうと，この言葉に
は“計算法”に近い意味もあったようで，ギリシャ末期の学者ディオ
ファントスの著書『アリトメティカ』などは，ピタゴラス以来の数論
ではなくて，むしろこの言葉の計算法ないし記号代数的な意味を代表
する一つの顕著な例なのである。
ところで，13世紀に西欧に紹介されたインド式記数・計算法は，15
世紀ごろから次第に広く行なわれるようになったのであるが，ここに
おもしろいのは，その世紀の末近くから，この計算法の解説書に“ア
リトメティカ”の名をいただくものが現われてくることである（例え
ばパチオリ『算術・幾何・比および比例大全』（1494年））。ディオファント
スの書物がすでに影響を与えているのかもしれないが，ともかく僧院
の数論に遠慮せず，外の世間で実用的算術が堂々と歩き出した，と見
てもよいのではないか。
つづいて 16世紀になるとイタリアに新しい代数学が興る。この頃
には古代ギリシャ数学の文献はあらかた西欧に移入され，印刷本の刊
行も行なわれているのであるが，この代数学によってはじめて西欧の
人はギリシャ，アラビアの数学的成果を超えたのであった。ところが
これらの成果についてもまた，やがて“アリトメティカ”の名が用い
られはじめる（例えば 1572年のボンベリの著書 L'algebra parte maggiore

dell'arithmetrica ...）。これなどももちろんディオファントスの影響で
あろうけれども，“アリトメティカ”が四科の中の“数論”の他に意味
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を拡大している事実はもはや疑いをいれないであろう。
四科の一つである

ゲオメトリカ
幾 何 についても事情は似ている。僧院の外部で

は面積や体積の計算のような実用的要素が次第に重んじられ，そのよ
うな知識の書物に

ゲオメトリカ
幾 何 の名が与えられてくる。“幾何”にしろ“数

論”にしろ，この時代にはそれぞれがかなり異質な二つの意味に用い
られていた，といってもよいのではないか。
他方，音楽や天文は，同じく四科の仲間でありながら，15～6世紀に
なると，もはや数学の仲間ではなくなってきて，その代わりに，ギリ
シャとインドの双方から伝統を受け継いだ三角法が，新たに

マテマティックス
数　学の

仲間に加わってくる。
たと
例えば 16世紀のフランスの数学者ヴィェタの

最初の著書は，『数学正典 Canon mathematicus』（1579年）という名
の三角法の書物である。
いよいよここに“

マテマティックス
数　学”という言葉が書物の標題として登場して

きたわけであるが，意外なことに，この言葉を標題にもつ書物はこれ
以前には驚くほど少ない。

たと
例えばM. カントルの有名な『数学史』に

は 15世紀ごろ以後に多少の例が見出されるが，その中にはこれといっ
て重要らしい本はなく，このヴィェタの本などは目ぼしいものとして
最も古い方に属する。
その理由はいろいろ考えられよう。

たと
例えば，当時の本は大体に小冊

子で，限られた部門や個々の問題を取扱った場合が多く，大局的な“数
学”の概念を標題にすることは少なかったためかもしれない。あるい
は上でちょっと触れたように，“マテマティックス”という言葉は占星
術などの感心しない意味に使われる場合があって，何となくこの名に
飛びつかなかったためかもしれない。しかしまた，ことによると，今日
“
マテマティックス
数　学”という言葉で表わしているような，ある統括的な概念，―――
上で述べた色々な意味の数論，いろいろな意味の幾何，その他もろも
ろのそういった理論を，共通に貫ぬく一つの学問の意識―――が未だ十
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分には熱していなかったという点もなかったとはいえまい。理由はこ
のように必しも明確ではないが，“

マテマティックス
数　学”の名が書名に使われた歴史

が案外に新しいというのは，少々おもしろいことなので，ここにちょっ
と触れておいたのである。
近世思想は数理と共に
前で引用したヴィェタの書物 (1579年)から，第 6章で詳しく述べる
有名なニュートンの『

フィロソフィアエ・ナチュレシス・プリンキピア・マテマイカ
自 然 哲 学 の 数 学 的 原 理』（1687年）までの

百年余りの間に，“数学”という統一的な学問像は，いつとはなくはっ
きりと固まっているように見える。もちろんニュートンのその書物一
つあればそれだけでそのような感じは生まれるかもしれないが，実は
この一世紀こそ古代ギリシャ数学の全盛期にも比すべき，極めて変化
の激しい百年であって，数学なる概念の固まってくる事情にしても，か
なり客観的ないくつかの事実が示せるように思うのである。
マテマティックス
数　学という言葉に，論証体系をもつ統一的学問という古典ギリ

シャ的な意味を決定的に付与したものは，結局のところ，ルネサンス
以来復活した例のプラトン的数理思想（9ぺージ）の力であろう。しか
し，現実にそのなりゆきに手を貸した人といえば，まずデカルトとガ
リレイとを挙げねばなるまい。
デカルトは近世哲学を

ひら
拓いた人といわれ，またその上に数学者とし

て解析幾何学を創り出した人ともいわれている。しかしこの場合，
たと
例

えば森鴎外が軍医であり，また文学者であったというようなこととは
本質的な違いをもっている。解析幾何学のことは後章でじっくり考え
るが，ともかくデカルトの時代では，彼が“数学者”でありかつ“哲学
者”であるという程に，この二つの学問が分離し確立してはいなかっ
たことに注意すべきである。むしろこれらを明確に分離し，哲学には
哲学の道，自然学には自然学の道，そして数学には数学の道というよ
うに，学問の道を分けてゆくのについて，デカルトは決定的な役割を
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果した一人なのである。さきに 13世紀のスコラ哲学のことを述べた
が，その当時の思想には，神も自然界も精神界もすべて一つの体系に
まとめられているという特色があった。それについては第 5章の終わ
りでも触れるとして，たった今学問の道が分れてゆくと簡単に述べた
言葉の裏には，物質界の法則と精神界の法則とを明確に区別する，い
わゆるデカルトの物心二元論の思想が潜んでいる。これは実は中世以
来のスコラ哲学への挑戦に他ならない。学問の分離はこの間の事情を，
はからずも明らかにしているのである。
一方ガリレイがコペルニクスの地動説を継承して，数学的自然学の
道を

ひら
拓いたことは有名である。彼は若い頃からアルキメデスに多くを

学び，運動する物体の研究を幾何学的に展開し，後の微分積分学の形成
に非常に大きい影響を与えた。第 6章で述べるカヴァリエリ，トリチェ
リといった人びとはその後継者であって，パスカル，ウオリス，ニュー
トン，ライプニッツなどにその業績はつながってゆく。
ガリレイの数学では主に幾何学が用いられて，記号的代数の方法（第

4章）はまだ用いられていない。しかしいずれにせよ，ガリレイは好ん
で次のようなことを述べ，またそれをさまざまの形で実際に示したの
である。
―――この大きな書物，われわれの目の前に常にひろがっている宇
宙には哲学が書かれている。しかし，その本を構成している言葉
を会得し文字を読むことをはじめに学ばなければ，その本を理解
することはできない。それは数学の言葉で書かれており，その記
号は三角形や円やその他の幾何学的図である……（フォーブス・ディ
クステルホイス著（広重徹氏ほか訳）『科学と技術の歴史」より）。

デカルトの
マテシス・ユニヴェルサリス
普遍（数）学　デカルトが上記の新しい道を示したに

ついて，その
とら
捉え方の根底には例のプラトン的な数理思想があったの

は事実であろう。しかしそれは単なる古典ギリシャの復活に止まるの
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ではなく，古代と近代との数学的方法を
きた
鍛え上げ，これによって世界

を
し
識るための指導原理としようという意図が，明瞭に認められる。
たと
例えばデカルトの有名な著書『方法序説』にしても，その正確な標
題は，『かれ（著者）の理性を正しく導き，もろもろの学問において真
理を求めるための方法の序説，およびこの方法の試論たる光学，気象
学，幾何学』というのであって，その幾何学の背景にはこれだけの事
実があったことを示している。
そればかりではない。彼はその本文において，自分は若い頃ある三
つの学問，すなわち論理学，古代人の幾何学，近代人の代数学の三者
を学ぶことによって，ありうべき理想の学問における方法を

え と く
会得しよ

うとしたと述べている。
この事実はそれ自身それなりに大切なことであるが，今から見れば
数学の一言でまとめられてよさそうなこの三つの学問が，一応三者別々
に扱われているのはおもしろい。これらの学問を共通に結ぶべき一つ
の数学という概念は，あえて皆無であったとはいわぬにせよ，まだ世
間で普通に用いられるまでにはなっていなかったのであるまいか。
実は「数学」という言葉の誕生について，デカルトの影響はかなり
大きいのではないかと思われる。彼は『精神指導の規則』という著書
において，「マテシスという言葉は単に学問という意味に過ぎないが，
いったい本当のマテマティカとは何であるか」と問題を提起し，

みずか
自ら

それに答えて，その本質は“秩序あるいは計量の研究”であると見定
めている。そして更に，普通の

マテマティックス
数　学の方法を手本として，より一般

的な一つの学問を創造しようと計画した。その計画は彼の手では
つい
遂に

実現しなかったが，彼はその学問に「
マテシス・ユニヴェルサリス
普遍（数）学」の名を予定して

おり，その考えの一つの反響は後にライプニッツの仕事の中に見出さ
れる。
ライプニッツこそは，人間の思考そのものを記号的数学の形で処理
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しようとした恐らく最初の人で，その大事業である微分積分学なども，
よく見ると彼の目指していた記号的数学の，ほんの一つの成果とさえ
見られるほどであって（第 6章），数学はライプニッツにおいて，深く
人間の思考の世界の深奥に迫っていたのである。
もちろん今日までの数学は，必しもこのデカルト的構想の線に沿っ
て生まれたものではない。早い話が，数理的自然科学の形成を，技術の
発展その他から切はなして，プラトン思想やデカルトの

マテシス・ユニヴェルサリス
普遍（数）学

だけとの関連で論じたりしては，明らかに行きすぎであろう。けれど
も
たと
例えばニュートンの力学体系などにしても，できてみると宇宙の根
底にある数学的理法をまざまざと見せてくれていて，数学はここで物
的世界の本質にもつらなっていることを示している。
もちろんこういったからとて，われわれは 20世紀の数学を指して，
これこそ世界を理解する鍵であるなどと，調子のよいことをいうつも
りはない。しかし数学という学問が，かつてデカルトその他の人びと
によって，世界を解く鍵として求められたという事実は，ここで再確
認しておいてもよいであろうし，考えてみると，超高速の電子計算機
という

かっきてき
劃期的な技術の支えを

え
得て，企業や政治・外交などに絶大な力

を及ぼしつつある 20世紀の数学は，案外，新しい形のピタゴラス―
プラトン的な数理思想をその底にもっているといえるかもしれないの
である。

さてこれでどうやら
マテシス
学問は

マテマティックス
数　学にバトンを渡したようである。そ

こでこの後は話が繁雑になるといけないから，ギリシャであれインド
であれ，中世であれ 17世紀であれ，よほどのことがない限りはすべ
て数学という言葉の一本槍でゆくことにしようと思う。数学の概念が
その先で変わるとしても，それはむしろ後章での話題とするのが適当
であろう。
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第 2章　ユークリッドへの道―――論証について
1　『原論』と論証の精神

ユークリッドの『
ストイケイア
原　論』は初等的教科書ではない　この本の標題

ストイケイア
στοιχεια に当る英語は Elementsであるが，これを elemenary（初等的）
な『幾何学初歩』などと思ってはならない。真偽のほどは知らないが，
ギリシャ語「ストイケイア」をラテン語に直すのに，LMNと並べて
elementとしたという話もあるほどで，元来この言葉は「ものの構成
要素」とか「第一原理」とかの意味である。そこでよく『幾何学原論」
と呼ばれるのであるが，もともと「幾何学」という文字はついていな
いし，内容も実は幾何学だけに止まるのではない。本書では『原論』
と呼んでおこう。
もっとも『原論」の一部分は，前世紀半ば迄欧米の中学校で使われ
ていて，その第 1巻の定理 5である「二等辺三角形の底角は相等しい」
などは，「

ろ ば
驢馬の橋」と呼ばれていた。案外証明が面倒で，

ろ ば
驢馬たちは

ここで落伍するということらしいが，実は
しゅんば
駿馬が尻ごみしても不思議

はなかった。こんな専門書をそのまま中学生に与える方が無理だった
のである。
『原論』は 13巻からなる。第 6巻までは平面幾何，第 11巻以下は
立体幾何であるが，第 7 ～9巻は整数論，第 10巻は無理数の理論であ
る。また平面幾何の部分でも第 2巻は幾何学の形を借りた代数学初歩
であるし，第 5巻の比例の理論は実は今日の実数の理論に近い高級な
ものである1)。
結局『原論』は，当時ピタゴラス―プラトンの学派の中に蓄えられ
ていた

ぼうだい
厖大な知識の集大成で，しかも単なる知識の寄せ集めではなく，

1) 詳しくは例えば中村幸四郎『数学史』を参照。
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系統的理論体系として整理されたものなのである。
『原論』は理論一本の本である。

たと
例えば面積や体積の理論は正確に

述べてあるが，数値計算例などは一つもない。その代わり議論の正確
なことはまた驚くばかりで，紀元前 3世紀頃の本といえば年齢はすで
に 2000年を超えているが，これを評価するのにその古さを割引く必要
はあまりない。前章でも述べた通り，その叙述形式は長らく学問的叙
述の模範とされたので，17世紀の哲学者スピノザの『

エ チ カ
倫理学」や，有

名なニュートンの『自然哲学の数学的原理』なども，この『原論』を
手本にしたといってよいのである。
こうはいっても，『原論』が非の打ちどころのない学問体系だとい
うのは行き過ぎである。『原論』の議論の運び，すなわち推論につい
て問題はないけれども，推論の出発点である公理その他についてはい
ろいろな問題があって，この先でも何度か話の種になるであろう。
20世紀の今日では，『原論』の幾何学よりもはるかに精密な幾何学
の体系が創られているし，そもそも数学的理論体系というものの意義
が，ユークリッドの時代とはもとより，18～19世紀と比べてもがら
りと変わっている。このような事態は，非ユークリッド幾何学の誕生，
現代的公理主義の思想の勃興などという事件によって生まれてきたも
のであるが，その間『原論』は何らかの意味でそれに関係をもってい
た。要するに『原論』はかつて学問体系の一つの模範であったばかり
でなく，学問体系についての新しい理念が生まれるに当って，超えら
れるべき一つの基盤の役割を果したのである。
ユークリッドの生涯は殆んど解っていない　『原論』が余りによく
知られているだけに，その著者ユークリッド，ギリシャ名でいうエウ
クレイデス (Eukleides)の生涯がほとんど解っていないというと，人は
不思議に思うかもしれない。しかし実際には，紀元 5世紀のプロクロ
スの書いたもの以外に，その生涯に関する信頼すべき記録はほとんど
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ないのである。
プロクロスはプラトンの流れをくむ新プラトン学派の一人で，数学
史の上では『エウクレイデスの原論註釈』の著者として名高い。この
書は第 1巻の註釈しか現存していないが，その中にユークリッドまで
の歴史を書いた『歴史概観』という部分があって，これこそは古代人
の手になる数学史として，今日残るただ一つのものなのである。
ユークリッドからプロクロスまでには約700年の差があるが，『歴史概
観』の材料には，ユークリッドと同時代の人らしいエウデモス (Eudemos)

の書いた『幾何学史』が用いられている
よ う す
様子なので，その記述にはか

なりの信頼がおける。もっとも，プロクロス自身が新プラトン学派の
人であったためででもあろうか，プラトンの反対者と思われている学
者，

たと
例えば第 5章で触れるデモクリトスのことなどは，完全に黙殺さ

れていて，内容にいくらかの
ゆが
歪みがありそうな点は否定できない。こ

のようなありうべき
ゆが
歪みを，別の史料その他からの考察，評価などに

よって少しずつ正してゆくというようなことも，実は数学史研究に課
せられた一つの大きい仕事であって，歴史は，古い史料さえあればす
むという程度の仕事ではない。
次に『歴史概観』の中からユークリッドの生涯に関する部分を引用
してみよう。そこに書かれた内容もさることながら，われわれの一番
頼りにする史料がどれほど薄弱な史実をしか伝えていないか，その点
もまた一見に値するように思われる。
「ユークリッドはプトレマイオス一世の時代に生存していた。そ
の理由は，この王の治世の終り頃に生れたアルキメデスがユーク
リッドについて言及していることがあるばかりでなく，つぎのい
い伝えが残っているからである。すなわち，ある時プトレマイオ
ス王がユークリッドに，彼の原論のしかたよりも，もっと手早く
幾何学をやれないものかと問うたところ，ユークリッドは“幾何学
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には王者の道はありません”と答えたというのである。したがっ
て，ユークリッドはプラトンの直弟子よりは新しく，エラトステ
ネスやアルキメデスよりは古いということができる。そしてエラ
トステネスがあるところで言及しているように，エラトステネス
とアルキメデスとは同時代の人である。」（中村幸四郎著『数学史』
昭和 37年新興出版社啓林館による。）

『原論』はいかにして復元されたか　著者ユークリッドについては，
このように不明確な点が多いが，『原論」自身は幸いにして，ギツシャ数
学の文献中でも最も完全な形で残されている。古写本の種類も多かっ
たには違いないが，その校訂のための学者の努力も大変なものであっ
た。その結果，今日のわれわれは，ユークリッドの時代以来恐らく最
良と思われるほどの『原論』をもち，また『原論』の形成されてきた
経過についても，驚くべき細かい知識をもっている。『原論』に心が
あれば，20世紀を千何百年ぶりの

ち き
知己と思っているであろう。

その反面ユークリッド自身は，この 20世紀のあくなき探究を迷惑
がっているかもしれない。

たと
例えば『原論」がユークリヅドという超人

的天才の業績ではなく，恐らくはプラトンの学園アカデメイアを中
心として結集した何人もの学者の，長年にわたる研究業績の集大成で
あろうという推測は，今ではもはや数学史的常識である。それどころ
か，「ユークリッド」は個人名ではなくて数人の著者の共同筆名では
ないかという失礼な（？）説さえ試みられている。ユークリッドが個
人であれば，全く憤慨に耐えぬ話かもしれない。 (J. Itard : Les livres

arithemétiqus d'Euclide, 1961)

こんなことをいっていると，数学史研究というのはつまらぬことに
こだわるものだとの批判を受けかねない。事実，ユークリッドが一人
であれ多数であれ，いつ生まれていつ死のうと，それが数学の大勢に
とって何事であるかというのは一つの見識であって，実をいうと筆者自



　 1　『原論』と論証の精神 31

身も原則的にはその意見に賛成である。しかし現在の問題だけに限っ
ていえば，それらの問題が『原論』の形成過程を示してくれる限りに
おいては，それは数学史の大勢になにがしかの影響を与えてくれるは
ずである。学問の歴史の上にこれだけ大きい意義を残した『原論」の
形成史は，決して些細なことではあるまい。
そこで『原論』復元の物語であるが，今日の『原論』の主な出発点は
シリアやビザンティウム（現在のイスタンブール）にあったギリシャ学者
たち，いわゆるビザンティウム学派のもっていた古文献である。その
後，8～9世紀頃からは，これらをもととするアラビア訳が生まれ，つ
いで 12世紀の初め頃からは，アラビア訳『原論』からのラテン語訳が
生まれる。そのうちビザンティウムが，トルコ人の手に落ちて（1453

年），ギリシャの古文献がイタリアへ移動するという事件やグーテン
ベルヒの印刷術の発明（1438年頃）などの事件があって，1482年には
『原論』の最初の印刷本が刊行されるという運びになる。これはアラ
ビア語からの重訳であるが，その後は原典からの直接訳もいくつか現
われて現在に続いている。
ここに厄介な話であるが，これらの訳書の

もと
元となった古写本の内容

は決して一定していたのではなかった。考えてみれば，写本の写本の
また写本というような積み重ねで，その間には省略もあれば誤りもあ
り，註釈や雑録の混入もあったのであろう。異本の多いのは当然のこ
とで，かえって比較考証すべきそれだけの資料があったからこそ，『原
論』の復元も今日のようにうまく出来たのであろう。（日本では伊東俊
太郎氏に優れた研究がある。）
それにしてもその多数かつ不完全な古写本や断片の中から，それら
の比較対照によって，最も信頼すべき標準的『原論』を考証したとい
うのは，どの位の大事業であったことか，これを

あえ
敢てしたのは 19世紀

後半の数学史家ハイベルク (Heiberg)であって，先にユークリッド時
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代以来の最良の『原論』といったのはこのことである。もっとも，こ
れほどのハイベルク編の『原論』でも，今後再吟味の必要がないと迄
はいえないかもしれない。史料はたとえ元のままでも，数学史の研究
方法自身は変わりうるはずで，その点，今日の数学史研究は，他の一
般の学問と同様に，激しい流動を示しているのである。
論証という名の討論　さて『原論』の書き方は一定の形式に従って
いる。

たと
例えばその第 1巻では，最初に 23個の定義，5個の公準，5個

（ないし 8個）の公理がくる。下に示すように，定義は術語の意味の説
明，公準・公理は図形その他の基本的な性質と見てよい。（なお 47頁
参照）

『原論　第 1巻』

定　義
1．　点は部分のないものである。
2．　線は幅のない長さである。
3．　線の端は点である。
　　…………

23．　平行線とは，同一の平面上にあって，双方にいかほど延長しても，ど
の方向においても交わらないような 2直線のことである。

公　準
次の事がらが前もって要請されているとしよう。
1．　任意の点から任意の点に直線をひくこと。
2．　有限の直線を続けてまっすぐな線に延長すること。
3．　任意の中心と距離（半径）をもって円をかくこと。
4．　すべての直角が互いに相等しいこと。
5．　 1つの直線が 2つの直線に交わって同じ側に（和が）2直角よりも小
なる内角を作るとき，この 2直線は，それを限りなく延長すれば，直
角よりも小なる線のある側において交わること。

共通概念（公理）
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1．　同じものに等しい 2つのものはまた互いに相等しい。
2．　相等しいものに相等しいものを加えれば，その全体は相等しい。
3．　相等しいものから相等しいものを引けば，その残りは相等しい。
4．　相等しくないものに相等しいものを加えれば，その全体は相等しく
ない。
5．　同じものの 2倍である 2つのものは互いに相等しい。
6．　同じものの半分である 2つのものは互いに相等しい。
7．　互いに重なりあう 2つのものは互いに相等しい。
8．　全体は部分より大きい。
（4，5，6は古来異本の多い部分であるが、後で一つの話の種になる。）

命題 1．　与えられた有限の直線の上に等辺三角形を作ること。
与えられた有限の直線をABとせよ。A中心，AB半径で円 BΓ∆ を描
く，また B中心，BA半径で円 AΓEを描く。交点 Γと
A，Bを結ぶ。

A B E

Γ

∆

このときAΓ =AB（円 BΓの半径），また BΓ =BA，同一のものAB

に等しいことから，AΓ =BΓ，すなわち，三角形ABΓは等辺三角形で
ある。
（点，直線などを記号 A，Bなどで示すのは，この時代からであるが，

等号 =は後世のものを流用した。）

定義・公準・公理の次には，定理とその証明と続いて，定理 48とそ
の証明をもって第 1巻は終わる。定理 47，48は有名なピタゴラスの
定理とその逆定理である。
この間，定理，証明，定理，証明と続く以外に一言の無駄口もきか
ない，一見まことに無味乾燥な書き方で，おのおのの定理の証明には，
証明ずみの定理と最初の定義・公準・公理以外のことは用いられない。
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極度にやかましくいうと少し怪しい点もないではないが，少なくとも
そうあることがこの書き方の理想になっている。前の命題 1はその例
である1)。
このように，既知のことがらだけを基礎として，そこから正しい論
理の

はこ
運びによって当面の定理を導いてゆくことを“論証”と呼ぶなら

ば，『原論」第 1巻の全体は，おそらくは定理 48のピタゴラスの定理
をその論証の最終目標として，これに到達すべく体系化されてきたも
のと考えられる。第 2巻以下も同様であって，要するに『原論」は人
類が論証的学問体系を，それも十分の自覚をもって創造したことを示
すところの不滅の記念碑のようなものである。このような論証の方法
が無意識に得られるはずはなく，その背景には当然それを支える思想
があったと見るべきであろう。
論証を支える思想を理解するには，二人の人物が討論している状態
を頭におくとよい。いま甲が

たと
例えばピタゴブスの定理の正しさを主張

しようという。乙はそれを軽々しくは信じまいとの
こころがま
心構えで聞いてい

る。このとき甲はどのようにして乙を説得しようとするのであろうか。
もし甲のいうことを乙がことごとく

なっとく
納得してくれるならば，説得と

いうことの必要はない。恐らく乙は甲の論点のいくつかを突いてくる
であろう。その新しい問題点を，あるいは直接に説得し，あるいはもっ
と単純な問題に帰着させて，次第に議論の整理を進め，

つい
遂に二人の間

に何の問題をも残さないようになれば，甲の仕事は成功したのである。
もとよりこの議論の間，お互いの論理に誤りがあってはならない。し
かし論理さえ正しければそれですべての論点が完全に解決されるかと
いえば，それは決してそうではない。これは，世の中には

あ
挙げ足とり

がたくみで，根掘り葉掘りたたみかけてくる人もいるという位の問題
1) 例えば前記の命題 1で二つの円が Γで交わることは暗黙のうちに用いられている
が，他とのつりあいからいうと，これなども公理とすべきであろう。しかし，こ
のことは公理とはされていない。
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ではなく，そもそもすべての言葉を説明しつくし，すべての主張を説
きつくすことが，そのまた説明に言葉や事実を用いる以上，到底でき
ない相談だからである。
この限りない押問答を断ち切るには，どこかで相互に理解しあう点
がなくてはならないが，この点にこそ定義・公準・公理というものの意
味がある。すなわち，これらは討論をたたかわす二人の人が共通に承
認する

ことがら
事柄であって，これを万人共通の真理とするか，それとも討論

者同士の諒解事項の程度に見るかは別として，論証にせよ討論にせよ，
このような共通の基盤をどこまでいっても共有しえない相手は，

えん
縁な

き
しゅじょう
衆生という他ないのである。
『原論」の無味乾燥に見える議論

はこ
運びの背後には，論証ということの

精神に関するこのような自覚と，論証を行なうについて守るべき一定
の規範すなわち論証形式というものの確立とがあったに達いない。こ
れは全く驚くべきことで，

たと
例えば今日でも，たとえいくつかの定理の

証明はできても，その証明なる手続きの背後にある論証の精神につい
て，ほとんど何の自覚もない人達は決して少なくないのである。
『原論』とプラトン哲学 　前で説明した論証的数学は，数や図形に
関する単純な経験的知識とは全く異質のものといってもよかろう。論
証的学問の創造あるいは自覚ということが，人類文化史上でどの位意
義深い事件であったかということは，考えれば考えるほど重みを増す
ようである。
経験的知識から論証的学問体系へのこの飛躍は，いつ・どこで・ど
のようにして起こったものであろうか。実はこの間に答えるのは数学
史の仕事というより人類文化史の仕事であって，これをまともに取り
上げては大変なことになるが，一般にはこれは古代ギリシャ人の功績
と信じられている。もっとも，メソポタミアでその飛躍があったとす
る説もないではないが，個々の事実の断片的「証明」位ならばともか
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く，体系的論証の方法となると，今のところその証拠がない。一方ギ
リシャには『原論』という証拠があって，その点で圧倒的に強いので
ある。
一応ギリシャ説をとるとして，次の問題は，いつ・どこで・いかに
を，もっと細かく調べるということであろう。これには社会経済史の
立場から説く人もあれば，哲学史から説く人もあり，また数学内部の
発展を説く人もあるという具合で，もちろん学者の説は一つではない。
しかしここでも『原論」は何よりの証拠であるし，一方その形成にプ
ラトン学派と見られる学者グループの貢献しているらしい証拠もある
ので，ここにプラトンをかつぐ説が出たのはむしろ当然のことであろ
う。19世紀末の数学史家ツォイテン (Zeuthen)によるプラトン革命の
説，すなわち経験的知識から論証的学問への飛躍はプラトン哲学の指
導の下で行なわれたとする説は，この代表的なものである。
プラトンの

フィロソフィア
哲 学とかアカデメイア派の

マテマタ
学問などというと，第 1章

の話などもからんできて，ことはまた微妙になるけれども，どもかく
プラトンが，一方では『

デアロゴス
対話篇』において

ディアレクティケ
弁証法という説得術を展開

し，他方ではいわゆる「
マテマタ
数学」の勉強を，より高い

フィロソフィア
愛　知―哲学―の

精神体得のための
ひながた
雛形として推賞していたということは，共に動かせ

ない事実である。「幾何学を知らざるものこの門に入るべからず」と
いう看板が本当にあったとしても，それは決して単なる宣伝文句やお
飾りではなかったはずである。
けれどもこのプラトンによる革命説には，今では昔ほどの説得力は
ない。それは『原論』の形成の道すじが次第に明らかにされてきて，プ
ラトン以前にも既にかなり進んだ論証的学問のあった形跡がかなり明
瞭になってきたからである。

2　数か図形か
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『原論』とメソポタミアの数学　プラトン以前の数学の状況を考え
るについて，見逃すことのできないのはメソポタミアからの伝承であ
る。メソポタミアの数学は，たとえ論証形式への自覚はなかったにも
せよ，驚くほど高度なものであって，実をいうとユークリッドの『原
論』で取扱われた材料の相当な部分は，メソポタミア伝来のものかも
しれないといわれている。

たと
例えばピタゴラスの定理にしても，少なく

とも経験的事実としてならば，ユークリッドの 1000年も前に既にメ
ソポタミアで知られていた。その証拠が粘土板の上に残っているので
ある。メソポタミアでは天文・暦法などの必要からであろうか，二次
方程式のある標準的な解法―――今日の

こん
根の公式を文章で述べたような

形―――をもっていたし，ある形の三次方程式も数表を用いて解くこと
が出来た。この二次方程式の解法に相当する事実が，『原論』の第 2巻
や第 6巻などにおいて，幾何学の形に直されて体系的に述べられてい
る。右の図はその最も簡単な一例である。

a

b

a b

a
2

ab b
2

ab

第 2図

この方面の理論は今日，幾何学的代数と
呼ばれている。ギリシャでの円錐曲線1)

の取りあつかいの基礎に用いられたりす
る大切なものである。メソポタミアの代
数からこの幾何学的代数への移り変わり
の

よ う す
様子は，同地出土の粘土板の史料と『原
論』との比較考証によって，細かいとこ
ろまで確かめられている。
実は『原論』の中から幾何学的代数を抽き出して見せたのは，プラト
ン革命説を唱えたツォイテンであったが，その後の研究によると，こ
の幾何学的再編成の仕事はプラトン時代より前の，いわゆるピタゴラ
ス学派の手で着手されたもののようである。
1) 円，楕円，双曲線，放物線などの理論。
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プロクロスの『歴史概観』の先に引用したより少し手前の部分には，
キオスのヒッポクラテスが初めて『

ストイケイア
原論』を編集したとか，その他，ユー

クリッド以前に，レオン，テウディオスなどもそれぞれ『原論』を編
集したなどのことが書かれている。また別の資料ではあるが，ヒッポ
クラテスより古く有名なエレアのゼノンの同時代に，オイノピデスが
ある定理を証明しているとの説もあって，後で述べるゼノンの話と思
い合せると

たい
大そう示唆に富んでいる。

これらはいずれもメソポタミアその他の数学を消化し何らかの意味
で論証的学問を形成するのに一役を果したのであろう。これらが現存
しないのは残念であるが，今日のユークリッドの『原論』こそ，これ
らのもろもろの『原論』の総合ないし再編成であったと見られる節が
ある。この方面に関するかなり新しい研究はこの章の終わりで紹介す
るとして，まず，

なにゆえ
何故にメソポタミアの代数は，ギリシャにおいて幾

何学的再編成を受けねばならなかったかについて少し考えてみたいと
思う。
数と図形との調和　実はギリシャ数学においては，第 1章で触れた
ディオファントス (Diophantos)をまず唯一の例外として，記号代数が
不振であった。メソポタミアの代数の幾何学化の一件といい，それや
これやを総合すると，ギリシャ人は本来，代数が性に合わなかったの
かと考えたくなるかもしれないが，ことはそれほど単純ではない。ギ
リシャ人の記数法が不便なものであったという問題は，幾分かこの記
号代数不振に関係するのであるが，代数の幾何学化についてここで特
に述べたいのは，彼らが数と図形との関係を考えるについて，極めて
高い論理的要求をもっていたという事実である。
もともと数と図形との間には，

たと
例えば線分があれば長さがあり，正

方形には広さがありというような深い関係がある。それはいわば図に
は数が与えられ，数は図で表わされるというつながりで，ここではこ
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れを数と図形との調和と呼んでおこう。この数と図形の調和はエジプ
トでもメソポタミアでも恐らくいわず語らずのうちに認められて来た
のであろうが，ギリシャ時代になって，“数”の概念が吟味されると
共に，この調和ある関係も極めてきびしい批判を受けるに至ったよう
で，メソポタミアの代数の幾何学化は，実にこの方向に沿って起こっ
た

で き ご と
出来事と見られるのである。
“数”の概念を論証の形で取り上げたのはピタゴラス学派からであ
ろう。彼らのいう“数”は今日の自然数のことであるが，偶数・奇数
の理論から，約数・倍数・素数・数の比例など，今日の初等整数論に
当る一連の理論を，彼らは組立てていったものらしい。『原論』第 7～
9 巻はその成果の集大成と見られる。
おもしろいことに，これらの 3巻には“公理”がなく，理論は“定
義”だけから始められている。このことはこの 3巻の際立った特色で
あって，後でもう一度話の種にしようと思うのであるが，ここではさ
しあたって，第 7巻の初め二つの定義を（少し意訳して）あげておこう。
定義 1　存在する個々のものは 1と呼んでよろしい。単位とはこの

1のことである。
定義 2　数とは単位の集まったものである。

a

b

c

第 3図

さて自然数だけを“数”だと思ってい
るこの世界の中で，“数”と図形の一体的
関係を

まっしょうじき
真正直に信ずるとすれば，上の定

義 1，2に呼応して，
たと
例えば線分の長さと

いう“数”は，“長さの単位”の集まりで
あるとでも考えざるをえなくなる。もっとも，この場合の“単位”は，
必ずしもメートル法でいうm，cm，mmどの絶対的単位でなくてもよ
く，a，b二本の線分の長さの公約数に相当する，いわゆる通約量があ
ればそれでよろしい。もしどんな 2本の線分 a，bの間にも必ず通約量
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a

a
b

第 4図

　 aと bとの間に通約量 cがあったと仮定す
ると，

a

b
=

p

q
（p, , qは互いに素な自然数）

とすることができる。これとピタゴラスの定
理とから，

a2

b2
=

p2

q2
, 2a2 = b2 すなわち q2 = 2p2

してみると qは偶数でなくてはならない：
q = 2n2

　これを上式に代入整理すると，p2 = 2n2．
　してみると pも偶数 p = 2m．これは p, q が互いに素な自然数であると
いうことに矛盾する。矛盾の源は最初の仮定である通約量 cの存在にある
ので，この仮定は否定されねばならない。

という共通単位 cのあることさえ解れば，a，bは共に cの自然数倍と
なり，a対 bの比も自然数の比で書き

か
換えられる。問題はそのような

cが
つね
常に見つかるかどうかである。
ところでここにそのような望みを打ちくだく例があった。正方形の
一辺 aと対角線 bとの組はその例であって，上に示すように，aと b

に共通単位があるという仮定は，自分の中に矛盾をもっていて，受け
容れることができないのである。（このような証明法は背理法こ呼ばれる
が，この章の終わり頃と第 5章とでまたこの方法のことを話題にする。）
図形が数に優先する　上の例における b対 aの比は，今の言葉でい
えば無理数√

2である。今日では“数”の概念が拡張されていて，自
然数の比である有理数の他にそれらの無理数をも使えるから，“数”と
図形との調和は既に回復されている。しかしそれは長い歴史を経て獲
得した人類の知恵であって，ギリシャ人達は“数”の概念の拡張へは
進まなかった。彼らは数と図形との調和をあきらめ，

たと
例えば線分の長

さによって示される“量”の方が，“数”よりも広くかつ有力な概念で
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A

CHDB

第 5図

定理 Dを BC上の任意の点とすると
△ABD : △ACD = BD : CD

（略証）
△ABD =

1

2
(BD) · (AH)

△ACD =
1

2
(CD) · (AH)

　
あると見たのであろうか。図形を図形として“数”と独立に取り扱う
方向に，彼らは学問の進路を向けたのである。それが彼らの“幾何学”
であって，メソポタミアの代数がこの体系の中に吸収されたのも，ま
さにこの理由によると思われる。
たと
例えば少し前に引用した『原論』第 2巻の

(a+ b)2 = a2 + 2ab+ b2

に当る命題にしても，これを単に数の計算規則としておくよりも，量の
計算規則として長さや面積の形を

か
借りて表現し，かつそれに正確な証

明を与えておく方が彼らにとってはずっと有意義であったに違いない。
してみると，ギリシャ人は，記号的計算法のある代数学こそは知ら
なかったにしても量に関する計算規則という意味の代数学はもってい
たし，しかもそれは，古今を通じて最も正確な論証に支えられた独特
の代数学の一つであったといってよいであろう。一方，記号法による
代数学は，このギリシャ流の幾何学的代数学と比べるとき，極めて重
要な意味を数学史の上にもっているのであるが，これについては第 4

章で考えて行こうと思う。
量の比の取りあつかい　量の計算規則に関連して付け加えておきた
いのは，例えば上の定理にあるような“比”の問題である。
量の計算といっても，線分の和・差・積などは，(a+ b)2の説明で
既に用いた通り，その意味ははっきりしている。しかし 2本の線分 a，
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『原論』第 5巻定義 5

量の比　 a : bと c : dとが相等しいとは，任意の自然数 λ, µに対して
λa > µb ならば λc > µd,

λa = µb ならば λc = µd,

λa < µb ならば λc < µd,
となるときをいう。

bの“比”といわれても，さほどはっきりした図形的意味は浮んでこ
ない。a，bに共通単位が見つかれば別であるが，その場合ならそもそ
も“量”の概念がなくてすませるので，問題は a対 b，c対 dの値が共
に実は√

2であるというような場合，√2なる“数”ももたないでいて，
どうして二つの比の等しいことを主張しうるか，という点にある。
ちょっと見ると神経質すぎるようなこの種の問題を，ギリシャ人は
やがて克服して，自然数の比に直しえないような“量”の“比”をも，
十分理論的に取扱いうるような理論を建設し，更に進んである種の無
理数に関する理論までも創り上げた。上に量の比の相等に関する定義
をあげておく。詳しくは述べないが，おのおのを自然数倍することに
よって比の相等が解るようになっている点がおもしろい。これは原理
的には 19世紀のデデキントの実数論（135頁）と比肩できる正確な定義
である。なお比例論は『原論』第 5巻，無理数論は第 10巻にまとめら
れていて，共に『原論』でも最も高級な部分である。
比例論を建設したのは，プラトンの仲間であったエウドクソスで，こ
の人の名は第 5章でももう一度出てくる。一方，無理数論の功労者の
一人はプラトンの

ま な で し
愛弟子ティアイテトスで，対話篇『ティアイテトス』

には無理数に関するギリシャ最古の記述がある。この本はプラトンが
この

ま な で し
愛弟子の戦病死をいたんで，その死後間もない頃に書いたものと

見られている。
以上，大分話がごたごたしだが，「

マテマタ
学問」というものの中に，根強く

「幾何」が浸透してしまった事情は，これでかなりはっきりしたので
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はないかと思うが，いかがであろうか。

3　『原論』の起源を求めて

間接証明法と『原論』の形成　ここで少し話題を変えよう。われわ
れは前に正方形の一辺と対角線との問に通約量のないことを証明した
（40ぺージ）。そのときの論法は背理法という間接的論法であった。
その方法の骨子は，Aという主張をしたいときに，あえてAでない
との仮定を立て，その仮定から矛盾を導いてみせるところにある。話
の
つじつま
辻褄が合わなくなると，他に心当りがない限り，非Aの仮定に矛盾
の責任がかかってきて，非 Aの仮定は引込める。従って間接に Aの
主張が通るという次第である。
こういう論法は揚げ足とりとか，ひっかけ論法とかと思われるせい
か，一般にはあまり好まれない。しかし実際上これほど頼りになる論
法も少なくて，どんな権威に屈しない論客であっても，筋の通った議論
に耳を傾むけるほどの人である限り，必ずこれには従わざるをえない。
たと
例えばといってよいかどうかは解らないが，エラリー・クイーンの
推理小説『Yの悲劇』に証人のいないも同然の所に残された二つの犯
跡を，実は二人でなくて一人の犯行だと証明するくだりがある。これ
がまさしく背理法で，しかも彼はそれを“数学的”に証明したといっ
ている。数学と背理法とはそれほど縁の深いものなのであろうか。
数年前，この縁の深さを裏書きするように，サボー (Á. Szabó)とい
うハンガリーの数学史家が，間接証明法の誕生こそ論証的数学の起源
であるという見方を提唱し，その上に極めて興味ある『原論』の形成
史を展開したことがあった。これはまだ学界の定説ではないかもしれ
ないが，ぜひ一言触れておきたいような卓抜な説なので，この節では
これを紹介する1)。
1) Á. Szabó : Anfänge des euklidischen Axiomensytems, Archives for History
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元来『原論』のもろもろの定理は，絶対的な真理である公理から出
発し，いわば

あまくだ
天降りなその真理性の権威に支えられて，次から次へと

証明されたものと見られていた。もちろんこれが論証の進め方ではあ
るが，『原論』をまとめる仕事自身も多分にその方向で考えられてい
たようである。
サボー説はこれに対して，事はそれ程簡単ではあるまいとする。諸
定理の整理作業は，いわば上記のような，公理のもつ

あまくだ
天降りな権威に

よってではなく，
う む
有無をいわさぬ論理の力によって，特に種々の知識

相互の間の矛盾
どうちゃく
撞着の

あ
有る

な
無しによって，行なわれたのであって，こ

の作業の間に一方では定理が，他方ではいわゆる公理が，それぞれ整
理され記録されていったのであろうというのである。ここで“公理”
というのは，もちろん天降り的な真理ではなく，第 2節で述べた討論
のための共通の諒解事項のことと見るべきである。（35頁）
さて，こうしていくつもの小さい知識体系が生まれ，それらが互い
に吟味され，整理統合され，ついに一つの大きな体系の中に吸収され
た結果こそ，われわれの『原論』に

ほか
他ならないというのが『原論』形

成に関するサポー説である。これにはもちろん多くの史料，考証の支
えがあって，議論は決して

こうとうむけい
荒唐無稽ではない。むしろそういえば，『原

論』には以前から小さい部分的体系の名残りが認められていたし，そ
れらの小体系間の間では，時として整理不十分の箇所もなくはないと
いわれていたことでもあった。
プラトン革命からエレア革命へ 　サボー説では，背理法が初めて自
覚的に用いられるのはエレア学派からであろうといわれる。
エレア学派というのは紀元前 5世記の項，南イタリアのエレアに

お
起

こった学派で，学派の開祖はパルメニデス (Parmenides)であるが，普
通によく知られているのはその愛弟子のゼノン (Zenon)であろう。

of Exact Schiences, vol. 1, 1960
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ゼノンというと，アキレス（ギリシャ神話に出てくる足の速い人）は亀
に追いつけないとか，飛ぶ矢は不動であるなどという，いわゆるゼノ
ンの四つの逆理を思い起こす人も多いかもしれない。これについては
第 5章でまた触れるはずであるが，この逆理なども，自分の論敵をや
りこめる背理法であっただろうといわれている。

たと
例えば相手が“運動”

を学問の対象として
とら
捉えようとしており，自分はそれを避けようとし

ている。このようなとき，相手の立場から矛盾を導いてみれば，自分
の主張は通るわけであろう。
問題は論争の相手が誰で，その目的が何であったかなどの点である
が，ザボー説はその論争の相手をいわゆるピタゴラス派の“数学”者
たちと考え，論争の目的かどうかはともかく，少なくともその結果と
して，論証的数学体系が生まれてきたということを主張する。そして
当時の論争のかすかな残響を，『原論』の定義や公理の中にとらえよ
うとするのである。
エレア派が有（存在）の哲学を説いて，無からの生成の哲学に対抗し，
流転・運動よりは恒常・不動を選び，変化する多よりは不変の一なる
ものを選んだらしいことは，今日まず一般に認められている。そこで
“多と一”の問題を『原論』第 7～9巻の数論（39頁）と対比し，また，
幾何学的図形が“運動”によって“生成”されるという考えを，『原
論』の幾何学と比べ合せてみると，『原論」におけるその

あた
辺りの定義

や公理が，当時論争の中から生まれてきたとする考えも，かなり形を
なしてくるではないか。
もちろんこのような新しい意見には，従来の学界の定説と衝突する
ところが少なくない。しかしここで忘れてならないのは，たびたび述
べる古代ギリシャ史の決定的な史料不足であり，従ってまた定説必ず
しも十分の根拠ありといいがたい点である。
たと
例えば，ピタゴラス学派なるものが紀元前 5世紀頃のギリシャに実



46 　第 2章　ユークリッドへの道　

在し，これがプラトンの時代までの間，ギリシャ“数学”を推進したと
いうほどのことについてすら，確実な証拠はそれほどない（10頁）。そ
こである慎重な学者などは「いわゆるピタゴラス学派」と，以前から
必ず“いわゆる”付きで呼んでいたほどなのである。
前にも述べた通り，ギリシャにおける学問の歴史は，点々と散在す
る伝承的史料を推測まじりに

つな
繋いだという一面のあるものだから，学

問推進の主体が
かえ
却ってエレア学派にあったということも，決してあり

えぬことではあるまい。ピタゴラス学派やプラトン学派はずっと後の
ギリシャ末期に，新ピタゴラス学派や新プラトン学派という形で復活
しただけに，ギリシャ的学問の伝統の

いっさいがっさい
一切合財がそれらの学派の中に

投げ込まれたようなことも，十分ありうることであろう。
いず
何れにせよ，サボー説ではエレア学派の役割を高く評価し，プラト
ン学派にしてもエレア学派の直接の後継者であると見ている。そうい
われれば，それだけの文献学的根拠もあるようなのである。先に触れ
たツォイテンのプラトン革命説にならっていうならば，これはサボー
のエレア革命説ということができよう。
初めには混沌があった　サボー説にはこの先まだいくつかの重大な
ことがあるのであるが，ここでは最後に，『原論」の公理とゼノンの
逆理とのつながりに関する興味深い一つの推測を紹介するに止めてお
こう。
次頁上に掲げたのは“競技場”とか“すれちがい”とかと呼ばれるゼ
ノンの第 4逆理であって，ある時間とその半分とは等しいという奇怪
な結論が導かれている。しかし，もしこれが単なる言葉の遊戯でなく，
たと
例えば“運動”によって幾何学を基礎づけようとしていた当時のある
“数学”者への批判であったとしたらどうであろうか。しかもその批
判をする者が，論理以外には，どんな権威にも感覚的事実にも，決し
て屈しない論客だったとしたら，である。
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ゼノンの第四の逆理
A

B

C

A

B

C　Aは静止，Bは右へ，Cは左へ同じ速さで動く（上図）。ある時間の後で
A，B，Cは下図の位置を占める。この時，Bの原子は Aの 3 個の「原子」
とすれちがい，同時に Cの 6個の「原子」とすれちがう。すれちがいの時
間は，すれちがう原子の個数と対応するから（または―――対応するとすれ
ば―――），(BA)のすれちがい時間は (BC)のすれちがい時間の半分である。
　しかし，その 2つのすれちがいは同時に起こっているのだから，ある時
間はその半分と等しい。

サボー説ではここで，われわれがこの章の途中で述べたような討論
法の手続き（35頁）を考える。しかもこの場合，その二人の間に共通
の“真理”はちよっと見つかりそうにないから，せめてその代わりに
一種の

ざんてい
暫定協定が

う ち た
打建てられて，その仮定の上に条件付き推論が進め

られたものと考える。そうでもしないことには，“運動”も空虚（無）
な空間も考えられないと唱えていたエレア学派からの批判に，“数学”
者が答えるすべはなかっただろうと見るのである。
このようにいわれてみると，その章の初めにあげた『原論』の第 1

巻の公理 4～7は，下に見る通りちょうどこの第 4逆理への“
ざんてい
暫定協

定”らしい
よ う す
様子をしているではないか。しかも“公準”とか“公理”

とかという言葉自身，当時の用例などからすると，決して“自明の真
(4)　相等しくないものに相等しいものを加えれば，その全体は相等しく
ない。

(5)　同じものの 2倍である 2つのものは，互いに相等しい。
(6)　同じものの半分である 2つのものは，互いに相等しい。
(7)　互いに重なりあう 2つのものは，互いに相等しい。
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理”などという意味ではなく，かえって「どうか……を認めてほしい」
というような日常的な意味だったということなのである1)。
この説は，公理とは万人の認める自明の真理なりとした従来の定説と
余りにも

く
喰い

ちが
違っていて，にわかに信用はできないかもしれない。し

かしその定説の起源を
たず
探ねてみると，ゆきつく先はこの章の初めに触

れた 5世紀の注釈家プロクロスであり，ひいてはそこに影響したと見
られるアリストテレスの論証理論である。
アリストテレスはいうまでもなく，プラトンと並んで西欧思想史の
潮流を二分する

おおだてもの
大立物であり，論理学の父と呼ばれるほどの人である

が，サボー説ではこの人の説は必ずしも信用されない。前記の“公準”
その他，当時の学術用語の使用実例と，アリストテレスの論証理論と
はかなり

く
喰い

ちが
違っていて，少なくともその理論を『原論」形成史の真

相をついたものとは思えないとして，「アリストテレスは創意ある学
者ではあったが，忠実な歴史家ではなかった」というのである。大胆
な意見ではあるけれども，決して粗雑でない点は感心させられる。
この他，“定義”“公準”“公理”の意味の違いについても，おもしろ
い見方が提唱されている。それによれば，前節であげたオイノビデス
をはじめ当時の多くの学者がさまざまの機会に提出した数学の原理が，
あるものは“ホロイ”といわれ，あるものは“アイテマ”と呼ばれ，そ
の他いろいろな呼び名をもらったのであるが，長い年月の間におのず
からある性格が与えられ，それなりの解釈に整理されて，かえってそ
の用例からもとの言葉の意味が規定されたような面もあったのであろ
うという。これもおもしろい意見である。「原論』第 7～9巻が“ホロ
イ（定義）”だけから始められていたのも，その意味では決して異常な
ことではないと見られるであろう。（39頁）

1)“アイテマ“には今でもその意味がある。一方公準の意味の“コイナイ・エンノ
イアイ”という別の言葉は，ずっと後代のプロクロス時代のもので目下の議論の
種にはなりえない。
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サボー説はこのように革命的で，これによれば，『原論』の形成史は
従来考えられていたより

はる
遙かに古く，また

はる
遙かに混沌の度を加えてく

る。そしてこの混沌の
おおぎ
扇の

かなめ
要のあたりに，エレアのゼノンの姿が，そ

の背理法と共にほの見えているのもおもしろい。
ゼノンの逆理の真意を理解することは，ほとんど絶望的に困難なこ
とかもしれない1)。しかし話を歴史に限ったこのサボー説に関する限
り何となく的が射ぬかれたという感じをもつのは，果して筆者一人の
感想なのであろうか。白状すると，筆者は初めからこのサボー氏の説
を頭において，この章を組み立ててきたのであった。

4　ふたたび論証の精神について

パスカルの『幾何学的精神』　この章を終わる前に，17世紀のパス
カルの著書『幾何学的精神』によって，彼の“説得術”のことを述べ
ておこう。この本はユークリッドの『原論』に

も
盛られた論証の理論を

近代的に整理したもので，しかも今日の公理主義の精神に極めて近い
ものをもっている。
その内容は，次の 8つの規則からなる。
⑴　定義に関する規則
⒜　それよりはっきりした用語がない位明白なものは，これを
定義しようとしないこと。

⒝　いくぶんでも不明または曖昧なところのある用語は，必ず
定義を与えること。

⒞　用語を定義するときは.完全に解る言葉か，説明ずみの言
葉だけを用いること。

⑵　公理に関する規則
1) 吉田洋一『零の発見」第 2話の終わり，及び安倍能成編『一青年科学者の手記』

94頁。
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⒜　必要な原理は，いかに明白に見えようと，それが承認され
るか否かを必ず，しかも一つ残さず吟味すること。

⒝　それ自体で全く明白なことがらだけを公理として要請する
こと。

⑶　論証に関する規則
⒜　それを証明しようとして，もっと明白なものを探してみて
も無駄なほど，それ自体で明白なことがらは，これを論証し
ようとはしないこと。

⒝　少しでも不明なところのある主張は，ことごとく証明する
こと。そしてその証明に当っては，極めて明白な公理，また
は承認ずみの主張，または証明ずみの主張だけを用いること。

⒞　定義（で規定）された用語の曖昧さのためにまちがうことの
ないように，心の中ではいつも，定義された用語の代わりに，
定義そのものをおきかえて考えること。

これは論証なるものの本質を極めて明快にとらえているが，特に強
調すべき独特の点は，“定義”を“公理”と対等に取扱っている点で
あろう。すなわち⑶―⒜の「論証しないでおくことがら」に呼応して，
⑴―⒜の「定義しないでおく言葉」を置いたことは，論証における“定
義”の役割と性格を見出したものとして，古代ギリシャにない独特の
考えを示したものであって，これは今日の公理主義の思想にも十分近
いものをもっている。
なお⑶―⒞のいっていることは，

たと
例えば「円」という用語に対して，

漠然と丸い形を思い浮べるのでなく，「一定点から等距離にある曲線で
かこまれた図形」という定義を

じ ず ら
字面の通り考えよということで，

じ ず ら
字面

通りという点をもう一段と強調すると，実は現代的な公理論にさらに
近づくのである。
現代的公理主義と色彩感覚との対比　現代の公理主義のことは大き
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いテーマであるが，パスカルの幾何学的精神の説明をした機会に，そ
の補足をかねて少し付言しておこう。
やや唐突であるが，色盲について考える。

たと
例えば紅緑性色盲の人は赤

と緑とが区別できなくて，交通信号などを見あやまる心配がある。と
ころで今，昨日迄正常な色彩感覚をもっていた人が，突然，赤と緑が
入れ変わるなどの変調をきたしたとする。昨日まで緑であった木の葉
が赤く見えたりして全く異様な感じであろうが，特に交通信号に対し
ては「昔の緑は今の赤，昔の赤はいま緑」とでも唱える必要があって，
当分は大変であろう。ただ，幸いにして赤と緑の区別はつくのだから，
慣れれば日常生活に支障はないであろう。
もし一歩進んで，右の入れかわりが極く幼い頃に起こったら―――む
しろ生まれつきそうだったらこれはむずかしい。色の合成分解などの
実験で他人の話と

つじつま
辻褄が合わなくなりでもすれば格別，それさえもな

い先天性“完全色感異常”などは発見されるはずもないのである。む
しろいわゆる正常者はすべてこの完全色感異常で，ただ“赤”は“赤”，
“緑”は“緑”と，お互いの言葉が相呼応しあい，その間で完全に

つじつま
辻褄

があっているだけかもしれない。もっとも，
つじつま
辻褄が合っているおかげ

で，交通信号その他日常生活に支障は起こらない。これは大切な点で
ある。
二人の“色感正常”な人には改めて“赤”や“緑”の何たるかを定
義する必要はあるまい。人びとは，万人に共通の“色彩感覚”なるも
のがあると信じていさえすればよいのである。この“赤”や“緑”を
“点”や“直線”でおきかえ，それらが万人共通の“図形的心像”を呼
びおこすはずだと信じこむのが，古い公理主義の立場である。『原論」
第 1巻の“点”の定義（32頁）などは，いわばその万人共通のイメージ
を念入りに確認している覚え書きの程度に解する方がよく，パスカル
流にいえば，これは定義しないでおく術語にしてもよいであろう。
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新しい公理主義はこの「万人共通」にこだわらない。色感がたとえ
人ごとに違っても，色の名称や（スペクトル分解などの）基本性質がお互
いに相呼応していて，話の

つじつま
辻褄がずっと合ってゆくならば，それはそ

れでよいではないかというゆき方である。
幾何に近い例でいえば，もし“点”“直線”をそれぞれ“国”“条約”
のことと思いこみ，「2 点間を結ぶ直線がある」という公理を「2国間
を結ぶ条約がある」と思いこむような人がいても，その他の術語，そ
の他の公理までをずっとこのように文面に忠実に読んでいって，それ
で話が合うとすれば，もとの理論での諸定理は当然この解釈の下でも
成立しているに違いない。急に色感に異常をきたした人の前記の例と
相似て，異様なのは感じだけで，論理的支障はないのである。
現代的公理主義へのリマーク
新しい公理主義はこのように“基本的術語”も“公理”も唯一絶対
のものとは見ず，多分に解釈の余地を残している。大切なのはむしろ
公理なり定義なりを“文面通り”虚心に読むことで，パスカルの前記
⑶―⒞はこれを示していると思えなくもない。
こうすることによって，公理体系に対する各々の解釈はとりも直さ
ず，その公理系個々のモデルとなり，一方，公理系自身は，それらの
モデルに共通なある論理的骨組―――構造―――を示してくれる。現代的
な公理主義の大きい特色がここにある。名を捨てて実をとるという言
葉があるが，これは定義や公理の“本当の意味”というような実を捨
てて，かえって公理的考え方の役割を重くするという別の実をとった
わけである。
現代の公理主義はこのように解釈を他にゆだねた，いわば“無内容
な体系”で，ある一つの公理系が「正しいか否か」の判定には，公理か
ら得られる個々の具体的内容の正否よりも，それらの結果同士が互い
に文面の上で矛盾し合うことがないかどうかの方が問題である。要す
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るに前でしばしば触れた話の
つじつま
辻褄がどこまでも合うか否かの問題にな

るのである。これを公理系の無矛盾性の問題―――その公理系からは決
して自己

どうちゃく
撞着は起こらないという性質―――といい，特に自然数論の無

矛盾性などについては，一応の保証が得られている。その他，無矛盾
性の保証を試みるこの問題は実数論を初めいろいろな方面に拡がって
ゆくが，なかなかむずかしいことが多く，むしろそれらの問題がきっ
かけとなって，公理的理論体系の構造全般について，大規模な研究が
進行中である。それは数学基礎論と呼ばれる新しい数学分野で，特に
この二，三十年間の進歩の速さを見ていると，数学の進歩というもの
にある種の暗示をさえ受ける感がある。前節で述べた『原論』の形成
期や，後章で述べる 17世紀，あるいは 20世紀など，数学の本質的な
進歩はどうも 10年からせいぜい数 10年の間に爆発的に行なわれるよ
うなものなのではあるまいか。そうだとすると，われわれは，実に遇
いがたい進歩の時代に生きているという思いである。
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第 3章　零が使われるまで―――記数法について
1　インドの“数学”的知識

インドの“数学”の創ったもの
インドはエジプト・メソポタミア・中国と共に，世界の四大古代文
明の一つであるが，中国と違って歴史書が少なく，エジプト・メソポタ
ミアと達って古代文字の解読も進まず，世界古代史における巨大な空
白地帯である。そのくせ，他の三つの文化圏との文化的交渉が古くか
らあったことは知られているため，

たと
例えばあることがらの発見の先後

を論ずるような場合，インドはかなり損をしているかもしれない。す
なわちインドが他に与えた影響を，あべこべにインドが受けたものと
見なされている場合もあることであろう。
それにもかかわらず，宗教，哲学，医学などの方面でインド人の創造
力は確かに認められる。それでは“数学”についてはどうであろうか。
第 1章でも述べたことであるが，インドの“数学”というとき，今
日の数学の原型のような一つの学問を頭に描いて，それが古い時代の
インドにあったと考えてはなるまい。それはむしろ，今日のわれわれ
の数学的知識の体系を，思い切ってばらばらな断片に戻した個々の知
識の方の原型である。
以上を承知の上でいうと，インドの“数学”は大体において天文・
暦法の書物の中に散在している。しかしそれにしても，

たと
例えばこれこ

れの面積公式が，元来インドで発見されて他国に伝わったのか，他国
からインドへ伝わったのか，それともあちこちで独立に発見されたの
かというような問題は，より重要な問題の一環として扱われるのでな
い限り筆者には興味がない。
ここで“より重要な問題”というのは，

たと
例えば第 1章で扱った数学
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という一個の学問分野の形成の問題などであるが，この方面に関する
限り，インドが論証的な数学を創造してこれをギリシャに伝えたとい
う可能性は，まず考えられないといってもよいであろう。これに反し
て後で詳しく述べる位取り記数法の創造，いわゆる零の発見はインド
の独創であるらしい。なるほどこれについても，メソポタミアにあっ
た位取り六十進法のインドへの影響が考えられないわけではない。し
かし現在までのところ，零の発見を含む十進記数法の体系はインド人
の独創であって，彼らはこれによって数学に対して最も本質的な寄与
をなしとげたと信じられているのである。
インドに論証的数学は生まれたか
今も触れた通り，インドの“数学”は

だいたい
大体において天文・暦法の書物

の中にある。ところで第 2章でさんざん述べた通り，ギリシャで“数
学”といえばすぐ“論理”とくるのであるが，これに相当することは
インドにあったのであろうか。
実はインドにも古くから独特の論理学があった。それは

いんみょう
因明と呼ば

れて確かに中国より進んでいたのであるが，ギリシャとの関連交渉が
問題である。両者の間には類似点もいろいろあるけれども，論理とは
本来，万人共通のものだともいえるわけで，交渉の有無について本当
のところはよく解っていないということである。ただここで非常にお
もしろいのは，インドでは論理が“数学”とさほど深い関係を結んで
いなかったらしいという事情であろう。
元来，

いんみょう
因明の目的は，宗教上の

さ い し
祭祀や教義に関していろいろな書物

の間にある矛盾を正すようなことであったといわれており，しかも論
理学的知識を伝えるインド最古の文献（『チャラカ本集』）にしても，医学
の書であって天文暦法などの書ではない。そればかりでなく，インド
の医学は仏教の庇護の下に東方のガンジス河沿岸で発達したのに対し，
暦学の中心は西方のウジャイニというところにあったというのである
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が，この地はバラモン教の聖地として仏教の勢力は及んでいなかった
らしい（三上義夫『東西数学史』（1929年）（絶版）共立社）。こう見てくる
と，インドの“数学”と論理とは，ギリシャにおけるほどの深いつなが
りをもっていなかったのではないか，という疑いももたれるのである。
今日では数学といえば論理の

うら
裏づけをもった知識体系を連想するの

がむしろ常識であり，われわれが“数学”の歴史を見るときにも，そ
の眼はこの常識の眼鏡をかけているにちがいない。しかしその常識は
必ずしも古代インドでは通用しなかったかもしれないのは上の通りで
あって，むしろ今日のその常識自身，第 1，2章以来述べてきたギリ
シャ以来の“数学”の伝統があってはじめて育った知恵だ，といいた
いのである。
インドの“数学”者たち　古い時代のインドの“数学”者といっても，
そもそも“数学”という独立した学問分野が確立していないらしいのだ
から，結局のところ，現存する天文・暦法の書の著者として知られるいく
らかの人と見るべきであろう。個人名の伝わる最古の人は 5世紀のア
リヤバタ (Ariyabh	ata)，ついで 7世紀のブラーマグプタ (Brahm	agupta)，
そして最後の人は 12世紀のバースカラ (Bha	askara)などである。アリ
ヤバタからバースカラに到る多くの学者は，面積・体積などの計算，円
に関する諸計算のようないわゆる“幾何”的な問題から，一次不定方
程式などの“代数”的問題に到るまで，いろいろな問題をとりあげて
いるが，大体において同じようなことの繰返しが多く，時代的発展に
乏しいといわれる。
最も基本的なのはブラーマグプタの書物で，問題によってはこの人
の書物で正しく取扱われていたのに，後代になると混乱して何のこと
やら解らなくなったものさえあるという。しかもそのブラーマグプタ
の書物自身，決して論理的に整理されているわけではなく，解説も例
題もない極度に簡潔なものだということである。
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もともとインドでは，仏教にせよバラモン教にせよ，経典を記録に
よって伝えるという以上に，暗誦によってこれを口伝えに伝える方が
多かったということである1)。してみると，暦法天文の書物について
も，詩歌の形で口調よく述べることの方が，論理的に正確な表現をする
よりも大切であったのではあるまいか。またこれは次の章で述べるア
ラビア以降の文章的代数の起こりとも無縁ではないかもしれない―――
筆者はこのように考えているが，今のところこれらは単なる推測に止
まる。
そういえば第 1章で引用したヴァン・デァ・ウァルデンのギリシャ
数学衰亡に関する意見にも，ギリシャ数学の本質的な考えの伝承が口
頭で行なわれていたという事情を頭において，その影響について考慮
しているところがあったが（12頁），それとこれとは違うというものの，
なおある種の共通点があるようでおもしろい。正直なところをいうと，
今日でも，よい先生によって手ずから口ずから学ぶことが，何といっ
ても数学を学ぶ方法の本筋であり，その辺の道理は今も昔もあまり変
わっていないといえるかもしれない。
今日，専門の数学書を開くと記号の列がならんでいる。知らない人
にはそれは暗号の本のように見えるかもしれない。しかし，数学者と
いえども一から十まで記号だけでものを考えるのではない。むしろ生
き動いているアイディアがそれらの記号のうしろで働いているはずで
あって，そのようなものの手ずから口ずからの伝承が絶えた場合には，
今日の数学書の意味の再現もまたきわめてむずかしいであろう。

2　位取り記数法

位取り記数法と零の記号　インド式の記数法というのは，われわれ
が日常用いている記数法のことで，

たと
例えば本書の発行の年を 1966と書

1) 三上義夫『東西数学史』参照。
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インドの記数法：1966

（すなわち，1× 103 + 9× 102 + 6× 10十 6× 1）
日本式記数法：一千九百六十六
（実は左からの横書きは少々まずい）
ローマ式記数法：MDCCCCLXVI

またはMCMLXVI

（説明はすぐあとでする）

くのはこれである。同じ数でも日本式の記数法や，今でも時おり目に
ふれるローマ数字では上のように表わされる。
インド式記数法の特長は，それが“位取り記数法”になっているこ
とである。上の表からも解るように，それぞれの“数字”はその書か
れた位置すなわち桁によって，その桁に特有の“数”を表わしている。
上の例では 1966の最後の数字 6はもちろん数 6を表わすけれども，そ
の前の数字 6は数 60を表わしている。結局これは数を　・そ・ろ・ば・ん　で表
わしたのと同じ形であり，してみるとコマを動かさなかった桁を表わ
す記号，すなわち“0”の用意がいるわけである。その代わり，1から
9までの記号に加えてこの記号 0をさえ導入しでおくと，どんな大き
い数でも自由に表わすことができるし，更に，歴史的にはずっと後代
のことであるが，小数という考えを導入することによって，絶対値の
どんなに小さい数でも，（どんどん近似度を高めて）表わすことができる
という利点がある。
この記数法と比べると，上記の日本式記数法にせよ，ローマ式記数
法にせよ，原則として桁ごとに新しい記号が必要である。実際，日本
式では一，十，百，千，万，ときて，十万，百万，千万はやや例外で
あるが，億，少しおいて兆とつづいてゆく。割，分，厘……と下へも
ゆく。ローマ式では下表のようになっていて，数を表わすには上例の

I (1), V (5), X (10), L (50), X (100), D (500), M (1000), · · · · · ·
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ように大きい単位から順に書き並べてゆけばよい。（ただし前頁例の第
二の書き方では，大きい単位Mの左に小さい単位 (C)を書きならべて (CM)，
両者の差である 900を表わす，という規約が用いられている。）これらを仮
に“桁記号記数法”と呼べば，エジプトの記数法もギリシャの記数法
もその仲間に入る。古代史の中で位取り記数法を用いていた民族とい
えば，インドの他には，やや不完全ながらメソポタミアの六十進法と，
完全ながら恐らく旧大陸とは没交渉だったであろうアメリカ大陸のマ
ヤ族の二十進法とがあるばかりである。
ここで注意しておきたいのは，位取り記数法を十進法で行なうのは
便宜上の問題だということである。十というのは，恐らく人間がもと
十本の指で“指おり数え”た名残りなのであろう。右の欄外の表に示
した十進法の説明を少し変えると，何進法による位取り記数法をでも
作ることができる。
たと
例えば p進法では記号 0を含めて p個の記号を使う。近頃，電子計
算機に用いられて急によく知られてきた二進法の場合には，0と 1と
だけでどんな自然数も，（有限）小数も，表わすことができる（次頁）。し
かも 0，1という記号は，電燈のスイッチを切る，入れるということ
ででも置きかえられるから，所要の桁数だけ電燈を並べ，そのあるも
のを点じ，他を消すことによって，（その桁の範囲で）どんな数でも表
わせるのである。点滅のスイッチの動作をうまく工夫しておけば，計
算をやらせることもできる。 (次頁第 7図)

数としての零の発見　桁記号記数法が位取り記数法におとる第一の
点は，桁が増すごとに新しい桁記号が要ることであろう。けれどもそ
れだけならば，数がさほど大きくない間は，決定的な差とはいえない
かもしれない。本当の差はこの二つの記数法の計算能力を比べる場合
に現われるので，位取り記数法は特に乗法と除法の計算に非常な強み
を発揮する。もっとも，今日のような形式による乗法，除法の工夫は，
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　 p進法で例えば 3102と書かれた数は，
3 + p3 + 1× p2 + 0× p1 + 2× 1

を表わす。
（ただしこの場合，当然 p > 3のはず）
二進法による表現 　　　　　　十進法による表現

0 0　　
1 1　　

1 0（実は 1× 2 + 0） 2　　
1 1（実は 1× 2 + 1） 3　　
1 0 0（実は 1× 22 + 0× 2 + 0） 4　　
...

...　　
1.0 1（実は 1＋ 0× 1

2
+ 1× 1

22
1.25）

電
燈 .

1 . 0 1 0

第 7図
ずっとおくれて 15世紀以後のヨーロッパで始められたことなのでは
あるが，これは印刷術の発明と時を同じくしていて，インド記数法の
使用が本格的になるのも，この時期以後であるという。（吉田洋一『零
の発見』岩波新書）
実をいうと，われわれは今日，位取り記数法のうまさに余りにもな
れすぎていて，

かえ
却ってその真価を見失っているのではないかと思われ

る。早い話が，小学校以来親しんでいる筆算の方法は，いろいろな計
算法の中で最も便利なものであるが，これなどもまさしく位取り記数
法だからこそできるものであって，ギリシャ人はもとより，今から三
百年前後も昔のヨーロッパ人などは，記録にはローマ数字を使い，計
算には玉ならべ算盤を使うといった有様で，最後までこの位取り記数
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MDCCCCLXVI
をそろばんであらわす

千
五百
百
五十
十
五
一

第 8図

法を知らずに過したのである。
今ここで述べた算盤は，もちろ
ん日本式の計算速度の早い便利
な　・そ・ろ・ば・ん　とは別物である。す
なわち板の上に数本の平行線を
引き，碁石のような石を第 8図
のようにおいて数を表わした後，
この石をいろいろと動かして計
算するという，極めて原始的な
道具であって，ここでは“

そろばん
算盤”でなしに“

さんばん
算盤”と読みたいような

ものである。
さて位取り記数法による計算について特に注意すべきは，数として
の 0の発見である。というのは位取り記数法を単に数の記録用とし
て使うだげでなく，この記数法によって計算を行なう場合には，われ
われが日常やっているように，0をただの記号とは見ず，1 + 0 = 1，
1× 0 = 0などという計算のできる，新しい一つの“数”と認めなくて
はならないからである。このような“数としての零”を発見したのも
インド人であったらしい。ブラーマグプタにはそのような規則がちゃ
んと書いてあるということである。
前節で述べた二進法の場合でも，計算の原理はかわらない。次頁に
その例をあげる。“九九”は極めて簡単だが，数の表現が長くなるの
が欠点であろうか。
ところで第 2章で述べたように，ギリシャ人たちは“数”を単位の
集まりであると定義し，その上に一つの論証的学問体系を形づくって
いた。してみると，彼らにとって零という“数”はありえぬものだっ
たはずである。けれども今かりに何かの事情によって，ギリシャ人に
も零を“数”として考えたくなる事情が起こったとしたら，彼らはど
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2進法の加法・乗法
加法：(0; 0 = 0, 1 + 0 = 0 + 1 = 1)

1+1=10

（「イチ足すイチは十」とは読まないこと。
「イチ足すイチはイチ・レイならよい。）

乗法：(0× 0 = 1× 0 = 0× 0 = 0)

1× 1 = 1

例

　

1 1 1 　実は 22 + 2 + 1 = 7

× 1 1 　に，2 + 1 = 3を掛け
1 1 1 　て，24 + 22 + 1 = 21と

1 1 1 　いう計算）
1 
0 
1 0 1

うしたであろうか。
歴史的事実に対して
このような仮定的問
いかけかすることは，
本来，無意味かもし
れないが，この場合
ギリシャ人のとりえ
たであろう途は恐ら
く次の二つしかなか
ったかと思われる。
すなわち断乎として
零なる“数”を拒否

するか，それとも“数”の定義を改め，零を含んでより広い“数”の
世界を，論証的に展開するか，このいずれかであったと思われるので
ある。
ところがインドでは，この零という“数”が何となく形式的に導入
され，また何となく理解され，そしてそのまま受けつがれていったよ
うである。これはインド的“数学”とギリシャ的“数学”との一つの
根本的な差異であろう。
今日のわれわれの“数学”は，上でギリシャ人の第二の途としてあげ
た拡大の途をとっている。われわれの“数学”はこの意味でギリシャ
“数学”の精神をつぐものといってよいのであるが，同時にこのよう
な拡大の途の可能性を示してくれたというところにも，異質なインド
“数学”の一つの大きい歴史的意義があると見てよいのではあるまいか。
インド記数法アラビアに移る　インド式記数法の起源については，
いろいろの説があるが，

たと
例えば零を仏教の空思想と簡単に結びつけた

りするのは，多少手軽すぎて実証性に乏しい。むしろインドの名数法，
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すなわち桁ごとの数の呼び名が，地方ごとに必ずしも統一されていな
かったらしい点に着目して，その混乱を避けるには位取り記数法が便
利であり，従ってまた零の発見が必要であったとする説などは，説得
力が強いように思われる。
筆算法の起源の方もよくは解らないが，古い碑文によるとずっと古
い時代には，中国の算木のようなものの使われていた形跡もあるという。
何がきっかけでどうなっていったものか，筆算の起源などおそらく解
ることではなさそうではあるが，それだけに興昧をそそられぬでもな
い。インドでの筆算の起こりのよく解らない理由の一つとして，当時
は計算をするのに，盤の上に粉をまいてその上に棒切れで字を書くと
いう形で行なわれていた，という事情があったらしい。全く，記録の
ない国インドらしい話ではある。
ここにおもしろいのは，西紀 710年頃の唐の歴史に，インドの暦算
では計算が算木でなく文字を書いて行なわれ，またその文字が九個の
数字からなり，数字の欠けた処は点を打つように定められているなど
の記録があることである。中国の方では算木の発達のためにせっかく
伝来した位取り記数法は芽をふかなかったのであるが，はからずもそ
こで，ある時代のインドの計算法の状況を記録したわげである。
9世紀になると，インド数字がアラビアに移ったことや，零の記号
として点でなく 0が用いられていたことなどについて，かなり確実な
史料が残っているという。それより古く，

たと
例えば，紀元前何世紀の頃

にさえ，いくつかの数字の原形を示す資料はある由であるが，本当に
数字の形の定まるのは，ずっと

くだ
下って印刷術発明（15世紀）以後のこと

であろう。そして前に述べた通り，事実上もその時代からこの記数法
は世の中に広がるのである。
7世紀から 13世紀にかけて，アラビア人がインドからスペインに到
るサラセン大帝国を建て，その後東西二つのサラセン帝国に分裂した
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が，代々の
カ リ フ
教王が学問芸術の保護奨励につとめたことについては第 1

章で述べた。もちろんインドの古文献も，ギリシャの古文献とならん
でどしどし吸収されていったのである。
インドの記数法は，かなり早い時代からアラビアに入ったものらし
い。記録によると，バグダードの都の建設から 10年たった 772年に，
インドの天文学者が，恐らくはブラーマグプタの書と思われる暦法の
書を献上しており，その中に記数法のこともあったと考えられている。
もちろん，そういう公式的なこと以外にもかなり密接な交流があった
ことであろう。
アラビア人は元来，固有の数字をもっていなかったので，その領土
が急速に拡大するにつれて，それに伴う数の記録などは，その地その
地の書式に従って処理されたものらしい。エジプトではエジプト記数
法により，シリアその他ではギリシャ記数法によるというようなこと
である。それが結局インド式の位取り記数法に統一されてしまったの
は，まさしく位取り記数法の優秀性を示す一つの事実であろうと見ら
れている。
インド記数法は近世への途を拓いたか　サラセン文化の西欧移入
に伴って，このインド式記数法ももちろん西欧に移植された。しかし
インド記数法のヨーロッパへの移植は，必ずしも順調に進んだので
はない。この間において忘れることのできないのは，ピサのレオナル
ド (Leonardo Pisano)と呼ばれるイタリア人，レオナルド・フィボナッ
チ (Fibonacci)である。
彼はイタリアの貿易商の子として生まれ，イスラム教の学校をふり
だしに，北アフリカやヨーロッパの各地に学んで，多くの記数法計算
法を見聞したが，その後ピサに帰って 1202年に『算盤の書』という本
を書き，インド記数法をはじめてヨーロッパに紹介した。これは内容・
形式ともに独創的な本で，後世に対する影響は大きいのであるが，初
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めのうちは時代を超えすぎていて，あまり広くは読まれなかった。も
ちろん当時の大学で用いられるような本でもなく，レオナルド自身，一
生ピサ大学とも無縁のまま過したということである。
そのうちにインド式記数法は着実に市民階級の間に拡がってゆき，同
時に 16世紀のイタリアにおける代数学（第 4章）の発展にも一役を担
うのであるが，たびたび言ったように印刷術の発明や，筆算法の確立
などは，この拡大の勢を支えた決定的な要素であった。レオナルドの
本の解説書もいろいろ出まわってくる。この

いきおい
勢に追い打ちをかけるよ

うに 16世紀後半には，オランダのステヴィン (S. Stevin)による小数
の発明がある。吉田洋一氏はこの間の推移を

う ら づ
裏付けるべき紙の生産高

の影響に関して興味ある推測を加えておられる。（吉田洋一『零の発見』
岩波新書）
記録によると，この記数法が通貨に用いられたのはスイスが最初で

1424年，暦に初めて使われたのが 1518年であるという。また筆算の
普及と共に当時用いられていた例の不便な算盤（61頁）が姿を消して
ゆくのであるが，その時期はスペインやイタリアでは 15世紀，フラ
ンスではもう少し遅れ，イギリスやドイツでは 17世紀半ばであった
といわれている。17世紀半ばといえばすでにニュートン，ライプニッ
ツの時代である。時代の先端と後尾との差はずいぶん大きいものだと
いう感じがする。もっとも，この時代に限ったことではないが。
科学史家の中には，インド記数法のヨーロッパ移入がなかったとし
たら，中世の暗黒時代はもっと長く続いて，近世以後の科学文明は到
底ありえなかったであろうと論ずる人もある。そこまでいうのは少し
極端かもしれないが，あえて電子計算機時代の今日のことはいわぬと
して，

たと
例えば 19世紀の科学者や技術者が，例の算盤の上に碁石を並

べて延々たる計算をしていると想像するならば，「インド記数法なし
に近代科学文明なし」などといいたい気持が，いくらか理解できそう
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にも思えるのである。対数のことはこの本で触れる機会はないのであ
るが，近世の数理的自然科学の勃興の背後には，17世紀当時において，
極めて高速，簡便な計算法であった対数の発見があり，そのまた根底
には，その発見を可能にしたインド記数法があったといっても，これ
は別段，風が吹いて

お け や
桶屋がもうかるというたぐいの議論とはいわれま

い。更に第 1章でも述べたように，市民階級が推進したこの新しい形
の“数学”の中には，やがて保守的な四科，三科の脱皮をうながして，
あいとも
相共により新しい近世的“数学”に飛躍した原動力が潜んでいたとも
考えられよう。このことまでを含めていうとすれば，インド記数法の
伝来なしに近世数学の誕生ありえずとする意見にしても，決して誇張
とばかりはいえないかもしれない。
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第 4章　不可能の証明―――記号の方法について
1　三つの不可能問題

不可能にもいろいろの意味がある　明治・大正・昭和の三代に活躍し
た文学者幸田露伴には，文明批評家ないし思想家の

おもかげ
面影があった。

たと
例

えば明治 44年の『番茶会談』などは青少年向きの読物であるのに，文
明の歩みに関する見透しの適確さや幅広さには今読んでもうたれるの
である。その中に「電力の無線輸送」の可能性という話が出てくるが，
夢はありながら決して荒唐無稽ではない。
―――

しか
併し新らしい企画を

あえ
敢てして，そして其の

くわだて
企の全く出来ない

ものであるといふことを確知し得たらば，その功は之を成し得た
のと余り大差は無いのです。……無線電力輸送の

ごと
如きも，出来る

となれば
もと
固より大幸なり，出来ないと定まってもその出来ないと

いふことを確めれば，之を確めた功は決して少くないのです―――
（原文のまま）
われわれはある問題がちょっと解けそうにない位のときにも，「これ
は不可能だ」と簡単にいってしまうことがある。しかし“不可能”と
いうのは，本当は，誰もできないという強い意味の言葉のはずで，そ
の中には未来永遠にわたって原理上どうしてもできない場合も含まれ
ていよう。特に数学で不可能問題という場合には，露伴氏の説ではな
いけれども，そのことの不可能であることが証明されているとか，な
いしはそのような証明が問題になっているというのが普通である。
露伴氏は不可能を立証することのもつ意味を次のように説明して
いる。
―――……新しい

くわだて
企の全く成らぬものであるといふことを確証し得

たのも，亦其のことについては復び世人を労せしめぬに至るので
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あるから，出来た方は，或る物を人界に増加したので，出来ない
方は或る消費を人界から削除し尽したので，プラスとマイナスと
の差は有るが，その価値は殆ど同じやうな理窟です―――

これで解るように，不可能の証明というものの意義は一般に決して
小さくはない。特に数学ではその上になおある重要な意義の加わる場
合がある。すなわち，あることが不可能であることを示す証明，いわ
ゆる不可能の証明は，それがむずかしいだけに極めて革新的な証明法
の創造を伴うことがあり，時として数学の飛躍的発展に一役かう結果
にさえなるのである。
われわれはその重要な一例として，次に有名なギリシャ数学の三大
問題に始まる一連の話をとり上げようと思う。
ギリシャ数学の三大問題　紀元前 5世紀の頃ギリシャで問題となっ
ていた三つの難問があった。その第一は，与えられた円と等しい面積
をもつ正方形を作図せよといういわゆる円積問題，第二は，与えられ
た立方体の二倍の体積をもつ立方体を作れという立方倍積問題，第三
は，与えられた角を三等分せよという角三等分問題で，これらを普通，
ギリシャ数学の三大問題と呼んでいる。
立方倍積問題はデロスの問題とも呼ばれる。デロス島はエーゲ海に
ある全くの小島であるが，歴史的にはかなり古くからひらけたところ
で，デロス同盟の中心であったこともあり，アポロンの神殿も有名で
あった。その遺跡は今も残っているが，デロスの問題の起こりはこの
神様のお告げということになっている。
昔この地方に疫病が

は や
流行ったとき，人々はアポロン神にうかがいを

立てて病を収める途をたずねたのであるが，それに対して「現在の立
方体の祭壇を二倍にすれば，病は収まるであろう」とのお告げがあっ
たという。そこで人びとは各辺を二倍してみたが病気はいっこうに収
まらない。その理由をプラトンにたずねたら，辺を二倍にしたのでは
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体積は八倍になって神意にかなわないと答えたとか，或はまた，神の本
当の御意向は幾何学を大切にせよということだと答えたとか，いろい
ろな伝説があるようである。もっとも，この伝説の源はというと，こ
れをアルキメデスの友人エラトステネス（前 3世紀）の説として伝えて
いるのが，そのまた数百年後のエウトキオスという次第であって，あ
まり信用はできかねる。
プラトンをここに持出すのも滑稽な話で，プラトン以前の学者が何
人もこの種の問題に手をつけていて，方法を

じょうぎ
定規とコンパスとに限ら

ぬ場合の作図法などもすでに幾通りか得られていたのである。何かと
いうと“プラトン”というのは，日本でいえば“お大師様”というよ
うなものであろうか。
円積問題もずいぶん古いものらしい。前問もこれも，ことによると
ギリシャ以前からの伝承かもしれないが，ともかく前 5世紀のギリシャ
には，円積問題に関する確実な証拠が残っている。それは当時の喜劇
作家アリストファネスの戯曲『鳥』であって，そこに登場する天文学
者メトンが
―――自分は円をま四角にしてごらんに入れる1)。

というせりふを口にするのである。この言葉自身は，円いものを四角
にするというような滑稽をねらったものであるかもしれないが，とも
かく当時の「数学」者がこのようなことを問題にしており，それが一
応世間の話題になっていたということだけは，これでおのずから判る
であろう。
角三等分問題には以上の二つのようなおもしろい話題はないが，一
説によると人々は正 9角形の作図法を求めてここに到ったということ

である。なるほど，円に内接する正 3，4，5，6角形は，いずれも
じょうぎ
定規

とコンパスとだけを用いて簡単に作図できるし，角の 2等分も簡単な
1) 現行の日本訳と少し違っているが，いくつかの近代語訳によった。
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O
B A

C

D

N M

第 9図

円の内接正 5角形の作図
　図において

AB ⊥ CD

OM = MA

CM = NM

とすると，CNはこの円の内接正 5角形の一
辺である。

ことだから，それを 2倍，2倍とするときの正 8，10，12角形，正 16，
20，24角形……と描き進むことに，原理的なむずかしさはない。して
みると，手近なところで残るのは正 7角形と正 9角形であるが, 特に
正 9角形は，円に内接する正 3角形の各辺に対する中心角度を三等分
することさえできればすむことである。
三大問題を攻めた三つの道　三大問題はギリシャの数学者たちに刺
戟を与え，種々の研究を生む原動力となった。これに関する主な史料
も，例によってパッポス (Pappos)とプロクロスであるが（第 1，2章），
大づかみにいうと，紀元前 5世紀の末から前 4世紀の半ばにかけて，三
大問題の取扱いは大いに整理され，三つの種類の解法が区別されるよ
うになっていたものらしい。
第一の方法は作図器具を

じょうぎ
定規とコンパスとに限るもので，当時これ

を平面的作図または幾何学的作図と呼んだ。第二は円錐曲線を用いる
との許される方法，第三はそれら以外の作図器具をも許す方法で，当
時は前者を立体的作図，後者を曲線的作図または機械的作図と呼んだ。
円積問題と角三等分問題の取扱いは，まず機械的作図によって試み
られ，この方法の下では完全に解決した。また立方倍積問題も円錐曲
線を使う立体的作図の問題に直され，その意味ではこれも解決した。
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第 10図

　一例として
クワドラトリックス
円積曲線をあげる。正方形

ABCD において，腕木 AB が A を中心とし
て一定の速さ（等角速度運動）で ADの位置
まで四分円を描き，それと同時に横木 BCが
一定の速さ（等速運動）で ADまで平行移動
し，両者は同時に ADに着くとする。このと
き腕木と横木との交点の軌跡 rが円積曲線で
ある。（第 10図）
∠EADを Γによって 3等分することを試みる。

腕木が Eから Dへ動く間に，横木は Γ上の Fの位置から Hの位置にまで
動く。共に運動は一様だから，横木が FHの Hから 1

3
の点 F′ に来たとき

は，腕木も弧 EDの 1

3
の処まで来ているはずで，それはまた F′を通る横木

と Γとの交点 Lを通るに違いない。すなわち ∠NAD= 1

3
· ∠EAD。

　 Γは円積問題を解くのにも使われる。
　 Γを用いる作図は“機械的作図”の一例である。

立方倍積問題
　立方倍積問題は x3 = 2を解くこと
に他ならないが，この問題は（今の
記号で書いて）

1 : x = x : y = y : 2

となる 2つの“比例中項”x, y を求
めうれば解決する。実際，この式は

x２＝ y, y2 = 2x

の 2式となって，これから
x3 = 2

が得られるのであるが，今日の言葉
でいえば，途中の 2式は放物線で，答
はその 2つの放物線の交点となる。

上にその一例を示す。
なおこれらとは別にアンティフ
ォン (Anthiphon) という学者によ
る，いわゆる原子論的解法という
試みもあるが，これについては第
5章で触れる。
こうして問題が一応解決したと
ころで，

じょうぎ
定規とコンパスとだけで

問題を解くという平面的作図の試
みが行なわれたのであろう。しか
し多くの人の努力にもかかわらず，
この条件の下で問題を解くことは
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どうしても成功しなかった。それもそのはずで，最後に決定的な結果
が得られたのは，ギリシャ時代から約二千年を経た 19世紀のことで
あり，しかも

じょうぎ
定規とコンパスとだけによる限りは三つとも作図は不可

能という結論だったのである。
恐らく古代のギリシャ人にしても，平面的作図によって三大問題が
解けそうにない位のことは，経験的に知っていたかもしれない。けれ
ども彼らにはこれが「不可能である」ということの証明まではできな
かった。経験上の不可能が実は原理上の不可能であるということが正
確に断定されるまでに，空しくも二千年の年月が流れたのである。
もっとも，考えてみれば，不可能の証明ということはさほど簡単に
できることではない。甲の方針や，乙の方針で問題が解けなくても丙
なり丁なりの方針でそれが解けることは十分ありうることで，いくら
やってもできないから，これは原理上不可能にちがいないなどとは，到
底いえないことである。
一つの方法として「

じょうぎ
定規とコンパスだけで作図できる図形は，必ず

これこれの性質をもつ」ということを確める手がある。もちろんその
ような性質 Pを見出すことが問題であるが，それさえ出来たら，前の
主張の対偶1) を取って，「性質 Pをもたぬ図形は，

じょうぎ
定規とコンパスと

だけでは作図できない」がなりたつ。そこで
たと
例えば角三等分問題の作

図がその性質Pをもたないことさえ証明すれば，角の三等分が
じょうぎ
定規と

コンパスとではできないことも証明されたことになるわけである。
残念ながらギリシャの幾何学には「定規とコンパスだけで作図でき
る，またはできない」ということを表現する力がなかった。

じょうぎ
定規とコ

ンパスで作図できる個々の図形は取扱えても，
じょうぎ
定規とコンパスとで作

図できる図形全般についての一般的議論にまでは，力が及ばなかった

1) 命題「Aならば B」に対して，命題「Bでないならば Aでない」を，前者の対
偶という。一つの命題とその対偶とは，共に正しいか，共にまちがいか，そのど
ちらかである。
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のである。彼らは与えられた問題を前にして，
じょうぎ
定規とコンパスとでい

ろいろと作図の工夫をし，できればそれでよし，どうしてもうまくゆ
かなければ，経験的知識として，どうも不可能のようだというあたりで
終わっていたのであろうか。いずれにせよ個々の図形でなく，ある種
の図形一般についてその通性を調べるという一般論の考え方は，近世
以後のものであり，そこに到るまでには代数学の長い歴史が横たわっ
ている。
定規とコンパスによる作図は二次方程式の問題に直される　近世以
後の数学において，右で述べた一般論的考え方を提供したものは記号
代数学である。本章ではこのあと記号代数学の歴史について

かえり
顧みよう

と思うのであるが，その前に，記号というものの力を示す意味もあっ
て，先ず三大問題の話に一応のけりをつけておこうと思う。言葉を簡
潔にするため，この節の間は記号その他は現代式に直してしまう。
目下の問題について記号代数がもつ役割としては，幾何学的図形の
諸問題を，方程式の言葉で表現しうるようになったことが大切である。
それではそもそも，初めにいくつかの点を与え，それから出発して，
じょうぎ
定規とコンパスとだけで作図できる図形というものは，方程式の面か
ら見て，どんな性質をもつのであろうか。

2点 (p1, q1), (p2, q2)を通る直線の方
程式：

y − q1 =
q2 − q1
p2 − p1

(x− p1)

中心 (p, q)，半径 rの円の方程式：
(x− p)2 + (y − q)2 = r2

よく知られているように，与え
られた 2点を通る直線の方程式は
yの一次式，中心と半径の与えら
れた円の方程式は x，y の二次式
で，その係数は，与えられた点の
座標などによって定まる。そこで
ある作図で出来た交点を，次の作図の出発点に使うというふうに作図
を続けることは，結局一次または二次の方程式を次から次に解いてゆ
くことに過ぎない。厄介といえば，前の方程式の根によって次の方程
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式の係数が定まるという位のことで，それ以上の本質的難点はないの
である。
そこで思い切って簡単にいってしまうと，定規とコンパスとだけで
作図できる図形は，方程式

ax2 + bx+ c = 0

の根を求める問題に翻訳されてしまうといってもよいであろう。
他方，逆の問題として，x，yに関するどんな一次または二次の方程
式が与えられても，その根を求める作図が，

じょうぎ
定規とコンパスとで必ず

できることも確かめられる。
そこで以上の二つの事実を併せれば，

じょうぎ
定規とコンパスとによって作

図可能という性質は，二次方程式をくり返し解くという一般的な形に
表現されたわけである。これは前節で述べた性質 Pの一つに

ほか
他なら

ない。
幾何学に対する代数学のこのような役割を，初めて指摘したのはデ
カルトである。その著『幾何学』には，
「一平面上の直線と円とだけで解ける作図題は，それに対する方
程式を作って整理すると，

z2 = az + b2, y2 = −ay + b2

のような形になる」
という事実が記されており，この事実はしばしば“デカルトの定理”
と呼ばれる。ここで係数が a，bなどの記号で表わされている点が大切
である。すなわちこれによって初めて，個々特定の二次方程式でなく，
二次方程式一般というものが取扱いうるようになったのだからである。
三大問題は定規とコンパスだけでは解けない　この考え方からすれ
ば，立方倍積問題は，与えられた立方体の辺の長さを 1，求むる立方
体の辺の長さを xとおいて，方程式
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x2 = 2

を解くことに帰着する。もしこれが二次方程式の問題に引きもどしえ
ないと解ったとして，更にこれが定規とコンパスとで作図できると仮
定すると，それは明らかに上のデカルトの定理と矛盾する。
問題は

x3 − 2 = 0

が二次方程式に直せるかどうかである。ちょっと考えると，これは
(x− 3

√
2)(x2 + (

3
√
2)2) = 0

なる因数分解によって，二次方程式と一次方程式とに直せそうに見え
る。しかし前の頁の初めで述べたように，今考えている問題では，係
数にある種の制限がつくため，その点まで吟味すると，この分解は許
されないことが判明する1)。
結局この三次方程式は二次方程式の問題には直せないことが確かめ
られて，立方倍積問題の作図不能性がはっきりするのである。
角の三等分問題は，複素数の知識を借りると，

x3 = eiθ

と表わせるのであるが，この式の内容は省略するとして，三次方程式
という点に関する上の考察は，このような複素数の係数の場合にもな
りたつことが確かめられる。そこで立方倍積問題と同じく，この問題
もまた

じょうぎ
定規とコンパスとだけでは作図できないことが解る。

以上の二つが最終的に証明されたのは，1837年のことである。
円積問題の方はようやく 1882年に決定的な結果が出た。円周率 π

は二次方程式どころか，整数を係数とするどんな代数方程式の
こん
根にも

なりえないことが証明されたからである。
1) もっと正確な説明は，例えば吉田洋一，赤摂也共著『数学序説』にある。更に本
格的には高木貞治著『代数学講義』など。



76 　第 4章　不可能の証明　

ことのついでに付け加えると“機械的作図”に使われる曲線，
たと
例え

ば円積曲線（71頁）はそれを用いて三大問題の一つをでも作図するこ
とができる以上，

じょうぎ
定規とコンパスとによってこれを描くことはできな

いはずである。というのは，もし
じょうぎ
定規とコンパスとで円積曲線が描け

るものと仮定するならば，その先，Γを使って角の三等分はできるわ
けだから，結局，

じょうぎ
定規とコンパスとだけで角の三等分が作図できるこ

ととなってしまう。これは先の定理と矛盾するから，Γが定規とコン
パスで描けるという仮定は捨てねばならない。
もっとも，以上述べた作図不能ということは，あくまで絶対的正確
性をもつ作図ができないという話であって，近似的な作図法について
はもちろんいろいろな考察が行なわれている。それらと，この理論的
作図問題とは，

きび
厳しく区別しなくてはならない。今でもしばしばこれ

らの問題を解いたと称する人が跡を絶たないのは遺憾なことである。

2　記号代数の歩み

ディオファントスの代数では記号を使う　通説によると古代ギリ
シャ人は代数学を知らなかったといわれている。しかし第 2章などで
も述べた通り，彼らの知らなかったのは記号を用いる代数であって，わ
れわれの代数に相当する厳密な理論的計算は，幾何学的代数の形で行
なわれていたのである。
そればかりでなく，ギリシャ人が全く記号代数を組立てなかったとい
う説も

かるがる
軽々しくは信じられない。実際，ギリシャ末期の人であるディ

オファントスの『数論』には，独特の記号代数が展開されているので
ある。
ディオファントス (Diophantos)の生涯は，ユークリッドよりなお一
層
わか
解っていない。紀元三百年頃の人という説が有力であるが，紀元 1
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∆υ γ ζ α Mα ιβ ∆ν ιϵ M◦ λζxy xy xy xy xy xy xy xy xy
x2 ·3(+)x·1(+) 1 ·12 x2 ·15− 1 ·37

第 11図

世紀の人とする説もあり，またその代数にしても，インドに影響を与
えたといわれているかと思うと，メソポタミアから影響を受けたとの
推定もあるという具合である。しかしともかく『数論』13巻その他の
著作があり，『数論』のうち 6巻は現存している。『数論』における記
号の使い方は，後で出てくるアラビアなどよりむしろ現代に近い位で，
x，x2，x3 · · · · · · などの未知数は ζ，δ′′，κ′′ · · · · · · などと示され，上
表のような式も書けていた。ただ，既知数一般を示す a，bのような文
字記号はなく，前節の終わりに用いた

ax2 + bx+ c = 0

のような一般形の方程式を書き表わすことはできなかった。してみる
と，二次方程式の一般論，

たと
例えば解の一般公式などを記号の形で取り

扱うことはできなかったわけである。
もっとも，一般論が全然できなかったというのではなく，

たと
例えば解

法一般を示すのには，数値例を挙げて，それでやり方を認めさせると
いう方法をとっていた。要するに，数値がその例以外の別の値でも困
らないように，解法の説明が与えてあるのであって，一般的解法とい
うことへの意識はともかくも認められる。そして一般論を実例で示す
というこの手法が，実は近世の手前まで続くのである。
さてディオファントスの『数論』の内容は，簡単な整数論の問題から
姶まって，いわゆる不定方程式のずいぶん高級なものにまで及んでい
る。不定方程式というのは，次頁の例のように一つの式に二つ以上の
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不定方程式の例
x2 + y2 = z2 の自然数の解を求める。
(解)　m, nを自然数とし，m > nとする。

x = m2 − n2, y = 2mn, z = m2 + n2

はその解である。（代入するとすぐわかる
m = 2, n = 1とすると x = 3, y = 4, z = 5．)

未知数があるなどの
理由から，答がいく
通りもありうる方程
式であるが，そのま
まではやさしすぎる
場合でも，その代わ

りに，答を整数に限るなどの条件がついている。それでも一般には唯
一通りの答に定まるのでなく，幾組かの答がどれと定まらずに共存し
うるものである。
この本は後に 15世紀になってヨーロッパに紹介され，16～17世紀
にかけては，ここで証明なしに述べられたことの再証明，その他多く
の問題が発掘された。近代的整数論はこの本の中から生まれたといっ
ても，必ずしも過言ではないのである。
ところでこの書の述べ方は，ユークリッドの『原論』などどは違って，
公理的に整然と議論を進めるような形ではない。そこで前世紀のある
学者などは，「百題解いても百一題目でどう手をつけてよいか解らぬ
ような，雑然たる問題集」とまで極論したことがあったのだが，最近
の研究によるとこの評価はかなり修正を要するようである。第 1章で
も少し触れたことであるが，どうやらこの『アリトメティカ』は，ピ
タゴラス―プラトン流の“数論”とは別個の学問的伝統，恐らくはメ
ソポタミアからギリシャに伝わった計算術の伝統を，それなりに集大
成したものであるらしいとのことである。
ギリシャ文献の現在への伝承は，たださえ文献の数が限られている
のに，学派によっては特に生きのびて多くの写本を残した幸運な学派
と，その反対の不運な学派とがあるようである。当時の学派の勢力の
大小もあるには違いないが，その他の要素もないとはいえまい。われ
われは後にデモクリトスを話すときに，もう一度このたぐいのことに
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出会うであろう。
アラビアの代数は文章で書かれる　代数学を

アルジェブラ
Algebraと呼ぶことの

起こりは，アラビアの数学者アル・フワーリズミー (al-Kh	arizmi)の著
書の標題によるといわれる。アル・フワーリズミーというというのは
“フワーリズミーの人”という意味の通称で，本当の名はもっとずっ
と長いのであるが，天文・地理の学者であり，例のインド的伝統の下
での「数学」者の一人だったのであろう。
この人の名を不朽にした著書の名もずいぶん長く，『キターブ・ア
ル・ムフタサル・フィ・ヒサーブ・　・ア・ル　・　・ジ・ャ・ブ・ル　・ワ・ル・ムカー
バラ（ジャブル

移項と
ムカーバラ
消去の計算の抜き書き）』というのであるが，この“移項と

消去”という言葉こそ，後にアラビア数学の術語となり，12世紀以後
はヨーロッパに伝わって，結局は，なまってAlgebra（代数）となった
といういわくつきのものなのである。
もっとも，“移項と消去”は決してアル・フワーリズミーの独創では
なく，

たと
例えばディオファントスの『数論』にも既に同じことが見出さ

れる。アル・フワーリズミーは 19世紀の数学史家M. カントルが高く
評価したので，それ以後はインドとギリシャとの二つの“数学”を繋
いだ人として，その高い評価を受けつがれてきたのであるが，最近詳
細な研究をしたある学者の説によると，必ずしも当代一流の学者では
なかったらしい1)。そういえば右の『移項と消去……』という長い名
前の本にしても，一次，二次方程式の解法で程度のかなり低いもので
はあるし，この人の名が不朽になったのもあるいは偶然なのかもしれ
ない。死後の運命というのも案外

わか
解らぬもので，先のディオファント

スにしても，このアル・フワーリズミーにしても，棺を覆った後もな
お運命の定まらない例が，数学者と呼ばれる人びとの上にもあるよう
である。

き べ ん か
詭弁家とのみいわれたエレアのゼノン（第 2，第 5章）なども

1) 矢島祐利著『アラビア科学の話』（岩波新書）。
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またその一人であろう。
アラビアの代数学は文章代数または修辞的代数と呼ばれ，記号はほ
とんど使わずに，もっぱら文章で，

たと
例えば次のように書き表わされて

いる。
―――その根の平方に 21を加えた和が，その平方の根の 10倍にな
るとき，その根の平方は何か。その型の問の解答はつぎにのべる
方法で得られる……1)。

何のことはない。これは
x2 + 21 = 10x

を解こうというのである。この先に解法が文章でのぺてあり，つづいて
それでもちゃんと幾何学的に証明が行なわれている。これはギリシャ
の“量”の理論（40頁）の影響であろう。
アラビアの代数学で最も進んだ業績といえば，12世紀のペルシャ人
であるオマル・ハイヤーム (Omar Khayy	am)の三次方程式の理論を挙
げねばなるまい。これは前節でほんの少し触れた（71頁）円錐曲線を
用いる解法で，ユークリッドの『原論』やアポロニオスの『円錐曲線
論」（第 4章）をふんだんに使う高級な幾何学的理論である。計算によ
る解法はここには見出せなくて，むしろこの次の時代への宿題として
残る。これはいわばギリシャ数学の枠内で展開された最後の方程式理
論であるといってもよい。
実をいうとこのオマル・ハイヤームの名は，四行詩『ルバイヤート』
の著者として一層有名なのであるが，その上さらに極めて正確な暦法
を作った人としても知られている。詩人・数学者にして天文・暦法の
学者を兼ねるというのは，何となく東洋の文化的

たいじん
大人の風格を思わせ

るではないか。もっとも，その理論的業績とも，
たいじん
大人の風格とも裏腹

に，『ルバイヤート』の沈欝な四行の調べは，まことに哀切である。こ
1) 中村幸四郎『数学史』第 II部参照。
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カルダノの『
ア ル ス マ グ ナ
高等代数学』より

cub′　 p：6　 reb′　 aeqlis　 20

cub′ 　は　 x3，p　は +，reb′ 　は x，aeqlis　は =で，この式は
x3 + 6x = 20

を表わす。またその解は
P v：cub　P 108 p：10　m：P v：cubica　P 108 ｍ：10

ここに，P v：cubは 3
√
　，P は

√
　，mは−で，上式は次の式を表わす

(x =)
3

√√
108 + 10− 3

√√
108− 10

れは感情ゆたかな知性の
なげ
嘆きであったと共に，征服されたペルシャの

民の心であったともいわれているが，ともかく古今東西を問わず，こ
れだけの詩人・数学者は他に類を見ないのではないだろうか。
ルネサンスの代数が遂に文字記号に到達する　ルネサンスの時期を，
ここでは便宜上 14世紀から 16世紀までとし，ガリレイ，デカルトを
以て，ルネサンスは近世に移行するものと考えておく。
「数学」に対するこの時代の寄与といえば，普通には代数の発展があ
げられる。より根本的な問題として，中世的世界観が，この時期の間
にがらりと変わるという一件があるが，その問題は次の章で述べよう。
ルネサンス期のイタリアの代数学の最大の成果は，三次，四次の代数
方程式の一般的数値解法であって，すぐ前で宿題とよんだものの答が
ここで出たのである。近代ヨーロッパの数学はこれで始めてギリシャ
やアラビアを超えたことになる。
もっとも，一般的解法とはいっても，前節で述べた例の文字係数は
この時代の終わり近くにならないと出てこない。そこで従来と同じく，
実例を使って一般的方法を示唆しようというのであるが，相変わらず
の文章代数で，その間に上に示すような式 (!?)が点在する。これは全
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く暗号文である。
この時代の代数の新しい特色は，アラビア時代にはなかった未知数
記号の使用とインド式記数法の使用とである。未知数記号には時代と
著者とによっていろいろな流儀があったが，まとめてコス記号の代数
といわれている。
ルネサンスというのは何となく明るい感じの言葉のようであるが，実
際は新旧思想の衝突する大変な時代であったに違いない。
たと
例えばこの頃に三次方程式の解法について，カルダノ (G. Cardano)

がタルタリア (N. Tartaglia)の発見を奪ったとか，タルタリアは誰それ
の翻訳を奪ったとか，カルダノの高弟で四次方程式の解法をえたフェ
ラリ (L. Ferrari)は肉親に毒殺されたとか，とにかく大変なものである。
もっとも，この最初の問題はなかなか有名で，通説によると，タルタ
リアが発見した解法をカルダーノが策を用いて，しかも公表しないと
いう約束で聞き出し，これを自分の発見として世に広めたというので
あるが，他のことはともかく，自分の発見として世に広めたという方
はまちがっている。
カルダノの著書『アルス・マグナ』（高等代数学）には「タルタリア
に証明ぬきで教わったものに，証明をつけて公にする」という意味の
ことで明記してあるということだからである1)。
カルダノには反道徳な狂天才という名が与えられている。彼は医者
として暮す一方，数学，自然哲学から占星，手相の術にも秀でていたと
いう才能の持主であったが，他方

と ば く
賭博を好み獄に下がったこともあっ

て，神と悪魔とを一つ身の中に共存させたような人柄であったという。
あるいはその通りであったかもしれないが，タルタリアとの一件をは
じめ，後世の色眼鏡も多少まじっているかもしれない。時代が時代な
ので彼一人が反道徳的であったともいえない気配であるし，第一道徳の
1) 中村幸四郎『数学史』。
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意味が今日と大分違うようである。ゲーテのファウストのような“大
人物”とみればかえって当っているのではないか。
ルネサンスが終わりに近づくにつれて，文化の中心はイタリアを去っ
てまずイギリスへ，ついでフランス，ドイツへと移動する。16世紀
はある意味で学問や芸術の時代というよりは，海陸発見の時代であり，
農民一揆や宗教戦争の時代であって，他方，14世紀以来のペストの流
行もおさまっているわけでなく，環境はかなり

きび
厳しいのであるが，し

かもなお学問の流れは着実に次の 17世紀に向かって流れていた。
代数学の歴史ではまずフランスのヴィエタ (F. Vieta)を忘れること
ができない。彼はフランスの政治の要路にあった人で，しかも若い頃
から“数学”者でもあった。その最大の業績は，定数を表わす文字記
号を代数の中に導入したことで，今までしばしば

の
述べてきたところに

よると，この事実の意義は決して小さくないはずである。すなわち実
例による一般法則の示唆という，まわりくどいゆき方は，この後次第
に姿を消して，公式という名の記号列が

ちょくせつ
直截に一般的事実を示すとい

う時代が来る。ヴィエタの文字記号はその最初の一歩なのである。
デカルトは解析幾何学の創始者であるか　デカルトのことはすでに
第 1章で触れたが，一般にデカルトというと「（われ）

こ ぎ と
考う，

エ ル ゴ
故に（わ

れ）
ス ム
あり」か，そうでなければ解析幾何学の発見者か，ということに

なる。けれども彼は本当に解析幾何学の創始者なのであろうか。
困ったことに，やかましくいうと彼をその創始者と見ることはでき
ない。すなわち解析幾何学のことを，図形に関する考察を数式に直し
て取扱う技術と解するならば，彼と同時代のフェルマ (P. Fermat)の方
法はむしろデカルトより流麗であるし，そもそも前 3世紀のギリシャ
において，すでにアポロニオス（第 6章）がそれと似た業績を残してい
る。また一方，解析幾何学の名によって，現在「デカルト座標」と呼
ばれている直交座標系などを彼がすでに考案していたと想像するなら
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ば，これも全くのまちがいで，いわゆるデカルト座標のことはデカル
トの『幾何学』には出てこない。これは正確には 19世紀になって

く ふ う
工夫

されたものである。
そこで，それではデカルトが解析幾何学を創始したというのは

ま ち が
間違

いなのかといってみると，それもまた違うといいたくなる。まことに
い じ
意地の悪い答で恐縮であるが，大切なのは，彼が文字記号による一般
式の取扱い法を開拓し，それによって（定規とコンパスとの作図の問題で
説明したような）方程式の一般的考察法の原理を確立したということで
あって，実をいうと，そこにある記号主義的精神が新しいのである1)。
その精神の新しさを説明するためには，いきおい古いことから話を
始めねばならない。まず話の焦点を当時，数式に課せられていた同次
元の条件という制約におこう。これは当時の方程式に課せられていた
根本的な制約で，等式の両辺，式の各項などはすべて幾何学的に見て
同じ型の図形を表わすべしという条件である。
たと
例えば，今日の流儀で

y = ax2 + bx+ c

などと書くのは，同次元の条件を満していない。実際 a，b，c，x，y

などをそれぞれ線分の長さで表現するとすれば，yや cは長さである
のに，bx，ax2は面積，体積となり，この式は，

長さ =体積+面積+長さ
という幾何学的に許しえない関係を示すことになるからである。
ここで第 2章の第 2節で説明したギリシャ幾何学の代数征服の物語
を，思いおこしてもらうことにしよう。同次元の条件は，“数”に満足
できなくて“図形”の取りあつかいに走ったユークリッドの『原論』
の精神の承けつぎであって，これは，代数学を幾何学によって基礎づ

1) 中村幸四郎著『数学史』には，デカルトがコス記号代数を学び，それから脱却し
た経過などの優れた紹介がある。著者御自身の研究を含む。
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けるというギリシャ的立場から見れば，宿命のようなものである。
前にも述べた通り，ギリシャ以前にあったメソポタミアの代数学に
は，この同次元の条件という制約はない。しかしそれはメソポタミア
の代数が近代的であったためとみてはいけないので，ギリシャ人の手
で批判される前の，前近代的なのんびり時代の話とみる方がよい。第
2章でも述べたようにギリシャの幾何学的代数は，自然数や分数（有理
数）以外にまで数学の対象を拡大しようとしながら，しかも今日の実
数という新しい“数”にまでは，“数”の世界を拡げなかった。線分の
長さその他の幾何学的量は，今日の“実数”の幾何学的代用品であり，
幾何学的に正確だったからこそ，むしろ同次元の制約が意識されてい
たのに他ならない。
ところがここに二千年の年月が流れ，記号法もかなり整備されたヴィ
エタの時代ともなると，代数学はいつまでも幾何学の

し っ か
膝下にいようと

はしない。幾何学的表現の助けをかりなくとも，記号法自身の力で代
数学を根底から打建ててゆくことのできる時代が，すでに目の前に来て
いたのである。同次元の条件という制限の撤廃ということは，こうし
てみると，このような記号代数学の独立闘争の一つの重要な

や ま ば
山場だっ

たのである。
文字記号の採用といい，同次元の条件の撤廃といい，たとえこうい
われても，今からみれば何程の進歩かといいたいような出来事である
かもしれない。しかしもしそうなら，これもまた一つのコロンブスの
卵である。デカルトの仕事の真の意義は，代数学を幾何学的に基礎づ
けるというこの二千年来の慣習を撤廃して，代数学が古典的幾何学か
ら独立してゆく第一の素地を作ったところにあった。いわゆる解析幾
何学の誕生は，この意味でこそデカルトの功績に帰せられるというべ
きであろう。
実はデカルトにはじまるこの記号主義の真髄を，デカルト以上に，む
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しろ史上空前の形で，認識し展開したのは，微分積分学で名高い例の
ライプニッツ (G. W. Leibniz)である。われわれはやがて第 6章で微分
積分学の歩みをそのような見方に立って概観するであろう。
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第 5章　数学的無限論の問題
1　数学史における無限像

無限はいうまでもなく数学だけの問題ではない。神の無限性を人間
の有限性に対比するというたぐいの問題は，大昔から今日に到るまで，
哲学や宗教の問題にもなり，また美術や文学の主題にもなってきた。数
学が

とら
捉えた無限の姿は，人間が描き出した無限像のほんの一面に過ぎ

ない。
けれどもこういったからとて，数学の創った無限像を浅薄でみすぼ
らしいものと考えてはなるまい。宗教的無限像，

たと
例えば“神”のよう

に，理性を超えたところに生まれる無限像は別として，無限を理論的
にとらえるというか，無限というもののもつ理論的側面というか，そ
のようなものを取扱う仕事の中で，数学の創ってきた無限像ほど，明
確なくせにそれなりの壮麗さをもつものは，他に類例を見ないと思わ
れる。数学の歴史は一面において，人間が数学的無限像をさまざまに
創り変えてゆく歴史でもあって，しかも無限の

とら
捉え方が変化するごと

に，“数学”自身も本質的な脱皮をとげる，といえるようにさえ思わ
れる。
無限を避けようとする　数学的無限論の話の発端も例によってギリ
シャ時代に見出される。第 2章で述べた，どこ迄進めても共通単位が
見つからないといういわゆる通約不能の量，今でいう無理数の問題も
当然その一例であろうけれども，より典型的なのはこの章でとり上げ
る求積問題である。
もっとも，無限というものに関する考え方に，ギリシャ時代と現代
との間で非常な差のあることは承知しておかねばならない。

たと
例えば今

日，神は無限者であり人間は有限者であるといえば，無限を有限より
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上にあるものと見ているのであろう。しかしギリシャ時代には，明確
な形をもって

とら
捉えうるものこそ学問の対象なのであって，形を限定し

がたい“無限”などの概念は，いわば学問以前のものとして，学問にお
いてはできる限り避けられていた形跡がある。この意味で，ギリシャ
時代はいわば消極的な無限論の時代である。
ただし，ギリシャ思想と現代思想とをこのように比較するのは，一般
論としてだけいえることであって，純粋数学の範囲では今日でも，“無
限”が必ずしも“有限”より上位の概念であるとはいえない。
たと
例えば一種の無限数学であるはずの微分積分学なども，無限という
曖昧なものを

さ
避けて，理論的に整頓すればする程，無限的算法を有限

的算法によって理解しようとする傾向が幅をきかせてきて，ある意味
でギリシャ時代の消極的無限論が復活したような様相を呈しはじめる。
ここで“無限的算法を有限的算法によって”という言葉は，まともに
は少し説明しにくいが，この章末に説明する数学的帰納法などを例と
して考えるといくらか解りやすいであろう。この例では自然数全体と
いう無限にわたる問題を，有限の自然数である 1と任意の nとに関す
る考察で処理するのである（105頁）。
その他，第 2章で触れた数学基礎論―――数学的理論の構造の研究―――
などでも，抽象的ないい方しかできないが，できるだけ有限的論法を
もって無限を処理しようとする傾向が顕著である。ギリシャ的立場が
超え去られた過去のものであるとは，必ずしも簡単には結論すべきで
ないかもしれない。
無限に立ちむかう　ところで，ギリシャ時代と現代という二つの時
代の中間，近世において，人びとが有限的なギリシャ思想からともか
くも踏み出して，より積極的な姿勢で無限なるものに対処しはじめた
とき，その背後にはキリスト教におげる“神―無限者”という概念の
影響が大きく作用していたであろうといわれる。ここではあまりこの
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方面に深入りすることはできないが，ルネサンスという思想の
る つ ぼ
坩堝を

経由して 17世紀を迎える頃ともなれば，世間の思想的雰囲気は大幅
に変わっていて，無限を見る眼ひとつにしても，確かに一段階を昇っ
たという感じがする。現代の数学的傾向がたとえギリシャ精神への復
帰をひそめているとしても，それはあくまでこの一段を経験した後の
話なのである。
17世紀は“数学の世紀”といわれる程で，微分積分学の創造を中心
とする数学の発展は，ギリシャの最盛期以来のはなばなしさであるが，
その背後にもこの新しい無限論は有形無形の影響を与えていたに違い
ない。これはたしかに前代までにない積極的な無限的数学の姿である。
しかしわれわれは，ここでもあまり一本調子のいい方はできない。こ
のような発展の背後に，最も有限的で最も厳格なアルキメデス流の求
積理論（100頁）が，大きく潜在的件用を及ぼしていた事実にも，われ
われは目を

おお
覆うことができないからである。この辺のところ，話はな

かなか一筋縄ではゆかない。
前にちょっと触れた数学的帰納法も，この 17世紀にパスカルによっ
て初めて用いられたものである。前にはこれを，“無限を有限によっ
て理解する”という逆説めいた言葉の説明に利用したが，より本質的
なのは，自然数全体という無限者が，ここにはじめて一個の数学的対
象として把握されるようになったという事実の方であろう。この話は
この章の終わりで述べる。
これらについで数学的無限論の歴史において忘れることのできない
一連の出来事といえぱ，19世紀前半のロバチェフスキ，ボヤイ，リー
マンなどによる非ユークリッド幾何学の創造，ないしそれに伴う空間
論の展開，カントル，デデキントの実数論の形成，および同じ人たち
による集合論の創造などであろう。これらはどれをどれともいいかね
るけれども，特に 19世紀末に起こった集合論は，人類の創造した最
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も積極的でかつ壮麗な無限像の一つであろうと思われる。
アキレスは亀に追いつけない　ギリシャにおける無限に関する数学
というと，第 2章で述べたゼノン (Zenon)の逆理，運動に関する例の
四つの逆理のことを思い起こす人も多いかもしれない。
実をいうと，ゼノンの逆理をそのままギリシャにおける数学的無限
論と考えてよいものかどうか，これが既に一つの問題なのであるが，と
もかく有名な“アキレスと亀”の逆理などに，限り無く繰返しうるあ
る手続きが現われるのは事実である。
逆理というのは，いうまでもなく反常識的な議論のことであって，

“アキレスと亀”では，足の速いアキレスでも亀に追いつけないとい
うところが，逆理の逆理たるところになっている。これを伝えたアリ
ストテレスによると，その内容は次の通りである。
「アキレスが亀の出発点まで来るうちに，亀はいくらか前進して
いる。その前進分に彼が追いつくまでに，亀はさらに前進してい
る。以下これと同じことがどこまでも繰返されて，亀はつねにア
キレスの少し前にいることになる。」

第 2章でも説明したように，このゼノンの論法は背理法であるとみ
られている。すなわち，この議論は必ずしも文字通りのことを主張し
ているわけではなく，敵はどうやら本能寺にある。
実は“運動”という言葉がゼノンにとってどんな意味をもっていた
のか，その辺に問題があるのであるが，ともかく第 2章でも述べたよ
うに彼の一派の哲学では“存在するもの”の本性は不変不動であって，
“運動”とか”変化”とかということは，存在者の本性とは考えがたい
という主張があったようである。そこでいわゆるゼノンの逆理にして
も，“運動”なるものを考えるとどんな矛盾が生ずるか，“矛盾”とは
何かということ自体がまたむずかしい問題ではあるが，ともかくその
ようなことを示すのが狙いであって，“アキレスと亀”では，特に運
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動が（あるいは時間や空間が）限りなく分割できる場合について，そ
れを論じたものらしい。もちろん“時間”“空間”などといい出せばさ
らに問題は残るのであるが，ともかくこのような解釈は十分に可能な
のである。
“アキレスと亀”はゼノンの逆理の第二番目であるが，その第一番
の“二分割”の逆理も，“運動”を無限分割可能と考える場合について，
“運動”なる概念の示す矛盾を扱ったと考えることができる。すなわ
ち次の通りである。
「運動体は終点に

つ
着く前に走路の中点に

つ
着かねばならぬ。またそ

の前に，その中点までの中点に
つ
着かばならぬ。以下同様で，この

故に運動なるものはありえない。」
このような言説は，それがこれだけで終わるものであれば，特にあ
らたまって数学的無限論などといわなくてもよかったかもしれないが，
ひとたび両者を後の二つの逆理と並べて考察すると，話はにわかに新
しい様相を帯びて，かなりおもしろいことになってくるのである。
飛ぶ矢は静止している　ゼノンの第三の逆理である“飛ぶ矢”とい
うのは，アリストテレスによると次の通りである。
「何物も運動しているか，静止しているか，どちらかだが，運動
するものは

つね
常に今という時間に存在しているのだから，飛ぶ矢は

静止している。」
この場合，先の二つの逆理とは違って，運動ないしは空間・時間が，無
限に分割できるとは見られていない。すなわち“飛ぶ矢”の逆理では，
“運動”（ないし時間・空間）に分割不能な最終要素があるという場合に
ついて，“運動”からどんな矛盾が出るかが示されているのではない
か。少なくともそのように考えることは十分に可能である。
第 2章で触れた第四の逆理“競技場”（46頁）でも，“運動”に分割
不能な最終的要素のあるという場合についての，“運動”概念からの



92 　第 5章　数学的無限論の問題　

矛盾が問題になっていることは，十分うかがうことができる。
このようにみるとゼノンには，たとえ“運動”否定論を展開するか
たわらであるにせよ，分割を無限に進めてゆけるという意味での連続
論1) と，分割不能の最終的要素があるという意味での原子論と，この
二つの大きい思潮を対比させたという解釈が与えられうる。そればか
りではなく，彼は連続論と原子論との関頭に立った批判的数学者と見
られたり，ギリシャにおける無理数の理論の開拓者の一人と見なされ
て，後の微分積分学の偉大なる先駆者に数えられたりしたこともある。
これらは果してことの真相をうがっているのであろうか。
一般にこのような古代の学者の評価を論ずる場合，先ず片づけてお
くべきいくつかの間題がある。その内でも伝承の問題のむずかしさは，
前にユークリッドの『原論』に関連して述べたが，“逆理”の伝承に到っ
ては，ゼノンより約 1世紀後の人であるアリストテレス (Aristoteles)の
伝えたもの以外にない。しかもこの場合には，仮に原文の復元を全面
的に信用するとしても，その後には近代語訳という難問が控えている。
古代の漢文などもそうであるが，古代のギリシャ語は決して近代語
のように明快なものではなく，後世の人の解釈の余地を多分に残した
ものであるという。それを近代語に訳す仕事は，実は訳者が自分のも
つ学問的解釈に従って，

ぼうばく
茫漠たる原文に一つの定まった形を与えるこ

とである，といってよいものらしい。そのせいかどうか，先の“飛ぶ
矢”の場合でも，前掲の訳文の後半を読みかえて，次のように解釈す
る説もある。
「何物も運動しているか，静止しているか，どちらかだが，運動する
ものは　・常・に・現・存・し・て・い・る　のだから，飛ぶ矢は　・不・動・の・存・在　である。」

おもしろいことに，この説は「存在するものは不動不変である」とい
うゼノンの哲学（45頁）とはむしろ調和する。しかし他方において，こ
1) 今日では分割がどこ迄も続けられるというだけでは，数学的連続とはいえないが。
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の解釈から前述の“原子論”を引出すことはかなり無理であろう。こ
の問題は数学史家の間にもいろいろな意見があって，今後とも決定的
なことはいえそうにない。
要するにゼノンの逆理は，単純な論弁でないことだけは確かだとし
ても，真相は必ずしも

さだ
定かではなくて，連続論や原子論の考えが実際

にそこにあったかどうか，本当のところ，よくは解らないというべき
であろう。
しかし他方，ゼノンの場合がそれだからといって，連続論対原子論
という問題の意味がそれだけ薄れるというわけでは決してない。ゼノ
ンがそこに一枚加わろうと加わるまいと，この二つの考え方は，単に
ギリシャ数学を底流したばかりでなく，数学の歴史を，あるいはむし
ろ人類の思想の歴史を，貫き流れている二大潮流であるといっても過
言ではないのである。

2　ギリシャの求積法

デモクリトスの原子論的考え方　ギリシャの数学ないし哲学におけ
る原子論的思想は，ゼノンから一世代ほど遅れたデモクリトスの辺り
に始まると見られている。哲学史の普通の見方によると，ゼノンが原
子論の主張者なのではなく，ゼノンの主張によって原子論の誕生が刺
激されたということであるらしい。
ここで数学における原子論的考え方というのは，

たと
例えば直線や円を

点という原子の集まりと見たり，錐体を底面に平行な薄片という原子
の集まりと見たりして考察する方法をさす。
デモクリトス (Demockritos)はソクラテスとほぼ同年配の人，西欧に
おける原子論の祖と見られていて，当時においてもプラトンやアリス
トテレスなどと十分比肩できる大学者であったらしいのであるが，意外
なことにその著作はほとんど伝わっていない。ある伝承によると，プ
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ラトンはデモクリトスの学説を好まず，その学説の抹殺をはかったと
さえいわれているが，ともかくデモクリトスには，プラトンにおける
新プラトン学派のような後継者もなく，恐らくは第 1章で述べたパピ
ルスの寿命のことなども手伝って，その学問的伝承は加速度的に消失
したのであろう。

V =
1

3
（底面積×高さ）
第 12図

デモクリトスの数学上の業績は，彼
から百年ほど後の大数学者アルキメデ
ス (Archimedes)の著作の中に残っている。
すなわち，角錐や円錐の体積が，同底同
高の角柱なり円柱なりの体積の 1

3
である

という定理は，「エウドクソスがこれを最
初に見出したが，この命題を証明なしに

最初に言明したデモクリトスにも，少なからぬ役割がある。」とアル
キメデスはいうのである。

第 13図

実をいうと正方形を底とする四角錐の体
積は，紀元前 2000年にメソポタミアで既
に知られていたらしいので，このアルキメ
デスの言明にしても，彼が歴史家ではない
だけに，どこまで信用できるかは解らない。
あるいは同じ学派の先輩後輩であったのか
もしれない。ただともかくデモクリトスは，
錐体を底面に平行な薄片に切りそいで考察
したものと，今日では推測されている。
数学における原子論的思想の今一つの表われとして，第 4章で名を
出したアンティフォン (Anthiphon)1) による円積問題の取扱いという
話がある。これは円の面積を求めるのに，まず内接正多角形を作り，そ

1) 前 5世紀の人，同名異人があったりして，その生涯はよくわからない。
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の辺数を次第に増すうちに多角形はやがて円に“なる”として答えを
出そうという方法であるが，この“なる”の意味をめぐって古代の学
者たちも盛んに議論を上下している。そして結局その当時においても，
この種の考えは“幾何学”の原理に合うものとは認められなかったら
しいのであるが，それにしても，これらによって円の面積や錐体の体
積について，ある種の見透しが得られたことは確かであろう。この概
算ないし答の推定ということは数学的原子論のもつ一つの意味に相違
ない。
一方，この行き方が“幾何学”と見られていなかったことは，前に
引用したアルキメデスの言葉からも察せられる。実際，彼はデモクリ
トスの仕事を“証明なしの言明”と呼んだのであるが，それではアル
キメデス自身はどんな“証明”をこれに与えていたのであろうか，こ
れがこの次の問題である。
大きさのないものから大きさが生まれる　アルキメデスの話に入る
前に，ここで少し寄り道をして，これから先でも問題になる点につい
て，二，三の一般的な考察を加えておこう。
実はギリシャ数学史に限るにせよ，もっと広い視野で考えるにせよ，

“アキレスと亀”のような無限の手続きや，錐体の体積のような原子論
的な考え方の問題に踏み込むことは，

おもしろ
面白いけれども，極めてむずか

しいことである。問題の性質上，歴史的考察が当然必要であるが，こ
ういう本であまり歴史に忠実であり過ぎるのも考えものだから，しば
らくはむしろ現代の立場で自由に物をいうことにしたい。
第一の問題は，直線・平面・空間などを点の集まりとする考えに対す
る吟味である。実をいうと“無限に広がった空間”などの概念は，古代
から中世にかけてはまだ生まれてはいなかったらしいのであるが，そ
のことにはこの章の終わりでちょっと触れることにして，今は立入ら
ないでおく。むしろ問題は，幾何学のはじめに出てくる“位置はある
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が大きさのない点”，“幅のない直線”，”厚みのない平面”などの概念
や，直線上には無数の点があり，平面上には無数の直線があるなどと
いう考えの方である。これらの考えは，ゼノンの逆理やデモクリトス
的原子論を頭におくと，何となく新しい意味を帯びるようには見える
のではあるまいか。

第 14図

しかも問題はこれで終わるのではない。大きさの
ない“点”が相集まって，どうして長さのある“直
線”になるのかという種類の問題は，相変わらずそ
こに残されている。さきのデモクリトスの円錐の体
積にしても一薄片が厚みをもつ限り，それは円柱で
はないからその正確な体積は解らない。実際，薄片

の正確な体積が解るのは，二つの錐体の体積を出して引算するのが普
通なのである。そうかといって，薄片を本当に厚みなしにしてしまう
と，厚みのないものを積み重ねてゆくうちに，いつの間にか厚みが生
まれたという奇妙なことになるのではないか。
ここで一つの逃げ道は“運動”をもち出すことであろう。直線は点
の単なる集合ではなく，点が動いて線を生み，線が動いて面を生み，面
が動いて立体を生むといえば，上の問題は何となく避けえたような気
になるかもしれない。しかしそれでは“運動”とは何物であるか？ 話
がここまで来ると，ゼノンの運動否定論が更に新しい意味を帯びて，も
う一度思い起こされるのもおもしろい。
ゼノンの昔はともかくとしても，幾何学を“運動”によってこのよ
うに基礎づけようとする試みは，昔から今まで，決して少ないわけで
はない。

たと
例えばニュートンの流儀の微分積分学なども，恐らくは運動

学的幾何学の伝統の上に結実した一つの大きい理論体系であるといっ
てもよい。けれどもそれでは“運動”という言葉によって，長さ・面
積・体積などの誕生の秘密が本当に解明されたかといえば，本質的な
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変化は何もなくて，結局のところ“運動“という言葉で問題をすりか
えただけというようにも思われる。ユークリッドの『原論』第 1巻に
限っていえば，その定義や公理には，実は，“運動”という言葉が出て
こないのであるが，これなどもことによると，さまざまなこの種の考
慮を経た揚句のことだったかもしれないのである。
このような事情は現在もあまり変わっていない。今日では，長さ・
面積・体積などはまとめて測度と呼ばれ，その方面の理論は現代数学
の一部門である測度論を形づくっているが，前で測度誕生の秘密と呼
んだようなことは，その理論の仕事ではない。測度論の仕事は，“測
度”なるものの持つであろういくつかの基本的性質を探し出し，そこ
から出発して“測度”に関する種々の性質を系統的に調べてゆくとい
うようなことであって，問題をそのよう

しぼ
絞るところに，現代数学の成

功した一因があるのであろう。しかしそれと同時に，われわれはこの
現代数学の

はる
遙か底にあたって，なおこのような混沌たる動機が隠され

ている事にも，多少の注意をしておきたいと思う。
エウドクソス―アルキメデスの求積法
アルキメデスは古代最大の独創的数学者といわれているが，事実に
おいては，むしろ数学史上で最大の数学者の一人という方がよい。業
績は求積法その他の純理論的な方面のみでなく，πなどの計算，静力
学・流体静力学・光学などと，実用数学から技術的方面にまで及んで
いる1)。ユークリッドの『原論』の学風とはおのずから違ったところ
があって，デモクリトスなどと同じく，プラトン派とは別個の学問的
伝統に立つ人であったかと推測できぬこともない。
求積法の方面でいえば，球の表面積がその大円の面積の 4倍である
こと，球の体積がその外接円柱の体積の 2

3
であることなどをはじめ，非

常に多くの正確な結果が得られている。幸いなことに彼の方法は，著
1) 岩波文庫「プルターク英雄伝』第 4巻のマルケルルスの篇参照。
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…
…
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P2
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Q

第 15図
アルキメデス：『放物線の求積』命題 14，15より

Oは　・て・こ　の支点と考え，AO = OQとする。ここでは
四辺形　EE1 O1 qと P1

　〃　　E1E2O2O1 と P2

　 · · · · · · · · ·
〃 　En−1EnOnOn−1 と Pn

　△EnOnQと Pn−1

がそれぞれ釣合っている。このことを用いて，
△EqQ < 3×（四辺形 FO1, F1O2, · · · ,Fn−1On, △EnOnQの和）
△EqQ < 3×（四辺形 R1O2, R2O3, · · · ,Rn−1On, △RnOnQの和）

が証明される。右辺は共に放物線の切片の近似値である。

書『方法』の古写本が 1906年に発見されたことによって大いに明ら
かになっている。それによると彼はまず求める図形をいくつかの小部
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分に分割し，それらを
てんびん
天秤の右腕につるして各部分ごとに左腕で釣合

いをとるという風な静力学的考察を用いて結果を推定し，次に背理法
によってその結果の正確なことを証明するという形をとったもののよ
うである。
この背理法による証明を，アルキメデスはエウドクソス (Eudoxos)

から継承したのであろう。エウドクソスのことは第 2章でも触れたが，
プラトン学派の一人でユークリッドの『原論』第 5巻の比例論や第 12

巻の生みの親と考えられている人である。
『原論』第 12巻には，独特の背理法を用いて証明される面積・体積
の理論が展開されている。例えば円錐の体積 xが同底同高の円柱の体
積 yの 1

3
であること（命題 10）を示すには，

x >
1

3
y

と仮定しても，
x <

1

3
y

と仮定しても，共に矛盾に陥ることを確かめ，これによって結局
x =

1

3
y

とする他ないと結論するのである。これはいうまでもなく第 2章で説
明した背理法的証明の一つであって，もちろんこれで未知の答を探す
ことはできないが，予想された答を確証するには極めて説得力の強い
論法である。次にもう少し簡単な例（命題 2）によって，この論法の実
際を説明しておこう，数式の嫌いな読者は次の小見出しまで飛ばされ
てもかまわない。
『原論』ではこの証明の前に次の事実（命題 1）が述べられている。
「ある量からその半分以上を取り去り，残りから更にその半分以
上を取り去る。このことをどこまでも繰返すと，遂にその残りは，
前以て指定されていたどんな（小さな）量よりも小さくなる」
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Q

Q

Q1

Q1

C

C

第 16図

第 17図

　『原論』第 12巻命題 2。円の面積はその
直径の上の正方形の面積に比例する。　
証明　 2つの円を C，C ′；直径上の正方
形をQ，Q′；内接正方形をQ1，Q′

1：それ
に 4頂点を追加した内接正 8辺形を Q2，
Q′

2；同じく内接正 16辺形をQ3，Q′
3；…

とおく。
Q : Q′ = Q1 : Q′

1 なので，
C : C ′ = Q1 : Q′

1 (1)

を証明の目標とする。
　 (1)がなりたたないと仮定すると

C : S = Q1 : Q′
1

なる S があって，S < C ′または S > C ′

となるに違いない。
　 (i) S < C ′の場合，C ′からQ′を除く。
2Q′

1 = Q′ > C ′なので，これはC ′からそ
の半分以上を除いたことになる。）C ′ か
ら Q′

3 を除く，以下同様。
　この手続きを続けると，（本文に引用し
た命題 1 の示すように）何回目かの Q′

n

を除いたところで
C ′ − S > C ′ −Q′

n すなわち Q′
n > S

となるであろう。一方
C : S = Q1 : Q′

1 = · · · = Qn : Q′
n

なので，Q′
n > Sである以上は，Qn > C となる。Qnは C の内接多角形だ

からこれは矛盾である。
　 (ii) S > C ′ の場合。

C : S = Q1 : Q′
1 = T : C ′

とおくと，T < C となって (i)と同様に論じられる。
　 S < C ′, S > C ′ の 2つの仮定が共に矛盾に陥るから，S = C ′ となり，
従って

C : C ′ = Q : Q′
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これが命題 2の証明に大いに利いていることは，前頁の証明を読ん
でみるとすぐ解る。
アルキメデスの証明法も原理的にはこれと全く変わらない。もっと
も彼は前記の命題 1の代わりに，それをやや使いやすく改め，
「量 Aがどんなに小さく，量 Bがどんなに大きくとも，Aを何
倍かすると，いつかはBを超える」

という意味のものを用いている。今日これを“アルキメデスの原則”
と呼ぶことがあるが，原理の上では上記のエウドクソスの命題 1と同
等のものである。
エウドクソス―アルキメデスの求積法は，このように古代で最も厳
格かつ正確な求積理論であって，前の錐体のように比較的簡単なもの
から，第 6章で述べる極限算法の

め ば
芽生えと認められるものまで，実を

いうと 19世紀以前にこれほど正確な求積理論は他になかったほどで
ある。最大の欠点は簡明適確な記号法をもたなかったことで，17世紀
の数学はこの方法を変形・改良しながら，次第に微分積分学の形成に
向って進んでいくのである。
次は当然その話の番であるが，その前にルネサンスにおける世界観
の変革と 17世紀における数学的帰納法の誕生とについて簡単に触れ
ておこうと思う。

3　無限を捉える

天空の無限の深淵へ　中世と近世との世界観を比べるとき，お互い
の間の最大の差は，宇宙観をはじめとする世界観の大転換であるとさ
れている。この二つの時代の間にあるルネサンスは，全く種々雑多の
思想の

る つ ぼ
坩堝であって，

たと
例えば宗教と自然科学との関係一つをとっても，

これを単純に宗教対科学という二つの陣営に分けて対立させてみるだ
けでは，あまり説明の役には立たない。
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たと
例えば神と無限者とを結びつける思想の形成に大きな役割をもった
人たち，14世紀のオッカム (William of Ockham)や 15世紀のニコラス・
グザヌス (Nicolaus Cusanus)などは，また現代的自然科学や数学の開
拓者でもあって，オッカムがガリレイ以降の運動学的自然学に直接の
影響を与え，またニコラス・クザヌスが近世の数学的無限論に影響す
るところの多かったことなどは，今ではかなり広く知ちれている。13

世紀の重要性については，この本でも第 1章で触れるところがあった。
われわれの現在の問題である無限の概念についていえば，中世を通
じて支配的であった宇宙観，地球を中心にいくつかの天球がその周り
を廻っているという有限的な宇宙観が，近代的な無限の空間に移行す
ることは意外な位重大な意味をもっている。実はこのことが中世の思
想を根底から動揺させたようなものであって，この問題は決して単な
る地動説対天動説という程度の一学説，一教理などの争いに止まるも
のではなかったのである。
この辺の事惜をイギリスの科学史家であるディングルは，有名なコ
ペルニクスの地動説の書物『天球の回転について』をとらえて，大要
つぎのように説明している（H. バターフィールド，W. L. ブラッグ他著，
菅井準一訳『近代科学の歩み』岩波新書。）
―――この本は発行されたとき，ローマ教会からほめられた程だっ
たのに，死後一世紀もたってから，空前絶後の大論争を起こした。
その理由は，“彼の著作は，一見単純で無害のようだったが，じつ
は中世の全思想体系の急所にふれ”ていたためである。当時の学
問は皆とけあって一つの体系を形づくっていた。“天文学で扱う
いちばん外側の天球の上に，神学が扱う天が”あり，“恒星は……
人の気質に影響を与え，ある程度まで彼らの運命を左右”した。物
質は地水風火の四元素からなり，これと対比的に人の気質も四つ
の体液からなっていた。“現在または未来に，人間の生活に関係
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するものは，一つのこらず，ものごとの全体系に関連がある。だ
から，天文学の機構をひっくりかえしただけで，思想の全体が破
壊されるのである”。

これ程の世界観の変換は，今からどう考えてみても本当には解らな
いであろう。この間の事情を文学者アナトール・フランス (A. France)

はまた次のように書いている。
―――地球は世界の中心であり，あらゆる天体はその周囲を回転し
ている。かたくそう信じていた古代人の精神状態を，われわれは
ちょっと想像することができない。古人は地獄に堕ちた人びとが
業火につつまれてもがくのをその足下に感じ……，天を仰いでは
静かにかの十二天を眺めていた……
―――古人は，こうした十二天や惑星の下に生れて，幸福なあるい
は不幸な，陽気なまた陰気な生活を送っていたのであるが，そうい
う十二天や惑星は今はもう失われてしまった。

そうきゅう
蒼穹の硬い円天井

は壊れてしまった。今人の眼と想念は，天空の無限の深淵へと没
入してゆく。惑星のかなたにわれわれの見出すものは，もう選ば
れたる者や天使の大光明天ではなくて，われわれの眼に見えない
もうろう
朦朧たる衛星の行列を従えて回転している無数の太陽である。こ
の無限大の宇宙の中において，われわれの太陽はわれわれにとっ
てガスの一泡沫に過ぎないし，地球は泥土の一滴に過ぎない……
（随筆集『エピキュルの園」より草野貞之氏の訳による。）
考える葦　考えてみると，地球にあった宇宙の唯一の中心がフラン
スのいう“無数の太陽”で置き換えられ，“硬い円天井”が無限の宇宙
空間で置き換えられるまでに，人はためらい，おそれ，たたかい，そ
して血汐を流した。
コペルニクスは地動説の祖といわれるけれども，彼はただ宇宙の中
心を太陽に置いただけで“硬い天球”をこわしはしなかった。彼の主
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著の標題は“天体の回転”ではなく，『天球の回転について』である。
遊星軌道の三法則を発見したケプラーも，「無限の中をさまようのは
不気味である」との考えをもらし，恒星のちりばめられた天球までは
こわそうとはしなかった。その少し前に，はじめて天球をこわして宇
宙を無限のかなたに迄拡大しようとしたブルーノが，異端の名の下に
焚殺されたのは有名な話であるし，『天文学対話』のガリレイが弾圧
され，『宇宙論』を書きかけたデカルトが国を逃れたのもよく知られ
た話である。
要するに，無限は一朝一夕に人びとの中に定着したのではなかった
のであるが，しかもこれなしには近世的な天体運動の理論もなく，数
学的自然学の形成もなく，恐らく微分積分学の形成もありえなかった
であろう。少なくとも，それらは今日あるものと極めて違ったものに
なっていたに違いない。
いや，それよりもっと大切なことがある。宇宙をも無限をも自らの
中に

とら
捉えようとする“人間”の自覚こそ，恐らくこの時代の最大の所

産であり，われわれの近世以後の数学の発展にしても，結局はこの新
しい世界観の上に行なわれているといえよう。
そういえばフランスは先に引用した随筆を，
―――驚嘆すべきこと，それは星の世界がかくも広大であるという
ことではない。人間がこれを測量したことである。

という楽観主義的な言葉で結んでいる。しかしここでより印象的なの
は，一人の 17世紀人としての，パスカルのかの有名な言葉であろう。
―――人間は一本の葦にすぎない。自然のうちでも最も弱い葦にす
ぎない。しかしそれは考える葦である。これを圧しつぶすのに宇
宙全体が武装する必要はない。ひとつの毒気，一滴の水も彼を殺
すに足りる。しかし宇宙が彼を圧しつぶすときも，人間は彼を殺
すものよりも高貴であろう。何故なら人間は自分が死ぬことも，
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宇宙が力において自分に勝っていることも知っているからである。
宇宙はそれを知ってはいない。

自然数全体ということ―――パスカルの数学的帰納法―――　エウドク
ソス，アルキメデスの求積法は，いわば無限との正面衝突を避ける手
段であるが，一方，無限の概念を真正面から数学の対象としたのが，数
学的帰納法という論法である。
数学的帰納法を自覚的に用いた最初の人は，他でもない“考える
葦”の，そしてまた『幾何学的精神』のパスカルである。このことは
何人かの数学史家の詳細な研究によって明らかになったのであるが，
この先取権の判定に日本人の学者が重要な一役を

にな
荷ったことは特記

してよいであろう。（H. Freudental : Zur Geschichite der vollständigen

Induction. Archives internationales d'Historire des Sciences. 1953. K.

Hara : Pascal et l'Iduction Mathématiqu. Revue d'histoire des Schiences et

leurs Applications 1962. 前者がパスカルの先取権を認め，後者（原亭吉）が
パスカルの手紙を用いてそのほぼ正確な時期を定めた。）日本では文献の不
足や言葉の制約などもあって，原典に基づく本格的な西欧数学史研究
には，なかなか手がつかないと思われた時期もあったのであるが，時代
はここでも次第に変わってきている。そしてこうなってくると，ヨー
ロッパ的伝統の底にある妙な偏見や因習から自由な日本人は，

かえ
却って

歴史研究にとって恵まれた立場にあるといえるかもしれない。もっと
も，そのためには，先ずとてつもなく大きい言葉の上の負い目をはね
返さなくてはならないけれども。
さて数学的帰納法というのは，別に示したように「ある事実がすべ
ての自然数について成り立つ」ということの証明に用いられる論法で
あるが，実をいうとこれは単なる一つの証明法というに止まるもので
はない。この論法の背後には第一に，自然数全体とは何かについて，明
らかな自覚がある。自然数は 1に始まり，その次，その次と進んでゆ
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自然数に関する性質 A(n)，例えば
A(n)：1２ + 2２ + · · ·+ n2 =

1

6
n(n+ 1)(2n+ 1)

が，n = 1, 2, · · · , k, · · · · · · のおのおのについて正しいことを，次の 2つ
の手続きによって証明する。
第 1段　 A(n)は n = 1で正しいことを確かめる。実際今の例では，

左辺 = 12, 右辺 =
1

6
× 1× (1 + 1)× (2× 1 + 1) = 1

で，左辺 =右辺，すなわち A(1)は正しい。
第 2段　 A(n)が n = kで正しいと仮定し，これが n = k + 1でも正し
いということを確かめる。
今の例では，A(k)すなわち

12 + 22 + · · ·+ k2 =
1

6
k(k + 1)(2k + 1)

を正しいと仮定すると，n = k + 1に対して，
左辺 = (12 + 22 + · · ·+ k2) + (k + 1)2

=
1

6
k(k + 1)(2k + 1) + (k + 1)2 =

1

6
(k + 1)(k + 2)(2k + 3)

右辺 =
1

6
(k + 1){(k + 1) + 1}{2(k + 1) + 1}

となり左辺 =右辺。すなわち，A(k)が正しいならば A(k + 1)も正しい。

以上の 2つから、次のように結論される。
まず第 1段階によって A(1)は正しい。
ところが第 2段で k = 1とすると，“A(1)が正しければ A(2)は正しい”
ことになるから

∴ A(2) も正しい。
ところが第 2段で k = 2とすると，“A(2)が正しければ，A(3)は正しい”
ことになるから

∴ A(3) も正しい
………………

この議論はこうしてどこ迄も進めることができる。一方、このようにし
ていくことによってどの自然数にも必ずいつかはゆきつくから、どんな n

に関する A(n)の検証も，上の手続をくりかえすうちに必ずえられる。
くことによって，全体が把えられるのであって，それ以上でもそれ以
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下でもない。だからこそ，あることA(n)がどの自然数についてもなり
たつことを知るのに，先ず n = 1で吟味し，次には n = kで正しいと
すれば n = k + 1でも正しいことを吟味するという二つの件からなる
証明法が，役に立つのである。この章のはじめに，この方法によって
はじめて“自然数全体”という無限者が一つの数学的対象として把握
されたといったのは，この間の事情をさす。「何だそれだけのことか」
と思われる人もあるかもしれないが，この“それだけのこと”によっ
て，自然数全体という無限のメンバーをもったものが，ぴたりとその
カンどころを押えられている事は注目に値する。しかも早い話が無限
級数などの議論一つをとっても，これなしには正確な推論のできない
場合が多い。これこそは，無限という新しい対象に対処すべき，新し
くかつ正確な方法であることを知らねばならない。

数三角形

第 18図

パスカルはその著『数三角形論』
において三つの命題についてこの論
法を使っているが，そのどの場合に
も，「この命題には無限に多くの場合
があるが，次の二つの補題を用いれ
ば証明は簡単である」という意味の
言葉を添えて，数学的帰納法におけ
る第一段と，第二段との二つの手続
きをおこなっている。もっとも，パ
スカルには前記の形のように，n = kから n = k + 1という一般的記
号はまだでてこない。n = 4を例として全般を示唆するという，第 4

章以来おなじみの例示の方法である。パスカルにして，なおこの一般
記号への道は険しかったという他ない。
なお，“数三角形”というのは上図のように数を並べた一種の表で，
斜めに並んだ部分は上から順に (a+ b)0, (a+ b)1, (a+ b)2, · · · · · · の係
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数を示しているが，パスカルはこれを用いて，組合せ算や整数論など
の数多くの命題を調べ，その中には彼の確率論の起こりと見られてい
るものもある。数学的帰納法と確率論という二つの大きい理論が，賭
けのような全く世俗的な問題をめぐって同時に生まれているのはおも
しろいことである。
話が数学的帰納法から自然数全体の概念に迄及んだところで，集合
論についてその方面と関連する 2，3のリマークを添えておこう。
数学的帰納法によって自然数全体なる無限者が，一個の数学的対象
として把えられた事情は前で述べた。集合論はこの考えをもう一段徹
底させ，無限に多いメンバーからなる種々の集まりをも，それぞれを
一個の対象と認めて，相互のメンバーの個数について，大小相等の比
較や加法乗法などの計算を企てる。無限者を積極的に把むという考え
は，ここにおいて極まるという感じで，この理論の創始者である，G.
カントルはその事惰を次のようにいっている。「神という無限者を認
めるかどうか，また物質界に無限者があると認めるかどうか，また人
間精神の中に無限者があると認めるかどうかで，古来の思想家は 23す
なわち 8つの組に分れるが，この三者にどれも“然り”と答えるのは
恐らく自分が最初であろう。しかし自分は最初ではあっても最後では
ないことを信じている。」なお人間精神の中に実在する無限者とは，こ
こでいう無限集合のことである。
さて，大小相等の比較は，日常の有限の場合とある意味で同じ原理
による。子供が指おり数えるときは，物一つに指一本をつき合せ，物
と指との一対一対応を作って勘定するのであるが，慣れてくると指の
代わりに，頭の中にある数の目盛とでもいうべきものを使うわけであ
ろう。無限の算術の場合，無限用の目盛はまだこれから作るというこ
とにして，もっぱら一対一対応を用いてことを運ぶことにする。
無限集合の第一の例は自然数全体N であろうが，ここにちょっと
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N：1　 2　3 　4　…　 n 　……

P：2　 4　 6　 8　…　 2n　……　
　　うまい一対一対応

N：1　 2　 3　 4 2n　…………　

P：2　 4　 6　 8　…　 2n 　………
　　へたな対応　…　

　…　

　…　

厭なことは，N の一部
分である

たと
例えば偶数全

体P も，うまくすると
右例のように N と一
対一対応がついて，“同
数”―――同じ「濃度」と
呼ばれる―――といわざ
るをえなくなる点であ
る。（上例下半分のよう
に下手な対応をつけると一方のメンバーにはみ出しが生ずるが，これは無限
集合では致し方ないことで，一対一対応が一つでもつけられれば，同じ濃度
と認める。）
自然数，正負の整数，有理数などはみな同じ濃度であることが確か
められるので，この濃度を可付番濃度と名づける。
可付番濃度などと名づける以上は，別の濃度もありそうにきこえる
が，実際，

たと
例えば実数全体はどう工夫しても自然数全体に一対一対応

がつけられず，必ず実数の方にはみ出すメンバーが残ることが確かめ
られるため，その濃度は可付番濃度より“大きい”と認められる。こ
れは実数の濃度または連続体の濃度と呼ばれるが，この先いくらでも
大きい濃度の列が作られ，それと共にこの無限算術用の目盛も先へ先
へとのびてゆく。その目盛の上で一種の加法，乗法なども，有限の場
合とある程度まで似た形で進めてゆける。これは人類の作った無限像
の中でも極立って壮麗なものである。
ところでこの目盛はすでに完成しているのであろうか。残念ながら
正確にいうと答は否といわざるをえない。

たと
例えば，無限の濃度の中で

一番小さいものが可付番濃度であることは証明できているが“その次”
に大きい濃度が何か，特にそれは連続体の濃度ではあるまいか，とい
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う問題は，連続体問題と呼ばれて，古今の難問題の一つに数えられて
いる。最近この方面の研究には飛躍的な進歩があり，その結果この連
続体問題は，集合論の最も基本的な性格を規定するほどの大問題であ
ることまで，改めてはっきりしてきた。この方面の研究には第 2章末
で触れた公理主義の考えが大きい役割を果しているが，いずれにせよ
無限の問題は今もなお数学の中心的問題の一つである。というよりも，
恐らくそれは人間のもつ数学という学問と共に，永遠無限の問題なの
であろう。
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第 6章　微分積分学への道――― 一つの記号的無限小数学
1　求積問題と接線問題

微分積分学を創ったのは誰か
微分積分学というと，直ちにニュートンやライプニッツ，あるいは
日本の

せきたかかず
関孝和などの名を思い起こす人も多いであろう。

過去の日本の“数学”である和算は，今ここで考えている数学と全く
別の伝統の上に立つものであり，また関が微分積分学に関係があると
いう確実な史実はないということでもあるから，これはしばらくおく
として，はじめの二人は確かに微分積分学の歴史で忘れることのでき
ない人物である。けれどもこの章で明らかにしたいのは，いわばそう
いう偉人伝の反対である。すなわち微分積分学はこの二人の人が

こつぜん
忽然

として無の中から創造したのではないという事実や，またこの二人の
創った理論が，そのまま現在の微分積分学の直接の原型でもないとい
うことなどを，多少明らかにしてみたいと思っている。
これはもちろん，偉人を引ずり下ろそうというような　・け・ち　な考えに
よるのではない。筆者の真意は，学問の発展というもののありのまま
の姿を，いくらかでも伝えたいというところにある。学校で教えられ
る半ば固定化した学問と違って，本当に生き動いている学問は，時と
して気まぐれなまでに流動的であり，そのくせ恒常的な何物かをつね
にその中に秘めている。このようなことを微分積分学の歴史について
伝えたいのであるが，正直なところ，やってみて筆者の学問の底の浅
さを思い知ったという感が深い。この章は少し予備知識が要るかもし
れない。
ともかくこの学問の歴史は想像以上に複雑多岐であって，それをこ
こでとやかくいうよりも，まず第 1章でも引用したフォーブスとディ
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クステルホイスの『科学と技術の歴史』から，次のような一節を引用
してみることにしよう。
「後に自然科学において微積分学という名前で用いられるように
なる数学の新領域を考えだしたのはニュートンとライプニッツで
ある，という流布された意見は事実に合わない。」
「微積分学の研究を，孤立した歴史的事実とみなすことはできな
い。求積法の問題は古代ギリシャ以来とり上げられており，多く
の場合に解かれている。微分学で生ずるような問題，とくに函数
の極値および曲線の接線に関する問題は，17世紀のはじめに提出
され，その大部分が答えられている。ニュートンとライプニッツ
の最大の業績は，求積法の問題が微分学の問題の逆であるという
ことを指摘することによって，独立に発展してきた数学のこの二
分野の間の関係を確立したことと，両方の一般的な計算方法と一
般的記号法とを導入したことであった。このとき以来，微積分学
という言葉が正当とされるようになった。しかし，それは，この
とき以前に微積分学の問題を扱う数学の領域がなかったというこ
とを意味するものではない。」（広重徹氏他三氏の訳による。）

何を微分積分学と呼ぶか　上の引用でも解るように，微分法と積分
法とは一応別個に発達してきたのが，後になって一つの有機的体系に
まとめられたのであって，初めから一つの体系をつくるべく意図して
形成されたものではない。微分積分学の形成史を論ずる場合，これは
注意すべき点であって，この“一つの体系”ということを無視すると，
話はたちまち前章で述べたギリシャ的求積法にまで

さかのぼ
遡らねばおさまら

ない。
もっとも，それかといって余りに整備された理論体系を頭におくの
も考えもので，

へ た
下手をするとニュートン，ライプニッツも古すぎるこ

とになる。そもそも現在ある微分積分学の体系自身にしても，最善か
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つ最終のものであるなどとは一体誰がいえるのであろうか。
微分積分学の誕生は，記号的計算法としての微分法，積分法が一通
り整備され，その両者が，

たと
例えば加法と減法とのように，互いに逆の

算法であることの一応認められた時期のこととするのが，最も妥当な
線であろう。これならば，ニュートンとライプニッツは，確かにこの
学問の創造者といえるのである。
ここでついでに一言すると，

せきたかかず
関孝和より後代の和算に，円理という

一種の“微分積分学”が創られていたとする説があるが，それはどう
やら“一つの体系”としての微分積分学ではなくて，それ以前の段階
のものらしい。むしろこれほど伝統の違う二つの学問は，最初から比
較しない方がよいように思われる。
話を西欧に戻してもう一つ付け加えると，この学問の歴史について
は，数学の内部的発展だけではすまない面がいろいろある。学問形成
の社会的背景というような大問題に手を出すことは，初めから断念し
ておくとして，無限，連続，運動，力などの諸概念は本来スコラ哲学
の言葉であったのが，数学にも自然学にも関係をもって来て，

さかのぼ
遡れば

ことは中世的学問体系の中に埋没するし，下っては近世的世界観の形
成，特に数理的自然科学の形成とからみ合う。話はとても

ひとすじなわ
一筋縄では

ゆかないのである。
このような事惰であるけれども，この章では大体において数学内部
の問題だけを取扱うことにしようと思う。その方が話がすっきりする
し，しかも，17世紀の数学はすでに哲学とも自然学とも独立した固有
の学問的世界をつくり上げていたという客観的な事実があるらしいか
らである1)。
現在の積分学からのリマーク　話は求積問題から始めるとして，初
1) D. T. Whiteside : Patterns of mathematical Thoughts in later seventeenth

century. Archives for History of EXact Schiences vol. 1, 1962による。この
論文の結果は以下で大いに利用させてもらっている。
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y =
f(x

)

O a b
x

y

第 19図

めに現在の積分学のとっつきの部分を，
簡単に見ておくと便利である。
積分法の出発点は，函数の縦線図形
と呼ばれる図形に対する求積法である。
ここに函数 f(x)の縦線図形とは左図の
灰色部分のことで，正確にいえば，x軸，
2点 a, bを通る y軸への平行線，f(x)

のグラフの四者の囲む図形である。
aから bまでの f(x)の（定）積分∫ b

a
f(x)dx

とは，本質的にはこの縦線図形の面積に他ならない。ただし，f(x)の
グフフがこの図のように x軸より上にあればそのままでよいが，グラ
フが x 軸の上下に現われる場合には，縦線図形の内で x軸より上の部
分の面積を正，下の部分の面積を負として合計したものを，その（定）
積分の値とする。もっとも，これは計算の便宜上の規約で，本当に大
切なのは，積分が実は面積のことだというような認識の方である。
（定）積分の値 aを数式で表わすには次頁囲みのようにする。
（定）積分を定義するのに，本文の説明では一応“面積”を用いてみ
たが，上記の説明では実数論と数式計算とでことがすむと述べた。今
日の積分学は一般に後者の方針に従っていて，面積は逆に（定）積分の
計算で求められる立場にある。もちろん（定）積分によって得られるの
は，（正値をとる連続函数の場合）縦線図形の面積に限られるが，縦線図
形以外の場合にも十分応用される。

たと
例えば第 22図（115頁）の面積 Sな

ども，二つの縦線図形の差として求められる。
（定）積分を定義するのに，本文の説明では一応“面積”を用いてみ
たが，上記の説明では実数論と数式計算とでことがすむと述べた。今
日の積分学は一般に後者の方針に従っていて，面積は逆に（定）積分の
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a a1 b
(= a0) (= a1)

不足和

　
a a1 b

(= a0) (= a1)

過剰和

第 20図 　 第 21図区間 [a, b] をいくつか（k個）の小区間に分つ。（k等分である必要はな
い。）各小区間 [ai−1, ai]における f(x)の最小値をmi，最大値をMi とお
いて

不足和：sk =

k∑
i=1

mi(ai − ai−1) = m0(a1 − a0) +m1(a2 − a1)

+ · · ·+mk(ak − ak−1)

過剰和：Sk =

k∑
i=1

Mi(ai − ai−1) = M0(a1 − a0) +M1(a2 − a1)

+ · · ·+Mk(ak − ak−1)

を作る。sk が αの控え目な近似，Sk が αの過剰な近似であることは，式
からも図からも容易に解るであろう。
ここで分点の数を増して小区間の幅をどんどん小さくすると，不足和と
過剰和とが次第に接近して，共通の値 αに近づくことが予想されるが，f(x)
が（グラフに切れ目のないいわゆる）連続函数の場合などには，この予想
が実際に証明される. ∫ b

a

f(x)dx

とはこの αのことと定める。
この証明は実数の性質（“実数論”）だけを用いて行なわれ，“面積”など
の幾何学的概念のたすけは借りない。

計算で求められる立場にある。もちろん（定）積分によって得られるの
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S

f(x)

A
g(x)
B

a b a b a b

s =

∫ b

a
f(x)dx−

∫ b

a
g(x)dx

第 22図

は，（正値をとる連続函数の場合）縦線図形の面積に限られるが，縦線図
形以外の場合にも十分応用される。

たと
例えば上図の面積 Sなども，二つ

の縦線図形の差として求められる。
もし

f(x) =

{
0,　xが無理数のとき
1,　xが有理数のとき

のように異様な“図形”では，不足和と過剰和とが歩みよらず，従っ
て積分が不可能な場合には，その図形は“面積”をもたないと解釈さ
れるだけである。
その他，体積や曲線の長さについても，これと同じような原理に基
づく取扱いが行なわれている。
このように現在の積分学では“図形”よりも“数”―――実数―――の理
論の方が優先していることが解る。ところでわれわれは第 2章で，ギ
リシャ人が“数”よりは図形的量を重視して，今の実数論に当る比の
理論なども幾何学的に展開していたことを述べた。これは現在の行き
方と全くあべこべであるが，この二つの傾向の旋回点になった時代こ
そ，デカルトの前後以来の 17世紀なのである。当時の求積法は初め
ギリシャ流の幾何学的求積理論から出発し，次第に記号代数の色彩を
濃くして，

つい
遂に今日の形になってきたものなのである。
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取リ尽し法と葡萄酒樽の測定　アルキメデスの業績が西欧の学界に
伝えられたのは 15世紀頃からで，ギリシャ数学の文献中では最もお
くれて伝わったのであるが，数学的自然学ないし微分積分学の形成に
及ぼしたその影響は，むしろ一番大きかったかもしれない。有名なガ
リレイはその影響を大きく受けた一人である。
もちろん長らく絶えていた古い学問の復活であるから，最初のうち
は誤読や無理解が多かったらしい。特にその求積法における背理法的
証明（第 5章）は，一方で取り尽し法 (method of exhausition)という名を
与えられて次第に重んじられるようになりながら，他方では過度に厳
密な論法として，敬遠されたり誤用されたりした場合も少なくなかった
ともいわれている。しかし実際には，これほどの論理的正確さをもっ
た求積法は，微分積分学の理論的基礎が固められた 19世紀以前には，
他に類を見なかった。ニュートン，ライプニッツの微分積分法にして
も，とてもこれだけの論理的正確さはもっていなかったのである。
アルキメデスの求積法を，ただし方法の正確さをではなく，得られ
た結果において継承した 17世紀最初の業績は，ケプラーの著書『葡
萄酒樽の形と容積測定』（1615年）であろう。
ケプラーはドイツの人，惑星の運動に関する「ケプラーの三法則」
で有名であるが，現代的な意味での数理科学者というよりは，多分に
ピタゴラス―プラトン的な数の神秘主義者という感の深いルネサンス
人の一人である。

たと
例えば初期の彼は惑星の軌道と五種の正多面体との

関係を真剣に論じ，また惑星運動の根本原因を神の霊と考えたりして
いた。この神の霊が約 20年の後にケプラー自身によって自然力と改
められ，それの中からガリレイ，ニュートンに引つがれる天体力学が
生まれたのである。
『葡萄酒樽の形と容積測定』は一見余技のような著書であるが，ア
ルキメデスの著書『球と円柱」を継承して，後者に扱われた立体をは
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r

2 r

r

第 23図
じめ葡萄酒樽に到るまで，いくつかの求積問題を解いている。彼の方
法は前章の言葉を借りれば原子論的であって，円周は無限に多くの辺
をもつ多角形と見なされ，円の面積は中心に頂点をおき半径を高さと
する無数の三角形の和，球の体積は同じく無数の円錐の和などと考え
られている。この論法が，原子論的求積法についてまわる論理的弱点
（第 5章）をもつことは言うまでもないが，答の見透しをつけるという
意味では，結果は決して不毛ではなかったのである。
『不可分量幾何学』と『無限算術」（極限概念の起こり）　ケプラー
の次にとり上けるべきはカヴァリエリの『不可分量幾何学』（1635年）
であろう。この人はガリレイの弟子であるが，この求積理論が後代に
与えた影響は意外な位に大きく，一方ではイギリスのウオリスを経て
ニュートンへ，他方ではパスカルを経てライプニッツに伝わっている。

第 24図

この幾何学では平面図形の面積はそこに
引かれた平行線分の全体，立体の体積はそれ
を平行に切る平面分の全体などと見なされ，
この線分なり乎面分なりを不可分量と呼ん
でいる。これは一種の原子論で，“不可分量”
の定義がないなどの欠点はあるが，当時の数学的無限理論の中では際
立って明解かつ使いやすかったものらしい。その上，正確な証明には
取り尽し法を用いることになっていて，粗雑な原子論的理論では決し
てなかったのである。今日“カヴァリエリの原理”として知られてい
るところの，
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「2つの面積を平行線で切るとき，切口に当る線分の比がつねに
一定値 a : bであれば，面積の比もまた a; bである。」

などもその成果の一つである。 (�g. 24)

不可分量幾何学の発端の部分を，より論理的に正確にしたのはパス
カルの求積理論である。これは不可分量の代わりに

たんざく
短冊形の長方形を

用い，その和について取り尽し法を用いるというやり方で，前に述べ
た現代式の積分の定義に近い優れたものであるが，ただあくまで幾何
学的理論であって，記号的計算法にはなっていない。パスカルはあく
まで古典的な幾何学尊重主義である。
同じ頃イギリスではオックスフォード大学のウオリスが，不可分量
の考えを数論，代数の方面に適用することを試み，『無限算術』（1655

年）という書物を著わして一種の記号代数的な無限数学を展開してい
た。彼は多少の論理的不備には目をつぶり，式の形その他からの類推
によって大胆な記号計算を行なっている。下に示すのはその一例であ
るが，ここに秘かに現われてきた論法こそ，正確だが面倒くさい取り

lim
n→∞

n∑
v=0

v2

(n+ 1)n2
=

1

3

であることが知られているが，ウオリスはこれを次のようにして求める：
0 + 1

1 + 1
=

1

2
=

1

3
+

1

6

0 + 1 + 22

22 + 22 + 22
=

5

12
=

1

3
+

1

12

0 + 1 + 22 + 32

32 + 32 + 32 + 32
=

14

36
=

1

3
+

1

18

項数を増すとこの比は 1

3
に近くなり，結局此の比と 1

3
との差は，前もって

与えられたどんな小さい数よりも小となる。《したがってこれを限りなくつ
づければ，その差は全く消失してしまう。》
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尽し法に代わって，やや粗雑ながら計算の簡明な新しい型の計算法を
ひら
拓いたもので，要するにこれが今日の極限算法――― これは粗雑ではな
い―――の一つの原型に他ならない。
実はこの極限の概念も既にアルキメデスの論文の中に見出されてい
る。それは背理法による正確な証明さえもっているが，もちろん考え
方は幾何学的である。より便利でしかも論理的にも正確な記号的計算
法となると，これは 19世紀になる迄，本当の意味では得られていな
い。これについてはこの章の終わりで少し触れる。
なお先に引用した数学史家ホワイトサイドは，17世紀における数学
発展の指導原理として，前記のウオリスに見るような，「式の形その
他，型からの類推」ということに注目している。そのつもりでウオリ
スの計算を読み返して見るのもおもしろいであろう。
取リ尽し法の変形と没落　不可分量の幾何学は 1660年頃から，また
取り尽し法は 1670年頃から，それぞれ急速に使われなくなっていっ
たといわれる。これが微分積分学の勃興期とほぼ一致している所が問
題である。
もっともこうなる迄の間に，取り尽し法もギリシャ伝来の形が次第
に変わってきていて，見方によっては，これが衣がえをして微分積分
学になったということもできないでもない。いずれにせよ，この辺の
状況を少し見ておこうと思う。
たと
例えば取り尽し法といえば背理法とくるはずなのに，背理法が表面か
ら隠されて，次頁のような形の証明手続きにまとめられたりする。よ
く見るとこれは少し前で述べた現代的な積分概念と似ていて，不足和，
過剰和の列で上下から挾むような形であるが，こうなると次の発展段
階がむしろ取り尺し法から離れて極限算法の方に向うのも自然のよう
に思えるのである。
一方，取り尽し法を曲線の長さの測定に使おうという試みが意外に
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(1)　 A1 ≧ A2 ≧ · · · ≧ An ≧ · · · > α > · · · ≧ an ≧ · · · ≧ a2 ≧ a1

(2)　 B1 ≧ B2 ≧ · · · ≧ Bn ≧ · · · ≧ β > · · · ≧ bn ≧ · · · ≧ b2 ≧ b1

(3)　任意の正数 εに対してある添数がきまり，それ以降の nでは必ず
An − an < ϵ, Bn − bn < ε

となる。
(4)　どんな i, j についても

Ai ≧ bj , Bi ≧ aj

以上 (1)～(4)の仮定の下で
α = β

がえられる。

k2

k1
k1
k2

第 25図

難航して，より実用的な，微小三角形による近
似（右図）が姿を現わす。これはこの後で述べ
る微分法との関連にも縁の深いところである。
このように，取り尽し法を理論の中心に置き
ながら，新しい時代の息吹きはいろいろな方向
を指して動いていった。これが大体 1670年頃までの学界の動きであ
る。学問の足どりの速さは 20世紀の今日と比べても，さほどおとる
とは思えないではないか。
実現しなかったある無限小数学　われわれはいま，取り尽し法の一
つの改良型を例示した。これはパスカルの着想によるものということ
であるが，もちろん当時そのような記号的表現はできていない。こん
な場合，前のように簡単に記号で書いてしまうというのは，実は大変
な飛躍をおかしたことになる。全くの話，取り尽し法を表現するその
ような明確な記号法がなかったからこそ，多少の論理的不備にまでも
目をつぶって，より簡便な極限算法，無限級数の和，あるいは前記の
微小三角形などが多用されるようになり，結局それらから記号的数学
としての微分積分学が生まれてきたのだからである。
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こういうと，それでは取り尽し法自身の記号化はどうしてできなかっ
たか，という反問が出るかもしれない。これについて例のホワイトサ
イドが次のようなことをいっているのは，いろいろな意味でおもしろい。
―――デカルトにもパスカルにもニュートンにも，取り尽し法を記
号化するというような意図は全然見られない。ただ記号法の

ばけもの
化物

のようなライプニッツだけは，機会さえあれば，取り尽し法の記
号化に成功して，いわゆる微分積分学でないある無限小数学を開
拓していたかもしれない。
―――彼がその道を行かなかったのは一つの歴史的偶然のようであ
る。というのは，彼が微分積分学を発酵させていた 1670年頃，彼
の先生であったホイヘンスは取り尽し法打倒の急先鋒であって，ラ
イプニッツがその方法を学ぶ

いとま
暇はなかったらしいのである……。

われわれは過去の歴史的事実について，“もしこれこれの事が起こ
らなかったとすれば”などといってみても，ほとんど何の役にも立た
ないことを知っている。しかし数学の過去の歩みをしばらく無視して，
ありえたかもしれぬ別の理論，別の歴史について想像をめぐらすのも，
またなかなかおもしろいこともあろう。
無理にそれとこれとを結びつけるわけではないが，実をいうと，19
世紀以来行なわれている微分積分学の理論的基礎づけの動きは，どう
もこの学問の形を，アルキメデスとまではいわぬにせよ，先の取り尽
し法などの形にかなり近いところへ，追いやってきたような気がする。
19世紀の微分積分学はそのままライプニッツの実現しなかったある
“無限小数学”の再現といってよいのであろうか。それともそこには
なお再現されていないいくつかの夢が将来の開拓を待って残されてい
るのであろうか。歴史はこの辺りからにわかに現代の可能性につなが
る。この問題自身の価値はともかくとして，少なくともこのような方
向にこそ，未来へ

つな
繋がる一つの

かがみ
鑑としての，歴史のもつ大きい意味が
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あるのではなかろうか。
なお今出てきたホイヘンスは当時の代表的な数学・物理学者の一人
で，振子時計や光の波動説で有名であるが，微分積分学の形成にもデ
カルト，パスカル，ウオリスなどと並んで大いに力を尽した人である。
取り尽し法への彼の批判は，それが発見的でないことと，その手続き
が冗長であることに向けられていて，その限りではいずれも根拠ある
批判である。
現在の微分学からのリマーク　今までの話はすべて求積法のことで，
今日の積分学につながるのであるが，一方，今日の微分学の発端は，求
積法と独立でしかも断片的な，大小いくつかの間題の中に見出される。
接線の問題以外は，求積法ほど古い伝統をもっているわけでもない。
中心的な問題は接線の理論と，当時“流れ”と呼ばれていた運動学
的問題などであったが，これと並んで極値問題や方程式の重根の問題
などもあり，しかもそれらは個々別々に取扱われていて，それを統一
する理論は 17世紀のはじめにはまだ生まれていなかったようである。
統一の試みがうまくゆくゆかないという以前に，ばらばらな理論を統
一してみようという気になることが先ず問題だったのである。
ここで今日の微分学に触れて，今挙げた諸問題がそこでいかに統一
されているか，一通りざっと見ておこうと思う。こんな簡単なことが
なぜ統一できなかったのかという疑問が起こるかもしれない。答はコ
ロンブスの卵といえばよかろうか。記号法を用いて考えるということ
は，すでに卵のはじをくだいているのである。
函数 f(x)の x = x0から x = x0 + hまでの間の平均変動とは，

1

h

{
f(x0 + h)− f(x0)

}
のことをいう。f(x)が時間に対する走行距離を表わすような場合，そ
の平均変動は言うまでもなくその運動の平均の速さを示す。
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hを 0に近づけるとき (h → 0)上の平均変動が一定の値 αに近づく
ならば，そのα（極限値）を f(x)の x = x0における微分係数といい，微
分係数を求めることを，f(x)を x = x0で微分するという。運動でい
えば，いわゆる瞬間の速さである。

f(x0)

　　　　　　　
　　　　　　 f(x0 + h)

P

P

T

x
　　　

y

h

　　　　　x0 　　　
x0 + hO

第 26図

ここで運動について述
べたことを，f(x)のグラフ
についていえば，平均変動
は左図の弦 PP′ の勾配で，
x0 における微分係数の値
αは，点 Pにおける接線
の勾配に相当する。とい
うよりも，“図形”でなく
“数”の計算を重んずる現
代的な立場からいえば，グ
ラフの一点 Pでの微分係
数が求まったときに，その

O

y

x

y = f(x)

a1 a2

f(a1) = 0
f(a2) = 0 （a2は重根）

第 27図

勾配をもつ直線で Pを通るものを接線と
名づけるのであって，微分係数を求める事
が不可能な点では“接線”は存在しないと
見なされる。この辺は定積分と面積との関
係と同様で，要するに現在では，函数を微
分すればその函数の示す運動の速さが求ま
り，同時にグラフに対する接線の勾配が求
められて，ひいては接線の方程式も得られ

るというわけである。
一方，方程式 f(x) = 0の根はグラフと横軸との交点の座標から得
られる。特に 2つ以上の根が次第に接近して 1つになる，いわゆる重
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根の場合には，次頁図のようにグラフはその位置で x軸に接すること

極
大
値 極

小
値

極
大
値

x

y

O

第 28図

が確かめられる。こ
れが重根と接線との
関係に他ならない。
また (x)の極値とい
うのは，xがほんの少
し増しても減っても，
必ず函数値が減る（極
大値），または必ず函
数値が増す（極小値）という場合の総称である。グラフは極大値のとこ
ろで山頂になり，極小値のところで谷底となるから，接線が引ける限
りはその勾配は 0である。すなわち極値を探すにも，微分法が用いら
れるわけである。
われわれは次に今あげたような種々雑多の問題が，現在のように統
一的に処理されるまでの道筋を，極めて大ざっぱに眺めてみることに
しよう。
接線法，特に切捨て御免の算法について　曲線に接線を引く問題は
ギリシャ時代からあった。円錐曲線（円，楕円，双曲線，放物線など）の
接線はもちろん，アルキメデスなどはもっと“高級”な曲線の接線に
までも言及している。
ここで少し脇道であるが，アルキメデスとほぼ同時代のアポロニオ
スに触れておく。この人は円錐曲線の研究に新生面を

ひら
拓いた人で『円

錐曲線論』全 8巻を残した。第 8巻以外はギリシャ語またはアラビア
語で今日にも伝わっている。ルネサンスから 17世紀にかけて，ユー
クリッドの『原論』，アルキメデスの著作，パッポスの『数学論集』（15

頁）などと一緒に，この本も極めて大きい役割を果した。ケプラーが
遊星の軌道を論じたり，ニュートンが力学体系をまとめたりしたとき，
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この本からの知識はふんだんに利用されたのであって，『原論』が専
門書であるのと同じように，体裁こそ古いが実質的には現在の普通の
解析幾何学書よりずっと程度が高い。
さて時代が下がって 17世紀前半ともなると，円錐曲線以外の“高
等”曲線への接線がそろそろ問題になってくる。ここで大きい役割を
果たしたのはガリレイ一派の運動学で，これにアルキメデスが影響し
ていたことは前にちょっと触れた。そこでは点の運動が曲線を描くこ
と，およびその運動の瞬間における運動方向が実は接線の方向である
ことの二つの認識が，新しい一群の曲線を処理する際の基本となった
のである。
話が少し前後するが，実は“流率法”と呼ばれるニュートン流の微
分学自身，この運動学的アイディアに導かれている。これはいわば微
分学に到る一つの道として，ギリシャ的伝統を承けついだ幾何学的理
論になっているのであって，同じく微分学に到るものでありながら，
より記号代数的でしかも原子論的傾向の強いライプニッツの理論とは，
はっきりした対照を示している。
さて 17世紀前半の接線の理論で主なものはフェルマの流犠とデカル
トの流犠とであるが，肝腎のところは，どちらもかなり荒っぽい。す
なわち接線の方程式を出すのに，前に述べた平均変動にあたる hでの
割り算を行なった後，今日ならば hを 0に近づけて極限値を求めるは
ずの所を，一挙に hを 0とおいて切捨ててしまう。hで割るときは当
然 0でないとしているのだから，ずいぶん乱暴なやり方で，利用する
だけしたら後は切り捨て御免という感がある。
フェルマの極値問題の解法やデカルトの方程式の重根問題なども，h
の処理に関してはこれと大同小異である。
このような議論はもちろん多くの批判を受けたのであるが，デカル
トやフェルマのような人たちが，この

み や す
見易い非合理性に気付かないで
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いたはずはあるまい。結局のところ，これらは代数学的計算規則の一
種であって，不可分量の幾何学のある部分と同様，発見のために用い
られる手段だったのであろう。考えて見ると，h → 0をうたう今日の
流儀にしても，大抵の場合（すなわち平均変動が hの連続函数である場合）
は，h = 0の代入ですませられる。それですむ場合と，すまぬ場合と
の判定（函数の連続性のような）が出来ていたか出来ていなかったか，こ
の微妙なところにも 17世紀と 20世紀との一つの差があるといえるの
であろう。

2　微分積分学という体系

微分積分学の基本定理　今日，微分積分学の基本定理というのは，大
ざっぱにいって微分法と積分法とが互いに逆の算法であることを示す
定理であるが，これはこの学問を少し教わった人びとに，時としてと
まどいを感じさせることがある。というのは，微分することの逆の算
法が初めから積分することと名付けられていて，こと新しく“基本定
理”などといわれても，聞く側にとっては何が定理なのか解らない場
合があるらしい。ここで両者を逆の算法というのは加法と減法とを逆
の算法というのと同じような意味で，

たと
例えば函数 x2を“微分”する

と函数 2xが得られるが，この 2xを“積分”すると函数 x2 +C（C は
定数）が得られて，定数の差を無視すると，もとの函数 x2に

もど
戻るとい

うような事情を指す（122頁）。
基本定理の真意を見るには，“微分”することは右の通りでよいが，

“積分”することの方を，前に述べた縦線図形の面積と考える（定）積
分のことと理解して，そこからことを始めねばならない。（115頁）
いま函数 f(x)に対して次頁図の灰色部分の（定）積分∫ x

a
f(x)dx
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を考えると，この値は，積分記号の上端にある xの値，いわゆる積分

O ba x x

y

y
=
f(
x)

第 29図

の上端を変えるにつれて，変化して
ゆく。すなわちこの積分は積分の
上端 xの函数である。これをF (x)

とおくと，（もとの f(x)が連続函
数数である場合にはF (x)の導函数
は f(x)となることが確かめられる
（左図）。いいかえれば，われわれは
積分の上端 xを動かすことによっ
て，f(x)の原始函数の一つを自動

的に得たことになるのである（次頁囲み第 30図）。
今度は連続函数 f(x)の原始函数 Φ(x)を勝手に一つ取ってきたとし
て考える。（上の F (x)もその一例であるが，

F (x) + C（C は定数）

もすべてその仲間である。）このとき必ず∫ b

z
f(x)dx = Φ(b)− Φ(a), (f(x)は連続函数) (1)

であることが証明される。してみると，f(x)の原始函数を一つでも
知っておれば，f(x)の（定）積分はこの右辺によって至極簡単に求め
られることになる。普通に基本定理というとこの (1)の形の定理を指
すことが少なくない。微分法の逆算法と，求積法とを共に“積分”す
るという一つの言葉で呼ぶ背後には，実はこれだけの事実があるので
ある。
われわれはこの章の前半で 17世紀の求積法がなかなか面倒なもので
あったことに触れたが，基本定理が解った上に，微分法の規則が整っ
たとなると，前に注意したように求積法は著しく簡便化される。しか
しそのためには，求積法に比べてずっと弱体であった微分法関係の理
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論を充実し，特に機械的な記号計算でことが運ぶようにしておいて，微

O

y

xa x+ h

f(x1)

h

x1 x+ hx

第 図

　

第 図

Fx+ h− F (x)

h
=

1

h

{∫ x+h

a
f(x)dx−

∫ x

a
f(x)dx

}
=

1

h

∫ x+1

x
f(x)dx

この右辺の積分を長方形の面積でおきかえる（第 31図）∫ x+h

x
f(x)dx = hf(x1), （x1は xと x+ hの中間のある値）

（この右辺で長方形の高さを f(x1)と取ることは，f(x)が連続函数な
らば必ずできることが確かめられている）

∴ F (x+ h)− F (x)

h
= f(x1)

h → 0のとき xと x+ hの中間にある x1も xに近づくから，両辺の
極限値をとって，F ′(x) = f(x).

分法およびその逆算法である原始函数の簡単明瞭な求め方を整備しな
くてはならない。これらの仕事が一通り出来上がったときこそ，体系
的理論としての微分積分学の少なくとも原型が誕生するときに他なら
ない。次にこの間の事情を少しのぞいて見ようと思う。
接線法と求積法が一つにまとまる
数学史家の中には接線法と求積法が逆の関係にあることを認めた最
初の人としてバロウを指す人が少なくない。アイザック・バロウ (I.
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Barrow)はケンブリッジ大学の教授でニュートンの先生にあたり，後
にその椅子をニュートンにゆずった人である。
けれども接線法と求積法との

つな
繋がりもまたバロウまで来てにわかに

認識されたのではなく，特に曲線の長さを求める問題にからんでは，か
なり以前から予想されていたらしい。

y

O

P

P

Δx
Q

Δy

x

第 32図

極めて大ざっぱないい方をすれば，少し前
でのべた微小三角形PP′Q（右図）の斜辺PP′

を弧PP′の近似と見なし，PP′の勾配 ∆y

∆x
に

よって Pでの接線の勾配を概算すれば微分
法になるし，また斜辺 PP′ を次々につなぐ
総和によって曲線の長さを概算すれば長さに
関する求積法に，それぞれ近づくとでもいお
うか。このような考えは，前にあげた『無限

算術』の著者ウオリスや，ウオリスに影響したトリチェリなどに見出
される。トリチェリはガリレイの弟子で特に真空実験で有名な数学・
物理学者である。
このことをはじめ，いろいろな史料から推測すると，どうも 17世
紀の 60年から 70年代の初めにかけて，接線法と求積法とが逆の関係
にあることは，いくつもの例によってかなりよく知られており，いわ
ば基本定理のアイディアは空中にみなぎって放電の一歩手前まで来て
いたらしい。
問題は，その事実の明確な表現と，その表現を与えかつ機械的計算
を可能にする記号法の体系の整備とであった，これがまことに骨の折
れる大事業だったというのは，これが出来たときに微分積分学はすで
に事実上出来上がっていたといえば解るであろうか。その後はカヴァ
リエリ以来の無限小幾何学や，ウオリスの『無限算術』などの生み出
していた厖大な結果を，着々とこの新しい記号体系の中にとり入れる
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仕事が始まるのである。
流率法と呼ばれたニュートンの微分積分学も，不可分量解析学とか
無限小解析学とかと呼ばれたライプニッツの微分積分学も，まさにそ
のような要求に応ずるものである。前者は運動学的であり，後者はど
ちらかといえば原子論的であるという違いこそあったが，共に基本定
理にあたることを認識し，表現し，ほぼ同等の記号計算の行なえる独
特の記号体系を，おそくとも 1673年までには創り上げていたのである。
ニュートンの流率法　ニュートンの名は余りに有名である。彼はケ
ンブリッジ大学の学生時代，学校が閉ざされて 2年ほど郷里で過した
ことがあったが，後の大業の着想はすべてこの時期に起こったと，後
年に述懐したという。晩年はむしろ神学者として仕事をした。あるい
はむしろ何の学問的仕事もしなかったともいわれている。
ニュートンの微分積分学の理論は，1671年ごろに書かれた『流率と
無限級数の法」（1763年刊）にある。これは，大きく見れば中世以来
の伝統をもつ運動学の線上にあって，ケプラー，ガリレイ，バロウあ
るいはこの本では触れなかった対数のネピアなどの影響を受けている。
一方またウオリスの『無限算術』における記号的手法をも承け継いで
いる。
彼の方法は大ざっぱにいえば，今まで折にふれて引用した微小三角
形を，記号代数的に処理するあたりからことを始めるのであって，

たと
例

えば (x+ θ)nのような計算がものをいう。この理論において“流れ”
(�uentes)というのは運動で，時間と共に変化する量，すなわち今日い
う時間の函数であり，“流率”(�uctio)というのは“流れ”の速さで，今
日の導函数に当ると思えばよい。ニュートンは流れを x, y, · · · · · · で，
また流率を ẋ, ẏ, · · · · · · などで示したが，この後の記号は今でも物理
学で用いられている。
極限の考え方ははっきり述べられているが（たと

例えば『プリンキピア』第
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1書第 1部），計算の実際では前に切り捨て御免と呼んだフェルマ流の

xと yとの間に関係
rx+ x2 − y2 = 0 (1)

があるとせよ。微小な時間 θの後に xは x+ θẋ，yは y + θẏとなる
が、これらも (1)をみたす：

r(x+ θẋ) + (x+ θẋ)2 − (y + θẏ)2 = 0.

式を展開して (1)を代入する：
θrẋ+ 2θxẋ+ (θẋ)2 − 2θyẏ − (θẏ)2 = 0.

θ( ̸= 0)で割る：
rẋ+ 2xẋ+ 2yẏ + θ(ẋ2 − ẏ2) = 0.

θは限りなく小さいので，これを含む項を除く：
rẋ+ 2xẋ− 2yẏ = 0

ẏ

ẋ
=

r + 2x

2y

（今日の記号では，ẋ，ẏは dx

dt
，dy

dt
であり， ẏ

ẋ
は dy

dx
である。）

処理法―――「hを 0でないとしてこれで割り，次に hを 0とおけ！」
―――に対応して，「θが限りなく小さいので，これを含む項を除く」と
いう形がよく使われる（例えば同じく第 2書第 2部）。上の例は計算法の
骨子を示すための，現代的記号に直した計算例である。実際の例では
多くの場合，無限級数の方法と併用されている。
彼はこのようなやり方で，
(1)　流れの間の関係式から流率を計算する（微分法―――上例）
(2)　流率から流れを計算する（積分法）
などを処理し，従来の極値問題，接線問題，あるいは求積法の簡易化
などを実現したばかりでなく，なお一般に
(3)　流れの間の関係式から流率の間の関係式を求める（微分方程式を
立てる），
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(4)　流率の間の関係式から流れの間の関係式を求める（微分方程式を
解く），

などの計算法を得たのである。
けれどもニュートンの最大の功績は力学体系の確立で，それは主著

『自然哲学の数学的原理』（1687年）に集大成されている。その本では
はじめに力学の三法則（慣性の法則，力と加速度と質量との関係，作用と
反作用との関係）を，巻頭に掲げ，それ以後，地上の物の運動から大空
の星の動きに到るまで広く宇宙万物の運動を論じ，ガリレイの運動学
も，ケプラーの三法則も，すべてその体系の中に包摂した。万有引力
という目に見えないものを洞察し，しかもこれを神学や哲学の原理と
してでなく，あくまで数理的自然学の方向の中で処理したことは，考
えれば考えるほど重大なことである。これは，自然法則といえば数学
的に表わされるものと，常識的に決めてかかっている今日の時代の本
ではない。むしろあべこべに，その常識自身がこの書物の成果によっ
て生み出されてきたのである。
実はニュートンについてはなお未知のことがたくさん残っている。
公開されていない資料の山があって，その整理は最近ようやく進行し
はじめたばかりである。本章で援用したホワイトサイドの論文はこの
資料を活用したものである。
ライプニッツの無限小解析学　ライプニッツはドイツの人，哲学，数
学，法学をはじめ万般の学に通じ，政治の実際にもたずさわって，い
ずれも非常な業績を残した。しかも，未完のまま残されたものに比べ
ると，仕上げられたことはむしろずっと少ないのである。当時のドイ
ツは三十年戦争（1618～48年）の影響で弱っていて，他にこれといった
学者も見当らないことまでを併せて考えると，このライプニッツの活
躍はちょっと

にんげんわざ
人間業とは思われない。

彼は 1672年に外交上の用でパリに赴き，そこでホイヘンス達と識
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りあって数学とのめぐり合いを遂げたらしいのであるが，早くも翌 73

年の内には，ホイヘンスの指導の下でではあろうけれども，もう函数
の概念や，接線法と求積法との逆関係などに思いいたっていた形跡が
ある。時代の雰囲気ということは確かに無視できないが，それにして
もこれは一体どういう人物なのであろうか。
ライプニッツの微分積分学はカヴァリエリの流れを汲んだ原子論的
なものであるが，それとからみ合って“連続律”という原理が働いて
いて，これがニュートンにおける極限概念の役を果たしているらしい。
この辺の評価はなかなかむずかしいが，ともかくパスカルからの影響
は自らも認めているところで，それがまたニュートンの場合と似て，微
小三角形をめぐる考察に関係しているのもおもしろい。
理論の構成はニュートン流の運動学的方向と違って，あくまで接線
法，求積法の合理化という線に沿って行なわれた。彼は全く記号法の
天才であって，まず dx, dyなどの記号を用いてその間の四則算法を系
統的に確立し，次にはそれらの微分形で書かれた式を変形して

∫
記

号による積分形を求めるなど，心憎いまでの成果である。dは差を
∫

は Sで和を示す。
この間，もちろんカヴァリエリ以来の幾何学的考察は働いているの
であるが，それは次第に表面から隠されてゆき，それと共に記号法の
体系が整ってくる。"函数"という概念の固まるのも，まさしくこの過
程における出来事に他ならない。
ライプニッツはこのように極めて巧みな記号法を創設し，かつそれ
を駆使したのであるが，実は数学における記号法の役割の重さを本当
に認識していたのは，このライプニッツが最初ではなかったかといわ
れている。彼は計算や証明ばかりでなく人間の思考一般がすべてある
原子的な働きの結合であって，一切は記号で処理できるに違いないと
いう思想をもっていたらしい。その意味で彼は今日の記号論理学の生
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みの親と見られるのであるが，さらに人間の思考過程のある部分まで
も代行している今日の電子計算機なども，その思想の圏内にあるとい
えぬものでもあるまい。その他にも位相数学（トポロジイ）の着想を示
す断片も残っている。重ねていうけれども，全く不思議極まる人物で
ある。
ニュートンの場合と同じく，ライプニッツの数学的思想の展開も，本
当の解明はむしろ今後に残されているというべきであろう。
現代的微分積分学への道　ニュートンとライプニッツとの間で，微
分積分学の創造の先取権争いがあったことは，かなりよく知られてい
る。しかしここ迄辛抱して読みつづけられた読者には，その二つの学
問の性格の違いがある程度まで解って頂けたのではあるまいか。二人
の間にはお互いに誤解もあったのであろうが，悪意や偏見もなかった
とはいえまい。

け ん か
喧嘩をしたのは取り巻き連中で，当人達は公明正大で

あったという説もあるようだが，そうとばかりいえない事情もあるら
しい。一般に天才必ずしも人格者ではあるまいし，

け ん か
喧嘩があっても別

に驚くほどのことではない。何れにせよ筆者はあまり興味を覚えない
が，ともかくこの争いで損をしたのは，イギリスの学界で，ライプニッ
ツ流の優れた記号法を

しりぞ
退けたために，後の学問の発展に相当な遅れを

とったといわれている。
一方，ライプニッツの方は，まず巧妙な記号法に支えられ，共同研
究者であったベルヌイ一家やその後継者であったオイラーのような人
材に恵まれて，着実に 18世紀の欧州にその学問の根を下ろしていっ
た。あるいは記号法がうまくできていたので，後継者も得やすかった
のかもしれない。
ところでニュートン流にしろ，ライプニッツ流にしろ，当時の“微
分積分学”はかなり今日のものとは違っている。今日の流儀はまずこ
の二つの流儀を止揚し，新しく極限の概念を基礎において理論全体
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を編成しなおしたもの.，と思えばよいのであるが，その方向での最
初の功労者は 18世紀のフランスにおける百科全書派のダランベール
(d'Alenbert)のようである。
この後のことは簡単にしておこう。
まず 19世紀前半になってフランスのコーシー (Cauchy)が，当時ま
で

の
延び

の
延びになっていた微分積分学の論理的基礎づけという問題に踏

みこんでいった。彼は変数・函数などの定義から始め，微分・積分の
定義なども，先に“現代的”として示したものに近い形に整えたり，基
本定理も今日と同じような方針で証明したりしたのである。
この上なお残る問題といえば，微分積分学の舞台である実数の概念
を，幾何学的なイメージから切り

はな
放して，数学的に本当に明確にする

というようなことであったが，コーシーからほぼ 50年たって，デデキ
ント，カントルなどが実数論を建設してこれに答えた。出来てみると
この理論は，第 2章で述べたエウドクソスの比の理論（42頁）と非常に
近いものであった。それやこれやを考えてみると，この 19世紀の実
数論は，メソポタミア代数のギリシャ幾何学化という事件に匹敵する
ような数学史上の大事件であって，いわばギリシャ時代に“図形”に
頭を下げた“数”が，実数という

あ ら て
新手の援軍を得てまき返しをはかり，

遂に二千年ぶりに“数”の天下を回復したというような出来事だった
わけである。
さて，それではこれで問題は終わったかというと，これらの考察の
根底にある無限の概念が相変わらず引っかかりになって，その後もつ
ぎつぎと新しい問題が呼びおこされている。それらは数学基礎論（52

頁）に受けつがれて今日に及んでいる魅力にみちた話題であるが，こ
こではこれ以上立ち入ることはできない。
一方，ニュートンに始まっった力学ないし物理学の進歩についても，
この後いろいろなことがあるわけであるが，そのようなこともここで
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はすべて切捨てて，ただニュートンが人工衛星の可能性を予言してい
たという事実だけを最後に付け加えておく。考えてみるとこの頃飛び
かっているいくつかの人工衛星は，三百年前のニュートンの理論の正
しさを，少なくともその精度の範囲において，われわれに示している
のである。すばらしいことではないか。
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