
オイラー年譜オイラー年譜オイラー年譜オイラー年譜
(数論，無限小解析，複素解析)

「近代数学史年表」より抜粋

1621年年年年

［バシェのディオファントス］(数論)
バシェが，ディオファントスの著作『アリトメティカ』の翻訳書(ギリシア語からラ

テン語へ．対訳書)
『いまはじめてギリシア語とラテン語で刊行され，そのうえ完璧な注釈をもって解

明されたアレクサンドリアのディオファントスのアリトメティカ6巻，および多角

数に関する1巻』

を刊行した．ヴィルヘルム・ホルツマン(クシランダー)の訳書を参考にしたと言われ

ている．

1646年年年年

7月1日

ドイツのライプツィヒにおいてゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ誕生．

1666年年年年

フランスにアカデミーが設立された．マリン・メルセンヌ(1588-1648年．フランソワ・

ド・ポールの修道士)が中心になってパリで毎週日を決めて集会をもち，自由に研究

を発表し，意見を交換した．この私的集会が公認されたのがアカデミーの始まりであ

る．

1670年年年年

ピエール・ド・フェルマの子どものサミュエル・ド・フェルマが，バシェの翻訳書

『いまはじめてギリシア語とラテン語で刊行され，そのうえ完璧な注釈をもって解

明されたアレクサンドリアのディオファントスのアリトメティカ6巻，および多角

数に関する1巻』

を再刊した．その際，フェルマの「欄外ノート」を収録した．

1679年年年年

サミュエル・ド・フェルマ(Samuel de Fermat.ピエール・ド・フェルマの子ども)が編纂

したフェルマの『数学著作集』(Varia opera mathematica)が刊行された．

1682年年年年

ライプチヒでオットー・メンケ(Otto Mencke)が"Acta eruditorum"(学術報告)を創刊した．

ドイツの最初の学術誌である．掲載論文はみなラテン語で書かれている．全50巻．
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1682-1731年．後継誌は "Nova Acta Eruditorum"(新学術報告)．1732-1776年(実際の刊行



年は1733-1787年)．オイラーは「学術報告」誌に二篇の論文([E1]と[E3])，「新学術報

告」に13篇の論文を掲載した．

[E1]Constructio linearum isochronarum in medio quocunque resistente ．学術報告，巻45,
1726年，361-363頁；オイラー全集，第二 系列, 巻6, 1-3頁．

[E3]Methodus inveniendi trajectorias reciprocas algebraicas ．学術報告，巻46, 1727年，408-
412頁；オイラー全集，第一系列，巻27, 1-5頁．

1684年年年年

[ライプニッツの論文](微分計算)
「分数量にも無理量にも適用される，極大と極小および接線に対する新しい方法．な

らびにそれらのための特殊な計算法」．微積分に関するライプニッツの第一論文．テー

マは微分計算．

1686年年年年

[ライプニッツの論文](積分計算)
「深い場所に秘められた幾何学，および不可分量と無限の解析について」．微積分に

関するライプニッツの第二論文．

1687年年年年

[ニュートンの著作](力学)
『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』刊行．

1696年年年年

[ロピタルの著作](無限小解析)

『曲線の理解のための無限小解析入門　第一部』刊行．第一部のテーマは微分計算．

第二部は刊行されなかった．1716年，第二版刊行．1768年，第三版刊行．1725年，

ヴァリニョンの解説書『無限小解析の解明』が刊行された．

1699年年年年

パリ王立科学アカデミーの学術誌

"Histoire de l'Académie Royale des Sciences. Avec les Memoires de Mathématique et de
Physique, .pour la même Année, tiréz des Registres de cette Académie."(パリ科学アカデ

ミー紀要)
創刊．1699-1789年．実際の刊行年は1699-1793年．オイラーの論文は計五篇掲載され

た．

　パリの科学アカデミーが創設されたのは1666年である．ルイ十四世が財務相ジャン

=バティスト・コルベールの助言を受けて創立した．非公式の活動を続けた後，1699
年，正式に王立と認定された．科学アカデミー紀要の最終巻が刊行された1793年は，

ルイ十六世が処刑され，ジャコバン派による独裁政治が始まった年である．この年，

国民公会が科学アカデミーの閉鎖を決定した．1795年，フランス学士院を構成する団

体のひとつとして再び発足した．

　"Histoire(イストワール)"と"Mémoires(メモワール)"は別の種類の学術誌である．
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Histoireには，既知の科学上のテーマを論じた作品や，アカデミーの議事録などが掲



載された．これに対し，Mémoiresは新たな研究成果を公表する場であった．形を見る

と一冊の学術誌だが，ただし中味は二分されていて，頁番号も別々になっている．総

称は"Histoire"とされたが，"Mémoires"と呼ばれることもあった．

　パリ王立科学アカデミーとその機関誌"Histoire"は後のペテルブルグやベルリンのア

カデミーの範例になった．

1700年年年年

7月11日

ライプニッツの説得を受け，フリードリヒ三世により「ブランデンブルク選帝侯国科

学協会」が創設され，翌12日，ライプニッツが総裁に指名された．ベルリン科学文芸

アカデミーのはじまり．後，発展して「王立プロイセン科学協会」になり，さらに「文

芸新協 会」( 1 74 3年，フ リードリヒ二 世が設立し た)と合併 して「王立科 学協会

(Societas Regia Scientiarum)」が成立した．(フェルマンの評伝「オイラー」によるが，

未確認．)1746年，王立科学協会が再編成され，「王立科学文芸協会」が発足した．

　1700年の「王立プロイセン科学協会」の創設をもって，「ベルリンアカデミー」の

設立と見るのが通例である．

1701年，ブランデンブルク選帝侯フリードリヒ三世はケーニヒスベルクで即位し，「プ

ロイセンにおける王」となり，フリードリヒ一世を名乗った．

1707年年年年

4月15日

スイスのバーゼルにおいてレレレレオオオオンンンンハハハハルルルルトトトト・・・・オオオオイイイイララララーーーー誕生．父はパウルス・オイラー

(1670-1745)，母はマルガレータ・ブルッカー(1677-1761)．レオンハルトは長男．父は

新教(カルバン派)の牧師であった．バーゼルのラテン語学校を経て，1720年，14歳の

ときバーゼル大学に入学した．

1710年年年年

王立科学協会(後，ベルリン科学文芸アカデミー)の学術誌"Miscellanea Berolinensia ad
Incrementum Scientiarum ex scripta Societati Regiae Scientiarum exhibitis edita cum figuris
aeneis et indice  materiarum"(「ベルリン紀要」と略称する)創刊．巻1-7． 1710-43年．

オイラーは最終巻7の刊行の編集のために尽力した．

1716年年年年

11月14日

ライプニッツ歿．

1724年年年年

2月2日

ロシアのピュートル一世(ピュートル大帝．1671年6月9日-1725年2月8日)が，サンクト・

ペテルブルグにおける科学アカデミー設立の勅命に署名した．ピュートル一世はまも

なく歿したが，エカテリーナ一世が帝位につき，ピュートル一世の意志を継承した．
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1725年年年年

ロシアのペテルブルグに科学アカデミー"Academia scientiarum imperialis Petropolitanae (
ペテルブルグ帝国科学アカデミー)"が創設された．名称はラテン語．1725年から1803
年まで．数学教授はバーゼルのベルヌーイ一族の数学者ダニエル・ベルヌーイとニク

ラウス．ベルヌーイ(ともにヨハン・ベルヌーイの子ども)，それに同じくバーゼルの

数学者ヤコブ・ヘルマンであった．

1726年年年年

ペテルブルグ帝国科学アカデミーで，学術誌

"Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae"(ペテルブルグ帝国科学

アカデミー紀要) (ラテン語)
が創刊された．全14巻．1726年-1741/3年．第一巻の実際の刊行年は1728年．掲載され

たオイラーの論文は計76篇．

巻1　1726年．1728年刊行　オイラーの論文　掲載論文なし

巻2　1727年．1729年刊行　オイラーの論文3篇

巻3　1728年，1732年刊行　オイラーの論文3篇

巻4　1729年，1735年刊行　オイラーの論文3篇

巻5　1730/1年，1738年刊行　オイラーの論文5篇

巻6　1732/3年，1738年刊行　オイラーの論文8篇

巻7　1734/5年，1740年刊行　オイラーの論文10篇

巻8　1736年，1741年刊行　オイラーの論文11篇

巻9　1937年，1744年刊行　オイラーの論文6篇

巻10　1738年，1747年刊行　オイラーの論文7篇

巻11　1739年，1750年刊行　オイラーの論文7篇

巻12　1740年，1750年刊行　オイラーの論文4篇

巻13　1741/3年，1751年刊行　オイラーの論文5篇

巻14　1744/6年．1751年刊行　オイラーの論文4篇

1727年年年年

3月20日

結石病のためニュートン歿．ウェストミンスター寺院に葬られた．

【オイラーのペテルブルグ行】

オイラーがペテルブルグの科学アカデミーの招聘を受け，ペテルブルグに向かった．

5月ころ，到着．オイラーは1727年4月5日，バーゼルを離れ，マインツ行きの船に乗っ

た．マインツから陸路ギーセン，カッセルを経てマールブルクに向かった．マールブ

ルクから陸路ハンノーファーとハンブルクを経由してリューベックに行った．そこか

ら海路ヴィスマールとロストックをかすめてレーヴァル(今のカリン)に行った．レー

ヴァルまで４週間かかった．レーヴァルで船を乗り換えてクロンシュタットに行った．

クロンシュタットに到着した日に女帝エカテリーナ1世歿．そこからボートで大陸に

わたり，徒歩でペテルブルグに到着した．正確な到着の日時はわからないが，クロン
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シュタットからペテルブルグまで一週間ほどかかったという．



　1731年，ゲオルク・ベルンハルト・ビュルフィンガーの後任として物理学教授になっ

た．同時に，科学アカデミーの正会員になった．1733年，バーゼルにもどったダニエ

ル・ベルヌーイの数学教授職を引き継いだ．(フェルマンの評伝『オイラー』によ

る．)

1728年年年年

「ペテルブルグ帝国科学アカデミー紀要」の刊行開始．

1732年年年年

 "Nova Acta Eruditorum" (新学術報告) 創刊．1732-1776年(実際の刊行年は1733-1787年).

1733年年年年

ダニエル・ベルヌーイがペテルブルグを離れ，バーゼルにもどった．ペテルブルグ科

学アカデミーの数学教授職を引き継いだのはオイラーである．

1734年年年年

11月27日

オイラーの長男ヨハン・アルブレヒト誕生．

1736年年年年

1月25日

Sardinia-Piedmont (現在，イタリア) のトリノにおいてヨセフ・ルイ・ラグランジュ生

れる．

[オイラーの著作](力学)
『力学』刊行．全2巻．エネストレームナンバーは巻1が[E015]，巻2が[E016]．巻1は

1734年執筆．巻2は1736年執筆．巻1と巻2はそれぞれオイラー全集，第二系列の巻１，

巻2に収録されている．

1738年年年年

この年，オイラーは右目の視力を失った．

12月20日

この日の日付のヨハン・ベルヌーイ宛書簡の中で，オイラーが公式

　　　　　　　

を報告した．

[オイラーの論文](数論)
[E26]「フェルマの定理とそのほかの注目すべき諸定理に関する所見」．ペテルブル

グ帝国科学アカデミー紀要6(1732/3年)1738年，103-107頁；オイラー全集1-2，1-5頁．

　数論におけるオイラーの第一論文．「フェルマ数はすべて素数である」というフェ

ルマの言明が否定された．オイラーは反例を与えた．また，フェルマの小定理とその
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一般化も表明された．



[オイラーの論文](数論)
[E29]「ディオファントス問題を整数を用いて解くことについて」．ペテルブルグ帝

国科学アカデミー紀要6(1732/3年)1738年，175-188頁；オイラー全集2,�6-17頁．

1740年年年年

[オイラーの論文](数論)
[E36]「与えられた数で割るとき，与えられた剰余を残すような数を見つけることに

関するアリトメティカの一問題の解決」．ペテルブルグ帝国科学アカデミー紀要

7(1734/5年)，46-66頁;オイラー全集2，18-32頁．一次不定方程式の解法を論じるオイ

ラーの唯一の論文である．

1741年年年年

【オイラーのベルリン行】

夏，オイラーはフリードリヒ二世の招聘を受け，ペテルブルグを離れ，ベルリンに向

かった．6月19日，ペテルブルグ発．7月25日，ベルリン着．ベルリンでの科学アカデ

ミー創設を支援するため．ベルリンに新たな科学アカデミーを設立しようとするフリー

ドリヒ二世のアイデアが最終的に確定したのは，1743年ころと言われている．アカデ

ミーの名称も"Académie Royale des Sciences et Belles Lettres(王立科学文芸アカデミー)"
と決まり，1744年1月，新アカデミーの第一回目の会議が開かれた．

8月6日

イングランドのウェストモーランド州(Westmoreland)の Applethwaiteにおいてジョン・

ウィルソン(John Wilson)生れる．1793年10月18日歿．

12月9日［オイラーの公式］

オイラーがゴールドバッハ(オイラーの友人．1690-1746年)宛の手紙の中で，公式

を報告した．

[オイラーの論文](数論)
[E54]「素数に関する二，三の注目すべき定理の証明」．ペテルブルグ帝国科学アカ

デミー紀要8(1736)，141-146頁；オイラー全集，第一系列，巻2，33-37頁．フェルマ

の小定理の証明(第一証明)が出ている．

1742年年年年

5月8日［オイラーの公式］

オイラーがゴールドバッハ宛の手紙の中で，公式

　　　

を報告した．

［ヨハン・ベルヌーイの全集］
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この年，ヨハン・ベルヌーイの全集が刊行された．編纂者はGabriel Cramer．全4巻．



1743年年年年

王 立 科 学 協 会 の 学 術 誌 「 ベ ル リ ン 紀 要 」 巻 7 に オ イ ラ ー の 五 篇 の 論 文

[E58][E59][E60][E61][E62]が掲載された．オイラーは1742年9月6日の王立科学協会の

数学部門の会議で七篇の論文を発表したが，スペース上の制約を受け，実際に紀要に

掲載されたのは五篇．あと二篇は[E83]と[E284]．このうち[E83]はフランス語に翻訳

されてベルリン科学文芸アカデミー紀要，巻1(1745年．実際の刊行年は1746年)に掲載

され，[E284]はペテルブルグ新科学アカデミー紀要，巻9(1762/63年．1764年刊行)に掲

載された．

1744年年年年

スイスにヨハン・ベルヌーイ(3番目のヨハン)生れる．

[オイラーの著作](変分計算)
[E65]『極大または極小の性質を備えた曲線を見つける方法，あるいは，もっとも広

い意味合いで諒解された等周問題の解法』(ローザンヌ，ジュネーブ)が刊行された．

オイラー全集，第一系列，巻24に収録されている．シュテッケルによるドイツ語抄訳

(1894年)があるが，未見．

[ヤコブ・ベルヌーイの全集]
ヤコブ・ベルヌーイの全集刊行．全2巻．

1745年年年年

ベルリンの王立科学文芸アカデミーの正式な設立に先立って，学術誌

"Histoire de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin, Avec les
Mémoires pour la même Année, tirez des Registres de cette Academie"(ベルリン科学文芸

アカデミー紀要)
が発足した．刊行は1745年から1769年まで25年に及び，全25巻に達した．ただし，刊

行予定年と実際の刊行年の間にずれがあった．たとえば，「1745年」の第一巻の実際

の刊行年は1746年，「1769年」の最後の第25巻の実際の刊行年は1771年である．

　"Histoire"と"Mémoires"の二本立てになっているところは，パリのアカデミーの紀要

と同様である．ベルリンの紀要では，1745年の"Histoire"と"Mémoires"が別の刊行物と

して出版されたが(実際の刊行は1746年)，次の巻から統合されて一冊の学術誌になっ

たが，中味は二本立てであり，頁番号も別個に付けられている．オイラーの論文の掲

載状況を見ると，Histoire，巻1に論文[E176]が出ているほか，Mémoiresの全体を通し

て115篇の論文が掲載されている．

巻1 　 1745年，1746年　オイラーの論文2篇

巻2  　1746年，1746年　オイラーの論文3篇

巻3  　1747年，1749年　オイラーの論文7篇

巻4  　1748年，1750年　オイラーの論文10篇

巻5  　1749年，1751年　オイラーの論文5篇
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巻6  　1750年，1752年　オイラーの論文6篇



巻7  　1751年，1753年　オイラーの論文7篇

巻8  　1752年，1754年　オイラーの論文4篇

巻9  　1753年，1755年　オイラーの論文5篇

巻10　1754年，1756年　オイラーの論文6篇

巻11　1755年，1757年　オイラーの論文3篇

巻12　1756年，1758年　オイラーの論文4篇

巻13　1757年，1759年　オイラーの論文4篇

巻14　1758年，1765年　オイラーの論文3篇

巻15　1759年，1766年　オイラーの論文5篇

巻16　1760年，1767年　オイラーの論文6篇

巻17　1761年，1768年　オイラーの論文7篇

巻18　1762年，1769年　オイラーの論文7篇

巻19　1763年，1770年　オイラーの論文5篇

巻20　1764年，1766年　オイラーの論文7篇

巻21　1765年，1767年　オイラーの論文3篇

巻22　1766年，1768年　オイラーの論文4篇

巻23　1767年，1769年　オイラーの論文1篇

巻24　1768年，1770年　オイラーの論文　掲載なし

巻25　1769年，1771年　オイラーの論文1篇

ライプニッツとヨハン・ベルヌーイの哲学数学書簡集 『ヨハン・ベルヌーイとの往復

書簡集』が刊行された． Leibniz, Gottfried Wilhelm von (1646-1716) Virorum celeberr :
Got. Gul. Leibnitii et Johan Bernoullii Commercium philosophicum et mathematicum. Lausannae
& Genevae : Marci M. Bousquet et socior, 1745.(三田メディアセンター所蔵．貴重書)

　ニュートン がライプニッツ批判をした『解析書簡集(Commercium Epistolicum)』

(1713)に対する反論書．

1746年年年年

1月

ベルリンで科学アカデミーが開設された．総裁はモーペルチュイ．5月12日付で正式

に任命された．数学部長はオイラー．

1747年年年年

ペテルブルグ帝国科学アカデミーの学術誌

"Novi Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae"(ペテルブルグ帝国

科学アカデミー新紀要)(ラテン語)

創刊．「ペテルブルグ帝国科学アカデミー紀要」の継続誌(第二シリーズ)．1747年か
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ら1775年まで．全20巻．第一巻の実際の刊行年は1750年．オイラーの論文は全部で



179篇掲載された．

巻1　1747/8年，1750年刊行　オイラーの論文7篇

巻2　1749年，1751年刊行　オイラーの論文2篇

巻3　1750/51年，1753年刊行　オイラーの論文9篇

巻4　1752/53年，1758年刊行　オイラーの論文5篇

巻5　1754/5年，1760年刊行　オイラーの論文9篇

巻6　1756/7年，1761年刊行　オイラーの論文11篇

巻7　1758/9年，1761年刊行　オイラーの論文5篇

巻8　1760/1年，1763年刊行　オイラーの論文10篇

巻9　1762/3年，1764年刊行　オイラーの論文10篇

巻10　1764年，1766年刊行　オイラーの論文10篇

巻11　1765年，1767年刊行　オイラーの論文10篇

巻12　1766/7年，1768年刊行　オイラーの論文7篇

巻13　1768年，1769年刊行　オイラーの論文8篇

巻14　1769年，1770年刊行　オイラーの論文8篇

巻15　1770年，1771年刊行　オイラーの論文7篇

巻16　1771年，1772年刊行　オイラーの論文7篇

巻17　1772年，1773年刊行　オイラーの論文18篇

巻18　1773年，1774年刊行　オイラーの論文14篇

巻19　1774年，1775年刊行　オイラーの論文11篇

巻20　1775年，1776年刊行　オイラーの論文11篇

1748年年年年

1月1日

バーゼルにおいてヨハン・ベルヌーイ(初代のヨハン)歿．

[オイラーの著作](無限解析．三部作の一)
『無限解析入門』(全二巻)刊行．無限小解析のテキスト三部作の第一番目．エネスト

レームナンバーは巻1が[E101]，巻2が[E102]．それぞれオイラー全集，第一系列の巻8
と巻9に収録されている．関数概念の概念規定が数学史上初めて公に試みられた．

1750年年年年

[オイラーの論文](数論)
[E134]「数の約数に関する諸定理」ペテルブルグ帝国科学アカデミー新紀要1
(1747/8．実際の刊行年は1750年)，20-48頁．オイラー全集，第一系列，巻2，62-85頁．

定理11． であって，しかも は素数なら，そのとき

は で割り切れる．

　この定理は，平方剰余の概念とフェルマの小定理との間に連絡をつけている．また，

9

この論文において，



フェルマの小定理の第二証明(定理3)
「 と は互いに素とするとき， という形の数の奇素因子はつねに

型である」(定理5)
「 と は互いに素とするとき， という形の数の奇素因子はつねに

型である」(定理6)
「 と は互 いに 素と する とき， とい う形 の数 の奇 素因子 はつ ねに

型である」(定理7)
「 と は互いに素とするとき， という形の数の奇素因子 はつねに

という形である」(定理8．定理5-7の一般化)
ことが示された．最後の「定理8」において とすると，

「フェルマ数 の約数はつねに という形である.」
と言える．そこで特に の場合を考えると，フェルマ数 の約

数は という形でしかありえないことが判明する．オイラーはこの事実に着目

して約数641を発見した．この反例自体はすでに1738年の論文「フェルマの定理とそ

のほかの注目すべき諸定理に関する所見」に出ている．

　オイラーはさらに高次冪剰余の考察へと歩を進めた．

1751年年年年

[オイラーの論文](数論)
[E164]「 という形状に包摂される数の約数に関する諸定理」．ペテルブ

ルグ帝国科学アカデミー紀要14(1744/46年．1751年は刊行年)，151-181頁．オイラー

全集，第一系列，巻2，194-222頁．

　素数の形状理論． という形の数の約数に関する59個の命題が羅列されて

いる．証明はない．

　オイラーはこの観察から，

「 と は互いに素とするとき， という形の数の奇素因子は と

いう一次的形状をもつ.」
という一般状勢を観察した．

[オイラーの論文](複素解析)

[E168]「負数と虚数の対数に関するライプニッツとベルヌーイの論争」．ベルリン王

立科学文芸アカデミー紀要５(1749/51年．1751年は実際の刊行年)，139-179頁．オイ

ラー全集，第一系列，巻17，195-232頁．対数の無限多価性が発見された.次の論文も

同主旨だが，刊行年不明.

[E807]「負数と虚数の対数について」．Opera Postuma 1, 1862年, 269-281頁；オイラー

全集，第一系列，巻19，417-438頁．1747年9月7日，ベルリン科学アカデミーで報告

されたという（ヤコビの調査による）．

1752年年年年

9月18日

フランスのトゥルーズ(Toulouse)においてアドリアン・マリ・ルジャンドル(Adrien-
Marie Legendre)生れる．科学アカデミーの記録には，生誕地はパリになっているとい

10

う．



1755年年年年

[オイラーの著作](無限解析．三部作の二)

『微分計算教程』(全一巻)．無限小解析のテキスト三部作の「2」．1748年，執筆．エ

ネストレームナンバーは[E212]．オイラー全集，第一系列，巻10．二部構成．第一部

は第1-9章，第二部は第1-18章．頁番号通し番号．1787年版には，巻頭にコンドルセの

「Éloge讃辞」が附されている．1785年2月6日，パリの科学アカデミーでの開会の辞．

1758年年年年

[オイラーの論文](数論)

[E228]「ふたつの平方数の和であるような数について」．ペテルブルグ帝国科学アカ

デミー新紀要4(1752/3)，3-40頁；オイラー全集，第一系列，巻2，295-327頁．

　無限降下法により，直角三角形の基本定理の証明の根幹をなす命題

「互いに素なふたつの平方数の和として書き表わされる数の約数は，どれもみなやは

りそのような形に表示される.」(命題4)

が確立された．

1760年年年年

[オイラーの論文](数論．素数の形状理論)

[E241]「 という形のあらゆる素数はふたつの平方数の和になるというフェルマ

の定理の証明」．ペテルブルグ帝国科学アカデミー新紀要5(1754/5)，3-13頁；オイラー

全集，第一系列，巻2，328-337頁．

　標題に出ている「フェルマの定理」は「直角三角形の基本定理」を指す．1758 年の

論文と相俟って，素数の形状理論の出発点が設定された．

1761年年年年

[オイラーの論文](数論．素数の形状理論)

[E256]「純粋数学における観察の有益さの模範例」．ペテルブルグ帝国科学アカデミー

新紀要6(1756/7)，185-230頁；オイラー全集，第一系列，巻2，459-492頁．

　「 型の素数と 型の素数は という形である」という命題が書

き留められた．しかし証明はない．

[オイラーの論文](数論．不定解析)

[E255]「一般に特別な解だけを受け入れるにすぎないと考えられている二，三のディ

オファントス問題の一般的解決」．ペテルブルグ帝国科学アカデミー新紀要6(1756/7),
155-184頁；オイラー全集，第一系列，巻2，428-458頁．

　テーマは不定方程式

　　

の解法．フェルマの「欄外ノート」の「8」「9」に対応する記述が出ている．考察の
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途中で，オイラーは，



「 と は互いに素とするとき， という形の数の約数はどれもみなそのよ

うな形に書き表わされる.」
という事実を利用した．証明は1763年の論文「多くの証明において仮定されているア

リトメティカの二，三の定理の補足」において与えられた．

[オイラーの論文](数論)
[E262]「冪の割り算の結果として残される剰余に関する諸定理」．ペテルブルグ帝国

科学アカデミー新紀要7(1758/9), 49-82頁；オイラー全集，第一系列，巻2，493-518頁．

　定理19．式 は素数 で割り切れるとしよう．そのときつねに，

が同じ素数 で割り切れるような数 と が与えられる．

　これは高次冪剰余に関する定理である．この定理において，特に x = 1 としてよい

こともわかっている．そこで と取れば，定理19により，平方剰余の概念と

フェルマの小定理との間に橋が架けられる．1750年のオイラーの論文「数の因子に関

する諸定理」の定理11と併せると，この橋は往復通行が可能である．フェルマの章定

理の新しい証明も出ている．

[オイラーの論文](積分計算)

[E251]「微分方程式 の積分について」．ペテルブルグ帝国科学アカ

デミー新紀要6(1756/7年．1761年刊行), 37-57頁；オイラー全集，第一系列，巻20, 58-
79頁．

1763年年年年

[オイラーの論文](数論)

[E 27 2]「多くの証明において仮定されているアリトメティカの二，三の定理の補

足」．ペテルブルグ帝国科学アカデミー新紀要8(1760/1年)，105-128頁；オイラー全

集，第一系列，巻2，556-575頁．

　1761年の論文[E255]「一般に特別な解だけを受け入れるにすぎないと考えられてい

る二，三のディオファントス問題の一般的解決」と併せて，「 型の素数は

という形である」という命題が証明された．

1764年年年年

[オイラーの論文](数論)

[E279]「二次不定式を，整数を用いて解くことについて」．ペテルブルグ帝国科学ア

カデミー新紀要9(1762/3年)，3-39頁；オイラー全集，第一系列，巻2，576-611頁．

　二次不定方程式

　

を取り上げて，ひとつの解を知って他の無限に多くの解を見つける公式を与えた．

1769年，ラグランジュは，オイラーの公式は必ずしもすべての解を与えないことを指

摘した．

1766-1769年年年年
【オイラーのペテルブルグ帰還】
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夏，オイラーがベルリンを離れ，ペテルブルグにもどった．ベルリン科学アカデミー



でのオイラーの後任はラグランジュ．11月6日付で数学部長に任命された．

[ラグランジュの論文](数論)
「アリトメティカの一問題の解決」．トリノ論文集，巻4；ラグランジュ全集，巻1，

671-731頁．ペル方程式を完全な形で解いた．

1767年年年年

[オイラーの論文](数論)
[E323]「ペルの問題を解決する新しいアルゴリズムの利用について」．ペテルブルグ

帝国科学アカデミー新紀要11(1765)，28-66頁；オイラー全集1-3，73-111頁．

　ペル方程式の解法が論じられた．整数の平方根は周期的な連分数に展開されること

が表明された(証明はない)．

1768年年年年

3月21日

中部フランスのオーセールでジャン・バチスト・ジョゼフ・フーリエ誕生．

[オイラーの著作](積分計算)
『積分計算教程』(全三巻)，第一巻刊行．エネストレームナンバーは[E342]．無限小

解析のテキスト三部作の三番目．1766年8月7日，ペテルブルグ科学アカデミーに提出

された．オイラー全集，第一系列，巻11．巻2は1769年，巻3は1770年刊行．

1769年年年年

[オイラーの著作](無限解析．三部作の三)
『積分計算教程』(全三巻)，第二巻刊行．エネストレームナンバーは[E366]．無限小

解析のテキスト三部作の三番目．オイラー全集，第一系列，巻12．

[オイラーの論文](数論．大きな素数)
[E369]「非常に大きな数が素数か否かということはいかにして探知されるべきであろ

うか」．ペテルブルグ帝国科学アカデミー新紀要13(1768)，67-88頁．オイラー全集，

1-3，112-130頁．

　 型の素数はふたつの平方数の和として表示されるが，その表示の仕方は一意

的である．オイラーはこの 型素数の本質に触れる性質に基づいて，10091401は

素数であることを確認した．

[ラグランジュの論文](数論．不定解析)
「二次不定問題の解決について」．ベルリン王立科学文芸アカデミー紀要23(1767年．

1769年は実際の刊行年)；ラグランジュ全集2，377-535頁．

　ペル方程式の解決を踏まえて，一般的な二次不定方程式の解法へと考察を進めた．

[ラグランジュの論文](数論)
「数値方程式の解法について」． ベルリン王立科学文芸アカデミー紀要23(1767年．

1769年は実際の刊行年)；ラグランジュ全集，巻2，539-578頁．

　連分数展開の理論が記述された．
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1770年年年年



ベルリンの科学アカデミーで新学術誌

"Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres， Avec l'Histoire
pour la même Année " (ベルリン科学文芸アカデミー新紀要)

が創刊された．

全17巻

1770-1785年．巻1の実際の刊行年は1772年．最終巻，巻17の刊行は1787年．

巻３　1772年，1774年

巻７　1776年，1779年

[オイラーの著作]
『積分計算教程』(全三巻)，第三巻刊行．

　無限解析のテキスト三部作の第三番目に数えられる．エネストレームナンバーは

[E385]．1763年，執筆．オイラー全集，第一系列，巻13．『積分計算教程』には「第

四巻」もある．単行本．執筆年と刊行年は不明．提出年は1790年．『積分計算教程』

を補足する11個の論文で構成されている．一部分は初出．一部分はペテルブルグ科学

アカデミー紀要に既出．

[E660]Institutionum calculi integralis volumen quartum, continens supplementa partim inedita
partim jam in operibus academiae imperialis scientiarum Petropolitanae impressa.

[オイラーの著作](代数)
『代数学への完璧な入門』刊行．

　全二巻．エネストレームナンバーは[E387](巻1.1767年執筆)と[E388](巻2.1767年執筆

)．ドイツ語で書かれている．この原典版の刊行に先立って，1768-69年，ロシア語へ

の翻訳書が出版された．1774年，ヨハン・ベルヌーイ(三番目のヨハン)の手でフラン

ス語に翻訳され，出版された．その際，ラグランジュが長大な「附記」を寄せた．ラ

グランジュによる「附記」はオイラー全集(第一シリーズ，巻1)とラグランジュ全集(
巻　)の双方に収録されている．

ウェアリングの著作『代数学省察』刊行．「ウィルソンの定理」が出ている．ウェア

リングはこの定理をウィルソンに帰した．

[ラグランジュの論文]
「数値方程式の解法に関する論文への補記」．ベルリン王立科学文芸アカデミー紀要

24(1768年．1770年は実際の刊行年)．ラグランジュ全集2，581-652頁．

　前年の論文の続篇．連分数展開の理論が一般的な様式で記述された．

[ラグランジュの論文](数論．不定解析)
「整数を用いて不定問題を解くための新しい方法」．ベルリン王立科学文芸アカデミー

紀要24．ラグランジュ全集2，655-726頁．

　連分数展開の理論の適用範囲の拡大が試みられ，高次不定方程式の解法が考察され

た．

[ラグランジュの論文](数論．不定解析)
「アリトメティカの一定理の証明」．ベルリン王立科学文芸アカデミー新紀要．ラグ
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ランジュ全集3，189-201頁．



　四角数に関するフェルマの定理

「どのような自然数も高々4個の平方数の和として書き表わされる.」
が証明された．フェルマは「欄外ノート18」(サミュエル・ド・フェルマが復刊した

バシェの対訳書『ディオファントスのアリトメチカ』の180-181頁に書かれている)に
おいて，「どの数も，高々 n 個の n 角数の和として書き表わされる」という言葉を書

き留めた．四角数は平方数と同じ．

1771年年年年

[ラグランジュの論文](数論)
「素数に関する新しい一定理の証明」．ベルリン王立科学文芸アカデミー新紀要．ラ

グランジュ全集3，425-438頁．

　ウィルソンの定理の二通りの証明が与えられた．

1773年年年年

[ラグランジュの論文](数論．素数の形状理論)
「アリトメティカ探究　第1部」．ベルリン王立科学文芸アカデミー新紀要．ラグラ

ンジュ全集3，695-738頁．

　1801年のガウスの著作と同一のタイトルをもつ論文である．素数の形状理論のため

の準備として，二次式の変換理論が建設された．1775年，続篇が書かれた．

1774年年年年

ヨハン・ベルヌーイ(三番目のヨハン)によるオイラーの著作『代数学への完璧な入門』

の仏訳書(全2巻)が刊行された．第一巻は「定解析」，第二巻は「不定解析」．ラグラ

ンジュは第二巻のために「不定解析への附記」を書いた．共和国第3年(1795年)，第二

版刊行．第二版の刊行の際，ラグランジュの附記は改訂されたと推定される．

[オイラーの論文](数論)
[E449]「素数による冪の割り算から生じる剰余に関する諸証明」．ペテルブルグ帝国

科学アカデミー新紀要18(1773年)，「メモワール」，85-135頁．オイラー全集1-3，

240-281頁．

「 は素数とするとき，合同式 の根の個数は n を越えない」という命

題と同等の定理が(別の言葉で)表明された．また，原始根の概念が現われる．

ベルリン王立科学文芸アカデミー新紀要3(1772年)に，オイラーのヨハン・ベルヌーイ

(三番目のヨハン)宛書簡の抜粋が掲載された(1772年度の紀要が1774年になって刊行さ

れた)．[E461]．「メモワール」，35-36頁．オイラー全集，第一系列，巻3，335-337
頁．

報告された事柄．

1．奇素数 に対して， が で割り切れるか否かの判定を教える

規準．

2． は素数であるというフェルマの言明の証明．この当時，知

られていた最大の素数である．オイラーは，この事実を初めて主張したのはフェル
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マであると言っている．だが，フェルマ全集中にそのような記載は見られない．



3．式 において， を代入して得られるすうはすべて素

数である．

1775年年年年

[ラグランジュの論文]
「アリトメティカ探究　第2部」．ベルリン王立科学文芸アカデミー新紀要．ラグラ

ンジュ全集3，739-795頁．

　素数の形状理論が大きく展開された．

11月20日

ペテルブルグのアカデミーにおいてオイラーの論文[E610]「 という形の数

の因子に関する新しい証明」が報告された．これはラグランジュの論文「アリトメティ

カ探究」の影響を受けて執筆された．

1777年年年年

ペテルブルグ帝国科学アカデミーで学術誌

"Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (ペテルブルグ帝国科学アカデ

ミー報告)"
が創刊された．ペテルブルグ帝国科学アカデミーの学術誌の第三番目のシリーズであ

る．Histoire(イストワール)と自然諸科学の研究論文の二部構成になっていて，頁番号

も別個に振られている．研究論文部門には，数学，物理等々と分野別に論文が配列さ

れているが，全体をまとめてMémoires(メモワール)とされているわけではない．全12
巻．1777-1782年．毎年２巻ずつ刊行された．オイラーの論文が計86篇掲載された．

第一巻のⅠが実際に刊行されたのは1778年．最後の巻6のⅡ(1782年)の刊行は1786年．

巻1　1777-Ⅰ，1778年　オイラーの論文11篇

巻1　1777-Ⅱ，1780年　オイラーの論文6篇

巻2　1778-Ⅰ，1780年　オイラーの論文8篇

巻2　1778-Ⅱ，1781年　オイラーの論文7篇

巻3　1779-Ⅰ，1782年　オイラーの論文8篇

巻3　1779-Ⅱ，1783年　オイラーの論文7篇

巻4　1780-Ⅰ，1783年　オイラーの論文10篇

巻4　1780-Ⅱ，1784年　オイラーの論文10篇

巻5　1781-Ⅰ，1784年　オイラーの論文6篇

巻5　1781-Ⅱ，1785年　オイラーの論文5篇

巻6　1782-Ⅰ，1786年　オイラーの論文3篇

巻6　1782-Ⅱ，1786年　オイラーの論文5篇

4月30日

ドイツのブラウンシュヴァイク(ブラウンシュヴァイク公国の同名の首都)においてヨヨヨヨ

ハン・カール・フリードリッヒ・ガウスハン・カール・フリードリッヒ・ガウスハン・カール・フリードリッヒ・ガウスハン・カール・フリードリッヒ・ガウス生れる．
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[ラグランジュの論文]



「ディオファントス解析の二，三の問題について」．ベルリン王立科学文芸アカデミー

新紀要．ラグランジュ全集4，377-398頁．

　フェルマ「欄外ノート44」の問題

「三辺の長さが自然数で表わされるような直角三角形で，斜辺の長さ，および直角

をはさむ二辺の長さの和がともに平方数であるものを求めよ.」
　が取り扱われた．

1783年年年年

ペテルブルグ帝国科学アカデミーで新学術誌

"Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae"(ペテルブルグ帝国科学ア

カデミー新報告)

が創刊された．全15巻．1783- 1799/1802年．第一巻の実際の刊行年は1787年．最後の

巻15(1799/1802年)の刊行年は1806年．オイラーの論文が計101篇掲載された．

　「Histoire」と自然諸科学の研究論文の二部構成になっていて，頁番号も別個に振ら

れている．研究論文部門には，数学，物理等々と分野別に論文が配列されているが，

全体をまとめて「Mémoires」とされているわけではない．

巻1　1783年，1787年刊行　オイラーの論文4篇

巻2　1784年，1788年刊行　オイラーの論文6篇

巻3　1785年， 1788年刊行　オイラーの論文9篇

巻4　1786年， 1789年刊行　オイラーの論文6篇

巻5　1787年， 1789年刊行　オイラーの論文7篇

巻6　1788年，1790年刊行　オイラーの論文8篇

巻7　1789年， 1793年刊行　オイラーの論文10篇

巻8　1790年，1794年刊行　オイラーの論文7篇

巻9　1791年，1795年刊行　オイラーの論文11篇

巻10　1792年，1797年刊行　オイラーの論文6篇

巻11　1793年，1797年刊行　オイラーの論文7篇

巻12　1794年，1801年刊行　オイラーの論文7篇

巻13　1795/6年，1802 年刊行　オイラーの論文4篇

巻14　1797/8年，1805年刊行　オイラーの論文5篇

巻15　1799/1802年，1806年刊行　オイラーの論文4篇

9月18日

ペテルブルグにおいてオイラー歿ペテルブルグにおいてオイラー歿ペテルブルグにおいてオイラー歿ペテルブルグにおいてオイラー歿．

[オイラーの著作](論文集)

『解析小品集』(Opuscula Analytica，全2巻)第一巻刊行．
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【収録論文13篇】



[E550]"De seriebus, in quibus producta ex binis terminis contiguis datam constituunt
progressionem"．3-47頁．オイラー全集Ⅰ-15，338-382頁．

[E551]"Varia artificia in serierum indolem inquirendi"．48-63頁．オイラー全集Ⅰ-15 ，
383-399頁．

(数論)[E552]「素数による平方数の割り算に関するさまざまな観察」．64-84頁．オイ

ラー全集Ⅰ-3，497-512頁．

　ガウスの表現様式による平方剰余相互法則が出ている(第39節に「結論」として提

示されている命題)．ふたつの補充法則も伴っている(第一補充法則は定理4と定理5．

第二補充法則は第38節の四つの定理に包摂されている)．これが，ガウスによる「平

方剰余の理論の基本定理」の初出である．

[E553]"Observationes analyticae", 85-120頁．オイラー全集Ⅰ-15，400-434頁．

(数論)[E554]「平方数ならびにいっそう高次の冪の，素数による割り算の結果として

残される剰余に関するより精密な研究」．121-156頁．オイラー全集Ⅰ-3，513-543頁．

　奇素数 に対する原始根の個数が探究されて，オイラーの関数値 に等しい

ことが示された．オイラーの告白．「このような数［原始根］を指定するのはきわめ

て困難に思われる．その本質的性質は，もっとも奥深い場所に秘められている数の神

秘のひとつに数えられるべきである」(ガウスの引用．D.A.の邦訳書『ガウス整数論』

59頁)．

[E555]"De eximio usu methodi interpolationum in serierum doctrina"．157-210頁；オイラー

全集Ⅰ-15，435-497頁．

(数論)[E556]「方程式 が解けるか否かの判定を許す規準につい

て」．211-241 頁．オイラー全集Ⅰ-4，1-24頁．

(数論)[E557]「冪の約数に関連して現われる二，三の顕著な性質について」および「附

記」．242-295 頁．オイラー全集Ⅰ-4，25-64頁．

[E558]"Proposita quacunque protressione ab unitate incipiente, quaeritur quot eius terminos a
dminimum addi oporteat, ut omnes numeri producantur"．296-309 頁．オイラー全集Ⅰ-4，

65-75頁．

(数論)[E559]「式 の解法のための新しい手法」．310-328 頁．オイラー全

集Ⅰ-4，76-90頁．

　ペルの方程式の解法が論じられた．

[E560]"Miscellanea analytica"．329-344頁．オイラー全集Ⅰ-4，91-104頁．

[E561]"Variae observationes circa angulos in progressione geometrica progredientes"．
345-352頁．オイラー全集Ⅰ-15，498-508頁．

[E562]"Quomodo sinus et cosinus angulorum multiplorum per producta exprimi queant"．
353-363頁．オイラー全集Ⅰ-15，509-521頁．

1785年年年年

[オイラーの著作](論文集)

『解析小品集』(Opuscula Analytica，全2巻)第二巻刊行．
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【収録論文15篇】



[E586](数論)／[E587]／[E588](オイラー積分)／[E589](オイラー積分)[E590]／[E591]／
[E592]／[E593]／[E594]／[E595]／[E596](無限級数)／[E597](無限級数)／(数論)[E598]
「数の科学の著しい進歩について」．275-314頁．オイラー全集Ⅰ-4，163-196頁．／

[E599](確率論)／[E600](確率論)

1787年年年年

[オイラーの論文](数論)

[E610]「 という形の数の因子に関する新しい証明」．ペテルブルグ帝国科

学アカデミー新年報1，47頁-74．オイラー全集，第一系列，巻4，197-220頁．

　ラグランジュの論文「アリトメティカ探究」の影響下で書かれた．1775年11月20日，

ペテルブルグのアカデミーで報告された．

1788年年年年

[ルジャンドルの論文](数論)

「不定解析研究」．パリ王立科学アカデミー紀要(1785)，「メモワール」の465-559頁．

「1788年」は実際の刊行年．95頁の長篇である．「ふたつの任意の素数の間に存在す

るある一般的法則の証明」が提示され，「相互法則」と呼ばれた．この論文の段階で

はまだ「ルジャンドルの記号」は現れない．

1789年年年年

[7月14日]

フランス革命．

1798年年年年

[ルジャンドルの著作](数論)

『数論のエッセイ(Essai sur la Théorie des nombres)』が刊行された．これを初版として，

1808年，第二版が刊行された．その後も補足改訂が続いた．1816年，第二版の「補遺

1」刊行．1825年，第二版の「補遺2」刊行．1830年には第三版(２巻本)が刊行された．

第三版では書名から「エッセイ(Essai)」の一語がとれて，端的に『数の理論 (Théorie
des nombres)』となった．

　平方剰余相互法則の証明が試みられたが，不十分だった(1801年，ルジャンドルの

証明には誤りがあることをガウスが指摘した)．また，はじめて「ルジャンドルの記

号」が登場した．

　初版は全四部で構成されている．

[目次]
序論　数に関する一般的諸概念

第一部　不定解析に関するさまざまな方法と命題の説明

第二部　数の一般的諸性質

第三部　3個の平方数に分解可能と見られる数の理論
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第四部　種々の方法と研究



1799年年年年

ガウスの学位論文

「一個の変化量のすべての整有理代数関数は，一次または二次のいくつかの実因子

に分解可能であるという定理の新しい証明」

がゲッチンゲン大学に提出された．

1801年年年年

9月29日　[ガウスの著作]
『アリトメティカ探究』刊行．『数論研究』『整数論考究』などの呼称が流布してい

る．

1803年年年年

ペテルブルグ帝国科学アカデミーの名前がフランス語による表記に変り，"Académie
Impériale des Sciences"(帝国科学アカデミー)となった．これに伴って学術誌も新たに発

足し，

"Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg avec l'histoire de
l'académie"(サンクトペテルブルグ帝国科学アカデミー紀要) (タイトルはフランス

語)
が創刊された．ペテルブルグのアカデミーの学術誌として第五番目のシリーズになる．

「イストワール」と「メモワール」の二本立て．頁番号も別個に振られている．全11
巻．1803/6-1830年．第一巻の実際の刊行年は1809年．最終巻の巻11は1830年刊行．掲

載されたオイラーの論文は全部で62篇．最終巻には[E772]から[E785]まで14篇掲載さ

れた．

ペテルブルグのアカデミーの紀要の姿はその後も変遷し，第六シリーズ(全10巻，

1831-59年)，第七シリーズ，第八シリーズに及んだ．第七シリーズの巻1から第八シリー

ズの巻32まで，全32巻，1859-1914年．第八シリーズは1895年の巻1から始まる．巻21-
32は未完成．

巻1　 1803/6年，  1809年刊行　オイラーの論文3篇

巻2　 1807/8年，  1810年刊行　オイラーの論文3篇

巻3     1809/10年，1811年刊行　オイラーの論文5篇

巻4　 1811年，     1813年刊行����オイラーの論文6篇

巻5　 1812年，     1815年刊行����オイラーの論文6篇

巻6　 1813/4年，  1818年刊行����オイラーの論文4篇

巻7　 1815/6年，  1820年刊行����オイラーの論文4篇

巻8　 1817/8年，  1822年刊行����オイラーの論文4篇

巻9     1819/20年，1824年刊行����オイラーの論文6篇

巻10   1821/2年，  1826年刊行����オイラーの論文3篇

巻11   1830年,        1830年刊行����オイラーの論文14篇

1807年年年年

ヨハン・ベルヌーイ(3番目のヨハン)歿．
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1808年年年年

1月　[ガウスの論文](数論．平方剰余相互法則)
「アリトメティカの一定理の新しい証明」．平方剰余相互法則の第三証明．

8月　[ガウスの論文](数論．平方剰余相互法則)
「ある種の特異な級数の和」．平方剰余相互法則の第四証明．

[ルジャンドルの著作](数論)
『数論の試み』第二版刊行．第二版はそれ自体，大きく変遷し，1816年と1825年の二

度にわたって補記が書き加えられた．1808年の時点では，ガウスの著作『アリトメティ

カ探究』の影響を受けて，新たに

　第五部　方程式 ， は素数，の解法における不定解析の利用が増補され

た．

1813年年年年

4月10日

朝10時ころ，ラグランジュ歿．パンテオン寺院にお墓がある．

1814年年年年

[ルジャンドルの著作]
『さまざまな位数の超越関数と面積の算出に関する積分計算演習』第2巻が刊行され

た．

1817年年年年

2月

[ガウスの論文](数論．平方剰余相互法則)
「二次剰余の理論における基本定理の新しい証明と拡張」．平方剰余相互法則の第五

証明と第六証明．

1819年年年年

[ルジャンドルの著作](楕円関数論)
『さまざまな位数の超越関数と面積の算出に関する積分計算演習』第3巻が刊行され

た．

1825年年年年

4月　[ガウスの論文](数論)
「四次剰余の理論　第一論文」．四次剰余相互法則の二つの補充法則の定式化と証明．

1826年年年年

ベルリンにおいてクレルレの数学誌"Journal für die reine und angewandte Mathematik"(
「純粋応用数学誌」．「クレルレの数学誌」または「クレルレ誌」と略称する)が創

刊された．クレルレは1780年3月11日，Eichwerderで生れた．1855年10月6日，ベルリ

ンにおいて歿．クレルレ誌は創刊後，一貫してクレルレが編集した．
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1830年年年年

ルジャンドルの著作『数論』刊行．これは1798年の著作『数論の試み』の第三版で，

書名から「試み」の一語が取り払われた．序文の日付は「1830年4月1日」．

　第四部は大幅に増補され，第五部はほぼ全面的に書き直された．また，新たに

　第六部　不定解析の種々の定理の証明

と

附記

第一節　数値方程式の新しい近似解法

第二節　ひとつの既知の根が，他のすべての根を有理的に決定するのに役立つとい

う性質をもつ方程式

　が増補された．全体で約900頁に達する大冊となったため，分冊が行

なわれ，全二巻となった．

　第六部第4節において，平方剰余相互法則のヤコビによる証明が紹介され，「既知

のあらゆる証明のうちでもっとも簡単である」という言葉が添えられた．

1831年年年年

4月

[ガウスの論文](数論．四次剰余相互法則)
「四次剰余の理論　第二論文」．附されている日付は「1831年4月15日」．四次剰余

相互法則の定式化．証明はない．

1833年年年年

1月9日　フランスのオートゥイユにおいてルジャンドル歿．

1836年年年年

ペテルブルグの科学アカデミーの呼称が変り，

Académie Impériale des Sciences de Saint Pétersbourg,
となった．1836年から1917年まで．

1843年年年年

[フスの目録]
オイラーの作品を集成したフス(P.H.Fuss.1798-1855)のカタログが出版された．およそ

750篇のオイラーの作品が，年代順に配列されて収録された．フスのカタログはテー
マ別に分類され，各々の著作と論文に「フスナンバー」が振られている．総計750篇．
そのうち数学の作品は439篇．
[オイラーの書簡集]
オイラーの書簡集が刊行された.編纂者はフスとヤコビ.全2巻．

1849年年年年

[オイラーの論文集]
『アリトメティカ簡約論文集』(全二巻)刊行．オイラーの6篇の論文が収録されている．

【収録論文】
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[E792]「数に関する論究．残存する16章」．巻2，503-575頁；オイラー全集，第一系



列，巻5，182-283頁．

　オイラーの長大な遺稿．全16章から成る．

【ベルリン科学アカデミー紀要の変遷】

Bericht uber die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Konigl. Preuss. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin
1836(-1855), 1836-55
継続誌

Monatsberichte der Koniglichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1856(-1881),
1856-82
継続誌

Sitzungsberichte der Koniglichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
(1882)-(1921)
プロイセンでは1918年のドイツ革命により王政が廃止された．1919年，ワイマール共

和国が成立した．

継続誌

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische
Klasse. (1922)-(1938)
継続誌

Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Jahrg. 1949-1991,
1949-91; 1955-68 Klasse I,II and III only.

1862年年年年

[オイラーの遺稿集]

ペテルブルグ科学アカデミーよりオイラーの遺稿集[E805]「数学物理遺稿集(0pera
Posthuma mathematica et physica)」が刊行された.編纂者はパウル・ハインリヒ・フス

(P.H.Fuss.ニコラウス・フスの子ども).全2巻.59篇の未公表論文が収録された.収録論文

のエネストレームナンバーは[E792]-[E799]および[E806]-[E856].

1891年年年年

[フェルマ全集]

P. Tannery と C. Henry が編纂したフェルマ全集(Œuvres de Fermat)の第一巻が刊行され
た.1912年までに全4巻が揃い，完結した.

巻 1. Œuvres mathématiques diverses -- Observations sur diophante, 1891年

巻 2. Correspondance,

巻 3. Traductions par M. Paul Tannery,

巻 4. Compléments par M. Charles Henry,

普通，フェルマ全集というとこれを指すが，この4巻本の全集に，もう一冊，補足の
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巻がついている．1922年刊行.これも全集のうちに含めると全5巻になる．



Supplément aux tomes Ⅰ-Ⅳ.  Documents inédits publiés avec notices sur les nouveaux
manuscrits, par m. C. de Waard.: Paris, Gauthier-Villars et cie, 1922.

1891-1922年年年年

タヌリとヘンリーが編纂した『フェルマ全集』(全4巻，補遺1巻)が刊行された．

1907年年年年

[オイラー全集]

オイラー全集の編纂が企画され，この年に着手された．1907年はオイラーの生誕200
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年にあたる年である．


