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 　1．　ファニャノ伯爵による種々の発見を機として，私はまずはじめにこの方程式

を考察した．するとただちに，この方程式を満たす変化量 と の間のひとつの代数

的関係式が見つかった．ただし，その関係式には，積分による計算ではいつでも導入

されることになっている任意定量が含まれていないのであるから，それを完全積分方

程式と見ることはできない．そこで，よく知られているように，完全積分と特殊積分

は区別するのが慣わしになっている．すなわち，完全積分は微分方程式の全内容を汲

み尽くすが，特殊積分は微分方程式の一部分を満たすだけに留まり，その結果，その

ほかにもなお，他の表示式もまた提示された微分方程式を満たすということがありう

るのである．他方，完全積分方程式の判定基準は，その方程式に，提示された微分方

程式には現れない定量を含んでいなければならないという点に求められる．

 　2．　これらの事柄をいっそう明瞭に認識するためには，もっとも簡単な微分方程

式 を考えれば十分である．積分 は確かにこの微分方程式を満たすが，実

際にはこの積分は微分方程式 よりも守備範囲がせまいのは明らかである．と

いうのは， として任意の定量を取るとき，明らかにはるかに広い守備範囲を覆う積

分 もまた，この微分方程式を満たすからである．そうして，この積分には，

上記の微分方程式には姿を現さない定量 が存在するのであるから，この積分は微分

方程式 の全内容を汲み尽くすと考えられて，まさしくそれゆえに完全積分方

程式という名で呼ばれるのである．不確定定量 の代りに，定まった諸値を用いれば，

完全積分からいろいろな特別積分が得られるが，それらはこの手続きそれ自身に起因

して，提示された微分方程式よりも守備範囲がせまいことは明らかである．
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　3．　ところで，ある微分方程式について，その完全積分が超越的であるのに，特

殊な代数的積分がもたらされるという事態がしばしば起りうる．このようなことは，

もしその完全積分の超越的部分に任意定量が乗じられているなら，明らかに生起する．

そのような形になっているために，定量を と等値して計算するとその超越的部分が

消失してしまい，特別な代数的積分が残されるのである．たとえば，値 が方程

式 を満たすのは明らかだが，この微分方程式に含まれている特殊積

分はただひとつにすぎない．というのは， はその対数が である数を表すとする

とき，この微分方程式の完全積分は であるからである．もし等しい任意定

量 が消失しない限り，この積分はいつでも超越的なのである．

 　4．　このようなわけで，ある微分方程式について，たとえその完全積分が超越的

であろうとも，それが代数的な特殊積分を許容することが起りうるのであるから，提

示された微分方程式

の完全積分が，たとえこの微分方程式に対して代数的な特殊積分を提示することが可

能であろうとも，超越的藷量を含むのではないかと疑う理由がないわけではない．実

際，完全積分は

となるが，これらの積分は円や双曲線の求積法に手段を求めても決して定めることが

できないのであるから，一般的に見て超越的なこれらの式が，定量 は不定に留まる

という状勢において， と の間の代数的関係式に帰着されるということが本当にあ

りうるとは決して思われないのである．

 　5．　なるほど確かに，微分方程式

の完全積分は，もし係数 と の比が有理的であれば，いつでも代数的に提示するこ

とが可能である．だが，この式の両辺の積分はどちらも円弧を表している．したがっ

てその完全積分は であるが，有理的な相互比を保持する弧と

弧に関する正弦と正弦の関係は代数的に表示されうるのであるから，これらの場合に

ついても完全積分方程式が代数的に提示されうるのは不思議ではない．しかし，超越

的な式 と においてはこのような比較の可能性はないし，少なくとも

確立されていないのであるから，代数的量への積分の還元は求めてもかなえられない
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ことであろう．



 　6．　しかし，それにもかかわらず，もしこのような微分方程式

が提出されたとするならば，その完全積分は，それはもちろん任意定量を含んでいる

のだが，比率 が有理的であるときにはいつでも代数的に表示されうるという状

勢を私は観察した．それに，これはよりいっそう注目に値すると私には思われるのだ

が，私は確実な方法によってその積分に導かれていったというわけではなく，むしろ，

さまざまな試みと推測を通じてそれを発見したのである．それゆえ，この積分へと導

いてくれる直接的方法が見つかれば，解析学の領域が相当に拡大されることになるの

は疑う余地がない．まさしくそれゆえに，解析学の探究に向けてありとあらゆる努力

が傾けられてしかるべきであろうと思われるのである．

　 7．　ところで，この微分方程式の完全積分は，係数 と の有理比がどのようで

あろうとも，方程式

の完全積分から導くことが，私には可能である．実際，この方程式の完全積分を踏ま

えて，それよりもずっと一般的な方程式

の完全積分をも作り出すことを可能にしてくれる確実な方法を私は報告する予定であ

る．さらに，この方法は， は の関数を表し， は の関数として，たとえ方程式

� の完全積分が発見されたにすぎないとしても，一般に の

ような方程式の積分を見つけるためにも利用することが可能である．

 　8．　そこで，私はまず方程式

から出発する．一目見るだけで，方程式 がこの方程式を満たすのは明らかであ

る．したがって，この方程式はひとつの特殊積分である．だが，それに続いて，代数

的値

もまたこの方程式を満たすのである．なぜなら，

　および　
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となるので，



となるからである．したがって，この値，言い換えると，方程式

もまた，提示された微分方程式のひとつの特殊積分である．それゆえ，任意定量

を含む完全積分には必ず，次のような性質が備わっていなければならない．すなわち，

その定量にある定値を与えると

が生じ，他の定値が与えられたなら，

 　言い換えると　

が生じる，というふうに．

定理定理定理定理

　9．　そこで私は，

の完全積分は

であると言明する．

証明証明証明証明

　実際，この方程式が措定されたとき，その微分は

である．それゆえ，

となる．ところが，同じ方程式を解くと，

　と　

が得られる．というのは， と置くとき，双方から同じ値 が生じるようにす

るためには，もし冪根 に符号 が与えられるならば，そのとき冪根

には符号 が与えられなければならないからである．それゆえ，

                                             

                                             

となる．これらの値を微分方程式に代入すると，
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すなわち

が生じる．それゆえ，

はこの微分方程式の積分である．そうしてこれはわれわれの意のままになる定量 を

含むのであるから，同時に，完全積分でもある．

Q.E.D.

 　10．　それゆえ，方程式 があるとき，積分の完全値は

である．それゆえ，もし任意定量 が消えるならば， となる．だが，他方では，

と置くと， となる．これらは両方ともすでに上で提

示された特殊値である．これより，そのほかのものと比べていっそう簡単な，ただし

他の特殊値が見いだされる．たとえば， と置くと

となり， と置くと

となるが，これらもまた提出された方程式を満足する．

 　11．　ところで，この積分の形状をいっそう明確に認識しりために，曲線 （図

1）を思い浮かべよう．この曲線には，切除線 を定めるとき，それに対応する

弧が となるという性質が備わっているものとする．次に，同じ曲線

をもう一度描いて，切除線 を取ろう．すると，弧 となる．そ

こで，

と定めると， となる．それゆえ，弧 弧 定量　となるが，

この定量を決定するために と置くと， となる．よって，切除線 を取

ると，この切除線には弧 が対応して，弧 弧 となる．

 　12．　それゆえ，方程式 のこの完全積分の助けを借りて，提出
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された曲線において，切除線 に対応する任意の弧 に対して，それに等し



くて，しかも，与えられた点 から出発する弧 を切り取ることができる．実際，

点 が与えられたとき，対応する切除線 を と置くと，切除線

を取れば，弧 は弧 に等しいのである．ところが，同様にして， を負

とみなすことができるのであるから，切除線

を取れば，弧 もまた弧 に等しい．それゆえ，この曲線において，与えられた

任意の点 から出発して，両側に向かって，弧 に等しい弧 と を切り取る

ことができる．

 　13．　それゆえ，このことから，もし弧 に等しい弧 を取れば，言い換え

ると，もし ならば，弧 は弧 の二倍になることは明らかである．よって，

と定めれば，弧 弧 が生じることになる．同様にし

て，弧 弧 ，もしくは と取って と

定めれば，弧 弧 が得られる．そうして，この の値をもう一度 の代り

に用いて，弧 弧 となるようにして，再び と定め

れば，弧 の四倍の弧 が生じる．このようにして，さらに歩を進めて，弧

の任意の倍数の長さの弧を次々と幾何学的に指定していくことができる．

 　14．　弧 弧 および とすると，

となる．そうして，これらのことから明らかになるように，

と取れば，

となるが，

と置けば，

となる．それゆえ，方程式 を積分したとして，そこから に対する
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しかるべき値がみいだされたとするなら，方程式 もまた積分可能



である．というのは，その積分は であるからである．そうし

て， としてその完全値──そこにはもとより任意定量が含まれている──を採用し

たなら， に対してもまたその完全値が生じる．

 　15．　それゆえ，このことにより， がどのような整数であっても，微分方程式

に適合する完全積分方程式をみいだすにはどうしたらよいのかは明

らかである．他方，同様にして， となるように を指定すること

ができる．そこで， を消去して と の間の方程式が得られたとすれば，それは，

と としてどのような有理数が用いられようとも，方程式 の積

分である．また，そのようにして完全積分が生じるようにするためには，変化量 と

のうちの一方についてのみ， による完全値が定められれば十分である．というの

は，そのことからすでに，任意未知定量が計算に導入されるからである．

 　16．　私がここでこの定理の証明において用いた方法は，事の本質から取り出され

たのではなくて，提出された定理へと間接的に導いてくれたのではあるが，それにも

かかわらず，はるかに広い範囲に及ぼされる．実際，上記と同様の道筋をたどること

により，微分方程式

の完全積分は

であるという結論が下される．この事実の中から，先ほどと同じ計算を適用すると，

文字 と は整数を表すとするとき，方程式

の完全積分もまた獲得される．

 　17．　ところで，この積分の探究の様子は次の通りである．まずはじめに，この方

程式を満たす変化量 と の間の関係式

(1)�����������������������

を任意に作る．この関係式をを微分すると，
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が与えられる．これより，

(2)������������������

が生じる．次に，方程式(1)から，二つの変化量の値

がみいだされる．そうして，これらの値から

(3)                            

(4)                            

が得られる．これらの値を方程式(2)に代入すると，

(5)          

が与えられる．それゆえ，この方程式の積分は方程式(1)である．

 　18．これらの方程式をもっと簡単な形に変えるために，

と置こう．すると，

　および　

となる．それゆえ，微分方程式

(6)                              

の積分方程式は

(7)                      

 である．これは，同時に，完全積分にもなっている．

 　19．　それゆえ，特に

　および　

と置くと，微分方程式

が得られるが，その完全積分方程式は
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である．ここには未知定量は含まれていないように見えるが，それにもかかわらず完



全である．というのは，微分の際に注目されるのは量 の比率のみであり，そ

のため の代りに を書くことが許される．これより明らかに，

完全積分方程式

あるいは， と置くと，

が生じるからである．

�　20．　それゆえ，微分方程式

が提示されたなら， の値は の代数関数を用いて表すことができて，

もしくは

となる．それゆえ， となるものとして，微分方程式

が得られるなら， の完全積分値は

となる．定量 を任意に定めることにより， に対する無数の特殊値がここから取り

出される．

 　21．　ところで，私が上記の通りに使用した方法により， と は有理数とする

と，

の完全積分もまた代数的に表される．

 　22．　上記の箇所で採用された方程式では，相互に交換可能な変化量 と が定め

られ，その結果，互いに類似の形の式が生じたが，この制限を除去すると，異なる微

分式の比較に到達する．そこで，
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(1)����������������������



と置こう．これより，

および

となる．よって，

(2)�����������������

(3)����������������� ．

そうして方程式(1)を微分すると，

が与えられる．これより，微分方程式

が生じるが，その積分は，はじめに採用された方程式である．

 　23．　だが，この相違は， の代りに を採ればたやすく解消される．その

ように言える理由は，取り上げられた方程式を見れば即座に明らかになる．だが，形

の異なる諸式に通じるもうひとつの道が存在する．ここでは一例をあげれば十分であ

ろう．方程式

が採用されたとしよう．その微分は

すなわち

となる．さらに，採用された方程式により，まず が を用いて定められ，

というふうになる．次に，今度は が を用いて定められる．しかも，

であるから，

となる．それゆえ，微分方程式
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が得られるが，その積分は，はじめに与えられた方程式，すなわち



である．

 　24．　この積分は完全ではないかもしれないが，それでもなお，上述した通りの事

柄により，容易に完全積分が与えられる．実際，

と置くと， であるから，

となる．そこで，このような値を に等しくなるように定めると，そ

のようにして生じる と の間の方程式は，微分方程式

の完全積分である．そればかりではなく，さらに歩を進めて，両辺に任意の有理数が

乗じられた場合，完全積分を見つけるにはどのようにしたらよいのかということは既

述の事柄により明白である．

 　25．　だが，辺と辺の相違についてはさておき，今度は類似の形をもつ辺と辺の作

り方をいっそう一般的に考えたいと思う．そこで，

(1)           

と置こう．微分するとお，

が得られる．それゆえ，

となる．ところで，取り上げられた方程式を解くと，

がみいだされる．表記を簡単にするため，
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と置くと，



となる．

 　26．　それゆえ，このことに基づいて，微分方程式

の積分方程式，しかも完全でもあるものは

であることが帰結する．ここで，諸係数を決定するには，もとより上述の通りの事柄

が利用される．まずはじめに，　 もしくは が，方程式

により定められる．これに続いて，

および

　すなわち　

となる．

 　27．　これにより，微分方程式

もまた積分可能であることは明らかである．というのは，この場合， お

よび であるから，

　すなわち　

となるからである．だが，このようにすると，諸値は非常に複雑になってしまう．消

失する文字 の値を0と等値して解けば，この作業はずっと容易に完了する．

というのは， は を与える．次に， は を与える．また，

は を与えるが，この等式を

構成する因子は と である．ところで，もし なら

となってしまう．また，もし なら， および となってしまい，

目的に反することになる．それゆえ， とならなければならない．よって，
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となる．また， および であるから，



．よって， ．それゆえ，

となる．

 　28．　ところで，文字 と の比だけしか手に入らないとしても，一番最後の方

程式により の実際の値を見つけるのは可能である．ただし，それを知るのは必要で

はない．このようなわけで，文字 と は不確定のままに留まることになる．そこで，

　および　

と置くと， ，すなわち

となる．これより，

　および　

となる．それゆえ，微分方程式

の積分は

である．この積分は完全積分ではないが， および と置けば，完全積

分になる．この場合， ．したがって， となる．さらに，

．したがって，完全積分は

である．ここで， は任意定量である．それゆえ，

となる．

 　29．　 かつ となって，微分方程式

が得られる場合は注目に値する．ここで，分数を除去するために の代りに と書

くことにすると，この微分方程式の完全積分は

13

すなわち



となる．それゆえ，特殊積分は次に挙げる通りになる．

Ⅰ． なら， ．

Ⅱ． なら， ．

Ⅲ． なら， ．

 　30．　同じ原理により，§26において文字 に，ある同じ量 が乗

じられても，微分方程式は依然として

のままであり，しかも

がみいだされる．この場合，

　および　

となり，文字 と は不定である．この結果，完全積分方程式は

となる．これより，

となる．

 　31．　最後に，私がその完全積分をたった今，提示したばかりの微分方程式のみで

はなく，ずっと一般的な微分方程式

もまた，もし係数 と の比が有理的なら，つねに代数的かつ完全に積分可能である

ことに注意しなければならない．実際，この積分は，前に私が提出した方程式に対し

て用いたのと同様の方法により構成される．しいかし，私がここでいくつかの範例を

報告した方法は，その特質をいっそう入念に改良あいて，めざましい応用にかなうも

のにすることが可能であり，その作業を通じて，解析学においてあなどるべからざる

恩恵がもたらされるであろうと私には思われる．
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 　32．　ところで，私はここで§26で取り上げられた式をより広範にわたって拡張



することによって，異なる微分を相互に比較することができるようになること，それ

ばかりではなく，そのようにして既述の相違の例(§22)が獲得できて，その結果，こ

れまでのところで与えられたあらゆる例は，この一般的研究に包括されることになる

状勢を観察したいと思う．すなわち，積分方程式

(1)  ���   

を作ろう．この方程式により，

(2)     

(3)     

となる．表記を簡単なものにするため，

���������� 　　�������������������������

������� �����������　

　

������� �����������　

���������� 　������������������������������

と置くと，

(4)          

(5)     

となる．

 　33．　ところで，採用された積分方程式を微分すると，

(6)������������������������

������������������������������������

となる．そこで，ここに現れる因子のところに，先ほど見つかった値(4)と(5)を代入

すると，微分方程式

(7)������������

が生じる．それゆえ，この微分方程式の積分は，前に採用された方程式(1)である．

　前に得られた方程式は10個あるが，係数 の個数は9個であり，それ

らのうちのひとつは任意に取れるのであるから，定めるべき8個の文字が残ることに

なる．さらに，なお二つの定めるべき文字 と が加わって，10個の文字が未知とな
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る．このような結果を見ると，二つの式に見られる係数 と



は任意に取れるかのように思われる．しかし，一方の諸係数が任意に採用

されたとしても，他方の諸係数がすべて意のままになるというわけではないのは明ら

かである．なぜなら，もしそうでなければ，どのような式も代数的な式に変形可能で

あることになってしまうからである．

 　34．　ところで，このことから， のところに他の諸値を代入していけば，あまり

エレガントではないとはいうものの，与えられた式の他のいろいろな変換が手に入る．

たとえば，E ，すなわち と置き， と定めれば，微分方程式

が生じる．この微分方程式の積分は，与えられた方程式において と置き，

と定め，残る諸係数は前の通りに定めることによって生じる方程式である．完

全積分も困難なく見つかる．というのは，上記のような手続きを踏んで見つかった積

分が未知定量を含まないとしても，

と置くと，上述の通りの事柄によりこの方程式の完全積分を定めることができる．こ

の事実に基づいて，形の異なる式が両辺に配置された方程式の完全積分もまた手に入

るのである．

 　35．　一番簡単なものから始めると，微分方程式

の完全積分は

である．次に，微分方程式

の完全積分は

である．第三番目に，微分方程式

の完全積分は
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である．さらに歩を進めて，第四に，微分方程式



の完全積分は

である．こんなふうにして，方程式

の完全積分もまた見つけることができる．

 　36．　まずはじめに，§33�におけるいろいろな値を適切に定めると，方程式

が成立し，その完全積分

がみいだされる．このような状勢において， および と置くと，微分方程

式

が生じるが，その完全積分は

となる．この完全積分から， と設定することにより生じる場合は注目に値する．

この場合には，

が与えられる．

初稿　昭和63年(1988年)8月11日

改稿　平成19年(2007年)10月25日
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