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求長不能曲線の弧の比較に関する諸観察

オイラー

 ペテルブルク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Ⅰ-20, 80-107頁． pp. 58-84 ．1752年1月27日，

ベルリンのアカデミーに提出された．

「図」の番号は原論文と全集版テキストでは食い違いが見られる．

原論文の掲載誌ペテルブルク科学アカデミー新紀要6では，多く

の図が末尾にまとめて掲示され，論文[E252]の図は「表Ⅰ」と「表

Ⅱ」にまとめられている．ここでは二通りの表番号を併記した．

　数学の諸考察は，もしそれらの有益さに目を留めることにするならば，二通りのグ

ループに分けなければならないように思われる．第一のグループには，ひとつには日

常の生活のために，またひとつには，わけても他の諸学問のために数々の著しい利益

をもたらしてくれる諸考察を所属させるのが至当であろう．そのために，それらの考

察の値打ちは，その利益の大きさに基づいて判断される習わしになっているのである．

他方，もうひとつのグループには，決して顕著な利益を伴うわけではないが，それに

もかかわらず解析学の領域を拡大するために，また，われわれの生来の資質を高める

ためによいきっかけを与えてくれるような諸考察が含まれている．実際のところ，解

析学が衰退するというだけで，その代償として，大きな利益が期待されるきわめて多

くの研究の放棄を強いられることになるのである．それゆえ，解析学のあなどるべか

らざる進展を約束する諸考察を基準にして，少なからざる価値の判断がなされるべき

なのではないかと思う．ところが，この目的にとっては，ほとんど偶然になされて，

また経験を通じて発見された諸観察，それらに到達するべきまっすぐな道筋を通じて

のアプリオリな理由づけがほんのかすかにしか，あるいはまったく認められないよう

な諸観察が，とりわけ適切であるように思われる．もちろん，すでに知られている事

実に関しては，そこにまっすぐに導いてくれるいろいろな方法により，いっそう容易

に調べることができるであろう．他方，探究されるべき新しい方法により，解析学の

領域が適度に，もしくは十分に拡大されるということが起らないとも思われない．

　ところで，私は最近刊行されたファニャノ伯爵の著作の中で，確実な方法でなされ

たのではなく，また，その理由づけは奥深く隠されているように思われる観察をいく
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つか見いだした．それゆえ，それらの観察はありとあらゆる注目に値するとみなされ



てしかるべきであるが，他方，それらの観察のいっそう立ち入った究明に費やされて

実を結ばずに終った努力は，公にされるべきではないであろう．ところで，この本で

は，楕円，双曲線，それにレムニスケートが備えている二三の著しい性質が語られて，

これらの曲線の相異なる弧と弧が相互に比較されている．それらの性質の根拠は奥深

く隠されているように思われるのであるから，私が深い関心を寄せないとは全く信じ

られないことである．もし私がそれらをいっそう注意深く調べたとして，それによっ

て私の心がこれらの曲線にいっそう引きつけられることになったとするならば，私は

その旨を人々に伝えたであろう．

　まず第一に，これらの曲線に関する限り，それらの求長は解析学のあらゆる手段を

越えている事柄であって，それらの曲線の弧は代数的に表現されえないばかりではな

く，円や双曲線の求積法に帰着させることもできないことはよく知られている．ファ

ニャノ伯爵は，楕円と双曲線については，それらの差を幾何学的に指定することがで

きるような二つの弧を無限に多くの仕方で提示することが可能であることを発見して

いる．また，レムニスケートについては，等しいか，もしくは一方が他方に対して比

率2をもつような二つの弧を無限に多くの仕方で与えることができることを発見し，

そのことから次々と，やはりこの曲線において他の相互比をもつような弧を指定する

方法を得ている．ファニャノ伯爵がどのようにしてこれらの事柄を発見したのかとい

うことについては，むしろ不思議なことと思わなければならない．

　楕円と双曲線に対しては，確かに，私はこれ以上究明を進めることはできない．そ

れゆえ，私はそれらの差を幾何学的に示すことが可能であるような弧と弧のいっそう

容易な構成を与えたことで満足するであろう．だが，レムニスケートに対しては，同

じ歩みを押し進めて，決して無数というわけではないが，はるかに多くの公式を私は

みいだした．それらの公式の助けを借りて，私は，等しいか，あるいは相互比2をも

つような二つの弧を無限に多くの仕方で定めることができるばかりか，どのような相

互比をもつ二つの弧を定めることもまたできるのである．

Ⅰ．　楕円

　1．　楕円の四分の一部分をABCとしよう(図1／図Ⅰ-3)．楕円の中心を に置き，

半軸線を および としよう．しやがって，任意の切除線 を取る

とき，対応する向軸線は となる．その微分は であ

るから，切除線 に対応する楕円の弧は
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となる．表記を簡単にするために と置くと，この弧は

となる．同様に，もうひとつの任意の切除線 を取ると，対応する弧は

となる．これらの表示式を確定したうえで，弧と弧の和

が積分可能になるためには，言い換えると，この和を幾何学的に提示することが可能

であるためには，二つの切除線 と は相互にどのような関係を維持して配置されて

いなければならないのかという論点を究明したいと思う．

　2．　そこで，問題は，微分式

が積分を受け入れるためには， のところにどのような の関数を代入するべきなの

か，という論点に決着をつけることに帰着される．ところが，容易に見て取れるよう

に，もしこの問題を一般的に考察するなら，その解は二つの式の積分に依存すること

になり，そのために解析学の限界を越えてしまい，楕円の求長をも越えてしまう．そ

れゆえ，一般解はどのような方法に依拠しても期待できないのであるから，特別な解，

すなわち，確実な論拠に基づいて発見するのは不可能で，たいていは偶然と推測の手

にゆだねることになる解を探究していかなければならない．そうすることにより，そ

のような特殊解を支える真の根柢と，そのような特殊解自身をも探索していかなけれ

ばならないのである．

　3．　まず第一に， という場合が即座に念頭に浮かぶ．この式を用いると，

われわれの微分は になる．しかし，このようにすると，長さが等しくて，しかも相

似な形状の二つの弧が生じることになるが，この場合はあまりに簡単すぎるので，提

出された問題はこれだけではまだ尽くされていないと考えなければならない．前述の

通り，いっさいの仕事はさまざまな試みを通じて仕上げていかなければならないので

あるから，

と置いて， は， と を入れ換えて，
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となるように定めることにしてみよう．というのは，そのようにすると確かに，要請



されているように，

定量

となるからである．ところで， の値については，

　および　

となる，これより明らかになるように， ，したがって と定めて，

，　よって　 定量

となるようにしなければならない．

　4．　ところで，このようにして問題の要請には応えられたように思われるが，そ

れにもかかわらず，このように決定された の値は楕円の中に対応する位置をもつこ

とができない．なぜなら， であるから， となる．それゆえ，

．よって ．それゆえ，切除線 は半軸線 を越えてしまい，その

ためにこの切除線 には実在しない弧が対応することになり，適切な結論を導出す

ることが不可能になってしまうのである．

　5．　そこで，他の公式を調べることにして，

　および　

と置こう．すると，

および

となるが，これより が得られて，

．

よって，

となる．他方，

．

ところが，方程式 を微分すると，
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すなわち



が与えられる，これより，

定量

という結論が得られる．

　6．　この解決には決して都合の悪いところはない．なぜなら， であるから

．よって，事柄の性質により要請されるように， となるからで

ある．そこで，任意の切除線 を取るとき，もうひとつの切除線

を取ると，弧と弧の和 (定量)となる．ここに出てくる定量を定め

るために とすると， となる．また，この場合， となり，弧 は

楕円の四分の一部分 となる．これより (定量)となる．かく

して，この定量は となる．この値を該当する場所に代入すると，

となる．よって，

となる．

　7．　それゆえ，楕円の四分の一部分 上に任意の点 が与えられたとき，も

うひとつの点 を指定して，弧と弧の差 ，あるいは，この差に等しい差

が幾何的に表示されるようにすることができる．これはいっそう容易に示

されることだが，楕円上の点 において法線 を引くと，その射影は と

なる．また， であるから，法線自身は

となる．それゆえ，もうひとつの点 に対して，切除線 となる．

あるいはまた，法線 を延長し，その延長線に向かって点 から垂線 を降ろ

し，その垂線を点 まで延長して となるようにしよう．すると，

であるから， となる．それゆえ，点 から軸 に向かって垂

線 を降ろすと，点 の位置が指し示される．また，その垂線を延長していくと，

点 そのものの位置が指し示される．
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　8．　 であるから， となる．それゆえ，



となる．したがって，垂線 それ自身が，弧と弧の差 もしくは

を与えていることになる．よって，弧と弧の差は というふうに

表される．この差は の場合と の場合に消失するが，そのような場合には，

点 と 点 は 点 と 点 自 身に 合致 す るの で ある ．他 方 ，こ の差 は ，も し

なら，すなわち，もし なら最大になる．この場合には

となり，二点 は一点 において重なり合う．そうして，この場合，弧と

弧の差は となって，半軸線の差 に等しい．よって，

となる．

　9．　もし点 が点 の位置を占めて，

となるとすれば，

　および　

となる．よって， となる．この事実に基づいて，点 の位置をさまざまな

仕方で適切に定めることが可能になる．他方，

であることに着目すると，いっそう簡単な作図法が導出される．そこで以下に挙げる

諸定理が付け加えられることが判明する．それらの証明は，記述の通りの事柄により

明らかである．

定理１

　10．　楕円の四分の一部分 において，任意の点 において接線 を引

こう(図2／図Ⅰ-4)．この接線は一方の軸 と点 において出会うとし，また，も

う一方の半軸線 と等しくなるように取って， となるようにする．次に，

今度は点 を通り，軸 と平行で，点 において楕円と交叉する線分 を引こ

う．すると，弧 と弧 の差 を幾何的に指定することができる．す

なわち，中心 から接線に向けて接線 を降ろすとき，弧と弧の差

となる．

　証明は図を見ればおのずと明らかになる(図1／図Ⅰ-3)．なぜなら，接線 は

線分 と平行で等しい線分であり，しかも であることは明らかだから
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である．



定理2

　11．　楕円の四分の一部分 に関して，一方の半軸線 を用いて等辺三角形

を作る(図3／図Ⅰ-5)．その一辺 上で一部分 を取り，二点

を結び，楕円上に，線分 に等しい線分 を引く．このとき，点 には

弧 弧

という性質が備わっている．

　証明は§9により明らかである．なぜなら，

　および　角

により，

　したがって　

となるからである．

Ⅱ　双曲線

　12．　点 は双曲線 の中心とし，その横断半軸線を ，共役半軸線を

と し よ う ( 図 4 ／ 図 Ⅰ - 6 ) ． 任 意 の 切 除 線 を 取 る と き ， 向 軸 線

となる．その微分は である．これより，弧は

となる．表記を簡単にするため と置くと，

となる．同様にして，もうひとつの任意の切除線 を取ると，それに対応する

弧は

となる．

　13．　これらの事柄が確立されたことを踏まえると，点 が与えられたとき，も

うひとつの点 を適当に定めて，弧と弧の和 ，すなわち
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が完全積分を許容するようにすることという問題がわれわれに提出された． と



いう場合が生じるのはおのずと明らかだが，ここから出発してわれわれの企図すると

ころに向かって論証を押し進めていくことはできない．

　14．　そこで，

と置こう．このとき，入れ代わりに，

となる．なぜなら，これらのどちらからも方程式 が生じ

るからである．ところが，とりあえずこのように定めると，弧と弧の和

定量

が生じる．それゆえ，この積分が可能であるためには， であればよい．

この場合， であることから もまた帰結するので，与えられた点 を元に

して，もうひとつの点 をいつでも指定することができる．

　15．　 の場合には点 は先端点 になるが，このような場合には，定めるべ

き定量に向かって歩を進めるのは明らかに不可能になってしまう．なぜなら，そのよ

うな場合には となり，点 は無限に遠い地点に運ばれてしまうからである．そ

れゆえ，この定量を適切に定めるためには他の場合を考えなければならないが，点

と が一点に重なりあう場合，言い変えると となって と

なる場合にまさる場合はありえない．ところが，そのとき， により，

　および　

が生じる．

　16．　そこで，二点 と は点 において重なり合うとしよう．そうして線分

を引くと，切除線 は

となる．また，

定量

となる．それゆえ，求める定量

が得られる．この値を代入すると， となるように定められた異なる任
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意の点 と に対し，弧と弧の和は



となる．これを言い換えると，

．

それゆえ，このようにして，差 が幾何的に指定可能であるような二つの弧

と が得られたことになる．

　17．　ところで，点 と同様，点 から点 を定める方法がいっそう明らかにな

るようにするために，点 において垂線 を引こう(図5／図Ⅰ-7)．また，線分

は双曲線の漸近線である．次に， と置き，接線 を引こう．

この場合，

　および　

であるから，接線影は

となる．また，接線それ自身は

となる．これより，

が生じる．

が生じる．

　18．　中心 を始点として，接線 と平行な線分 を引こう．また，点

を始点として軸に向かって垂線 を降ろすと， となる．それゆえ，

となる．それゆえ，取り上げるべき第三番目の線分 は， と

に基づいて定められる．だが，次のようにすると，この状勢は接線がなくともいっそ

う適切に説明される．すなわち，

であるから，

．

あるいは，点 から漸近線に向かって垂線 を降ろすと， であるから，
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となる．ここから次に挙げる定理が生じる．

定理3

　19．　双曲線 ，その中心 ，先端点 ，それに漸近線 が描かれている

として，この双曲線に関して，点 を始点として軸に垂直に線分 を引き，漸近線

に向かって垂線 を引く．線分 と線分 の相乗平均である向軸線 を作り，

二本の向軸線 と を適切に定め，それらの相乗平均が向軸線 に等しくなる

ようにする(図6／図Ⅰ-8)．このとき，弧 と弧 の差を幾何的に指定すること

ができる．なぜなら，

となるからである．

　証明は前節により明らかである．というのは，点 と点 が点 において重なり

合うとき， となるので， は と の相乗平均である．よっ

て， とならなければならない．ところが，§16により，

であることがわかる．そうして により，等質性が満たされるようにしておく

と，

となる．ところが ．これで，定理の正しいことが確定する．

Ⅲ　レムニスケート

　20．　この曲線は，そこに備わっているきわめて多くの顕著な性質により幾何学者

たちの間で広く知られているが，わけても，その弧が弾性曲線の弧に等しいという事

実は有名である．ところで，この曲線の性質は，直交座標 (図7／図

Ⅱ-1)が設定されたとき，方程式

で表される．これによって明らかなように，この曲線は四次曲線であり，その

中心と呼ばれる点 において軸 と半直角を作るが，点 では， と定めて
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おくとき，軸と直角に交叉して軸を横切っていく．ところで，図形 はレムニ



スケート全体の四分の一部分を示しているが，これと同じ形の残る三つの部分を，中

心 の回りにいっしょに描かなければならない．そのことから明らかなことではある

が，切除線 もしくは向軸線 もしくはそれらのいずれか一方が負の値を受け入れる

ことは，上記の方程式それ自身が保証している．

　21．　この曲線の弧 の表示に関していうと，弦 を用いるともっとも適切

に定められる．実際，この弧を と置くと， により，

．これより

　および　

がみいだされる．また，微分すると，

　および　

が判明する．それゆえ，このことから弧 の要素

すなわち

が得られる．

　22．　このようなわけで，中心 を始点として任意の弦を引き，それを と

置くと，その下方に伸びていく弧は となる．同様に，もうひとつの

任意の弦 を と名づけると，その下方に伸びていく弧は とな

り，レムニスケートの四分の一部分の全体に関する弧 の補弧は，弧 である．

ファニャーノ伯爵はすでに，弧 が弧 に等しくなるために，あるいは弧

が弧 の二倍に等しくなるために，あるいは弧 が弧 の二倍に等しくなる

ためには， として のどのような関数を選ばなければならないかということを報告

した．そこで，私はまずそのようないろいろな場合を説明する．そのうえでさらに，

そのような弧に備わっている他の諸性質に関し，私が発見した事柄を順次説明するこ

とにしたいと思う．

定理4
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　23．　これまでに叙述してきたレムニスケート曲線において，任意の弦 を



引き，さらに

となるもうひとつの弦を引くと，弧 は弧 に等しい．言い換えると，弧

は弧 に等しい．

証明

　弦 であるから，弧 となる．また，弦 であるから，

弧 となる．ところが ．よって，

となる．さらに，

．

よって，

　および　

となる．これらの値を代入すると，

弧 弧 定量

が得られる．よって，弧 弧 (定量)となる，この定量を定めるために，

，したがって弧 の場合を考えよう．この場合，弦 とな

る．それゆえ，弧 はレムニスケート曲線の四分の一部分 になる．これ

より，この場合には (定量)が得られる．そこでこの値を代入すると，一

般に弧 弧 弧 が生じる．これより，

弧 弧

が生じる．両辺に弧 を加えると，

弧 弧

となる．Q.E.D.

系1

　24．　それゆえ，中心 を端点とする任意の弧 が与えられたとき，弦

を定めると，あるいは軸 を用いて同次性を補って，弦

12

を定めると，もうひとつの端点 を始点として，弦 に等しい弦 が切り取ら



れる．

系2

　25．　 であるから，逆に となる．よって，弦 と弦

を相互に入れ換えることができる．したがって，もし二つの弦 と

に

という性質が備わっているなら，点 と点 もまた相互に交換可能である．これよ

り，弧 弧 ，並びに弧 弧 が生じる．

系3

　26．　 であるから，

　および　

となる．それゆえ，レムニスケート曲線の性質により，点 に対し，座標は

　および　

となるから，

　および　

となる．よって，

となる．それゆえ，点 において軸 に対して上方に向かって垂線 を引き，弦

を延長していくとき点 において垂線 に出会うとすると， と

なる．

系4

　27．　それゆえ，与えられた点 から，もうひとつの点 が次のようにしてきわ

めて容易に定められる．すなわち，弦 に等しい接線 を取り，線分 を引

くと，その線分 はレムニスケート曲線と，求める点 において交叉する．他方，

同じ理由により，次の事柄は明らかである．すなわち，弦 を延長していくとき，

点 におけるレムニスケート曲線の接線と点 において出会うなら， とも

なる．
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系5



　28．　点 と がある点 において重なり合うことがありうるが，これもまた明

らかである．その場合，レムニスケートの四分の一部分の全体 は長さの等しい

二つの部分に分かれる．それゆえ，この点 は次のようにしてみいだされる．すなわ

ち， と置くと，

．

したがって，

となる．よって，弦 が生じるが，これは同時に接線 に等しい．こ

のことに基づいて，点 の位置が容易に指定される．

派生的命題�6

　2 9．　それゆ え，レムニスケート の四分の一部分の全 体を二つの等しい 部分

と に分ける点 を記入して，点 と を上記の通りに定めると，弧

� 弧 となる．したがって，このように定められた点 は全弧 を二等分

する．

定理�5

　30．　軸 のレムニスケートにおいて，任意の弦 を引いたうえで，

さらにもうひとつの弦 を引くと，その弦の下方に伸びる弧は，前

の弦の下方に伸びる弧 の二倍である(図8／図Ⅱ-2)．

証明

　弦 であるから，弧 となる．同様に，弧

となる．ところが であるから，

．

それゆえ，

　および　

となる．よって，

．

14

さらに，微分すると，



すなわち

が得られる．

　それゆえ，ここから

が得られる．積分すると，弧 ・弧 定量が得られる．ところが，

と置くと ともなる．よって，弧 と弧 はともに消失するから，定量も

また になる．このようなわけで，弦 を取ると，

弧 ・弧

となることになる．Q.E.D.

系1

　31．　弦 を取ると，弧 弧 となる．よって，弧

・弧 ともなる．同様に，弦 を取ると，弧 弧 とな

る．それゆえ，このようにして，互いに等しい四つの弧，すなわち弧 ，弧

，弧 および弧 が得られる．

系2

　32．　ところで，

　および　

となるから，

というふうになる．

系3

　33．　二点 と がレムニスケートの中点 において合致するとしよう(図9／

図Ⅱ-3)．われわれは以前，このような点 に対して，弦 となることを

見た．また，この場合，曲線全体 は点 において四等分される．それ

15

ゆえ，このようなことが起るとして となるとすれば，表記を



簡単にするために と置くと，

　すなわち　

および

　すなわち　

となる．それゆえ，

　と　

が得られる．

系4

　34．　二点 と が重なり合うとしよう(図10／Ⅱの4)．このとき，点 と

もまた同時に合致し，かくして曲線 の全体は点 と点 において三等分さ

れる．それゆえ，この場合には，

　

となるか，あるいは

となるかのいずれかである．後者は を与えるが，これを

で割ると， となる．この等式の左辺の因子を考えて

という形に設定すると， および となる．それゆえ， ．

これより，

　および　

となる．よって，

．

また， であるから，

となる．かくして，

　および　

となる．

16



系5

　35．　さらに歩を進めて，任意の弧 が与えられたとき，その半分の長さの弧

を見つけることができる(図8／図Ⅱ-2)．実際，弧の弦 を と置き，求

められている弧の弦を と置くと，

よって，

となる．この方程式の因子を想定すると，

という形に表示される．これより と が得られる．それゆえ，

．

これより

　および　 ．

よって，

となる．これより， に対し，二つの実数値がみいだされる．ひとつは

であり，もうひとつは

である．

系6

　36．　この重複値は実際に二通りの場所を占める．実際，弦 と弦 の下

方には相異なる二つの弧 と が伸びているのであるから， の一方の値

は弧 の半分の長さの弧 の弦をもたらし， のもうひとつの値は弧

の半分の長さの弧 の弦を与える(図11／図Ⅱ-5)．そうして，前の値は確かに前者

の場合に対する場所を占め，後の値は，後者の場合に対する場所を占める．

系7

17

　37．　こんなふうにしてレムニスケート を五等分することもできる(図12／図



Ⅱ-6)．実際，一重の部分の弦を とすると，その二倍の部分の弦は

となる．四倍の部分の弦は， であるから，

となる．ここから弦 が定められる． が見つかったなら， であるから，弦

となる．

系8

　38．　何かある弦を と置くとき，その二倍，四倍，八倍，十六倍の弧の弦を見

つけることができるのであるから，こんなふうにして，レムニスケートを

個の部分に分けることができるのは明らかである．ところで，この式には次に挙げる

ような数が含まれている．

しかし，ここで，あらゆる分割点の位置を指定するのは，いつでも可能というわけで

はない．

註釈

　39．　これらの事柄はファニャノ伯爵がレムニスケート曲線について観察したこと，

もしくはファニャノ伯爵のいろいろな発見から導くことのできることである．という

のは，任意の弧が提示されたとき，ファニャノ伯爵は単にその二倍の弧を指定する方

法を教えただけにすぎないが，それにもかかわらず，その二倍弧を続けてもう一度二

倍していけば，四倍，八倍，十六倍・・・の弧の弦が得られるからである．すなわち，

一重の弧の弦を ，二倍の弧の弦を ，四倍の弧の弦を ，八倍の弧の弦を

，十六倍の弧の弦を と置くと，

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

����������������������������������

となる．しかし，他の倍数の弧の弦をこのようにして指定することはできない．そこ

18

で私は，もとより解析学の限界が許す範囲内でのことではあるが，このテーマが完全



に完成されるべく，任意の倍数の弧の弦はどのように表示されるのだろうか，という

論点をここで究明したいと思う．まず第一に，私は試しにやってみて，一重の弧の弦

が であるとき，その三倍の弧の弦は となることをみいだしたのだ

が，続いて次のようにして，この事実はもっと一般的な仕方で発見できることを理解

したのである．

定理6

　40．　一重の弧の弦 を とし，その 倍の弧の弦を とすると，

倍の弧の弦は

となる(図13／図Ⅱ-7)．

証明

　一重の弧は

であり， 倍の弧は

である．それゆえ， となる．表記を簡単にするために，

　および　

と置くと， 倍の弦に対応する弧は である．これを と名づ

けよう．すると，この弦に対応する弧は

であること，あるいは

であることが証明されなければならない．ところで， であるから，

19

である．また，



�����������

�������������������� ．

それゆえ，

が得られるが，これより

がみいだされる．そこでこの表示式の値を調べよう．

　まずはじめに，

　および　

であり，その結果，

となる．ところが，次に

　および　

であるので，

������������������������������������

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

となる．また，

となる．このことから，分母

�������������������������

���������������������������

���������������������������

という結論が得られるが，これより

20



が得られる．ところが，さらに，微分すると，

がみいだされる．それゆえ，

により，

となる．これより，

すなわち

����������������������������������

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

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

が導かれる．よって，

となること，したがって，

弧. 弧.

となるのは明らかである．

系1

　41．　先端点 を始点に取り，それぞれ弧 に等しい弧

を切り取ると，弧 は弧 の補弧，弧 は弧 の補弧，弧

は弧 の補弧である．ところが，弦 に

対し，補弧の弦は

となることが判明する．さらに，

21

であるから，



となる．これは

という形に変形される．

系2

　42．　そこで，

�����������������������一重の弧の弦，������その補弧の弦

�����������������������倍の弧の弦 ，������その補弧の弦

と置いて，

　および　

となるようにすると，

������������������������������������������倍の弧の弦

��������������������������������������������������その補弧の弦

となる．

　43．　それゆえ，任意の倍数の弧の弦が，その補弧の弦とともに，次のようにして

みいだされる．

弧の弦�����������������������������補弧の弦

���������������������������一重�������������������������������一重��

���������������������������二倍������������二倍

���������������������������三倍������������三倍

���������������������������四倍������������四倍

���������������������������五倍������������五倍

����������������������������������������������������������������������
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系4

　44．　同様にして， 倍の弧の弦を ，その補弧の弦を とし，また 倍の弧

の弦を ，その補弧の弦を として，

　および　

となるようにすると， 倍の弧の弦は となり，その補弧の弦は

となる．そればかりではなく， として負数を選ぶときもなお，その場

合にも弦 には負符号がつくが，それらの弧と弧の差の弦を提示することが可能であ

る ． す な わ ち ， 倍 の 弧 の 弦 は と な り ， そ の 補 弧 の 弦 は

となる．

系5

　45．　それゆえ，系3で用いられた名称を採用するとき，

����������������������������������　および　

�����������������������������������　および　

ともなる．

系6

　46．　これらの事柄から結論されるように，一重の弧の弦を と定めると，系3で

取り上げられたいろいろな弦の値は，

                                                              

                                             

                                       

          

となる．

註釈1

　47．　式 と の構成法は，二つの角度の和もしくは差のタンジェ

ントを定める規則に似ているが，まさしくそれゆえに注目に値する．というのは，

および とすると， となるし，また§4で提

示された差については となるからである．同様に，

23

および と置くと， および となる．



ところが， 倍の弧の弦を ，その補弧の弦を ， 倍の弧の弦

を ，その補弧の弦を と置けば，この構成法はいっそう適切に書

き表される．実際，この場合，

�������������������������������

�����������������������その補弧の弦

���������������倍の弧の弦

�����������������������その補弧の弦

となる．ところが となるから， とな

る．よって，

　および　

となる．それゆえ，上記の諸式のの分母は

　および　

となる．さらに，等式 により， を使

うと，

となる．しかし，これを使うことにより，もっと調和のとれた諸式が現れるというわ

けではない．

註釈2

　48．　このような観察を通じて，積分計算のあなどるべからざる増大がもたらされ

る．というのは，われわれはこれらの観察のおかげで，一般にほとんど積分を望みえ

ないようなきわめて多くの微分方程式の，解く別の積分を提示することができるよう

になるからである．微分方程式

が提示されたとして，積分 は明白なので除くことにすると， も

またこの微分方程式を満たすことをわれわれは知った．一般に積分は任意定量を含む

から，その定量を とするとき， は量 と の関数に等しい．その関数は の何

かある定値に対しては となり，他の の値に対しては となる．

それゆえ，この定量 に対して割り当てられた二つの値が与えられ，それらの値は，

24

ここで取り上げている関数を非常に簡単な代数的式に変える．



　同様に，方程式

が提示されたとき，この方程式を満たすことがすでに判明している二つの値

　と　

が得られる．また，同時に，われわれは一般に方程式

を満たす一対の値を提示する方法を明示した．これによって，この方程式の，みいだ

されるべき一般積分への道が十分に準備されたように思われる．

　次に，以前，楕円と双曲線をめぐって述べた事柄は，下記の微分方程式の特殊積分

を与えている．

　実際，§3で方程式

が提示されたとき，積分方程式

はこの方程式を満足することをわれわれは知った．また，§5で究明された方程式

は，方程式

により満たされることが明らかにされた．さらに，§14の双曲線に由来して究明され

た方程式

もまた，方程式

により満たされるが， なのであるから，これはもとより楕

円に由来して究明された先ほどの方程式と同じものである．ここから容易に結論され

るように，方程式

は特殊積分

により満たされる．また，もうひとつの方程式
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は特殊積分

により満たされる．このようなわけで，ここに提示されたいろいろな事柄は，解析学

の手段をよりよく改良するための手がかりを私に与えてくれたかのように思われたの

である．

初稿　昭和63年(1988年)�6月11日
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