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ⅩⅩⅩⅠ　楕円，双曲線およびサイクロイドの弧の新たな測定を取ⅩⅩⅩⅠ　楕円，双曲線およびサイクロイドの弧の新たな測定を取ⅩⅩⅩⅠ　楕円，双曲線およびサイクロイドの弧の新たな測定を取ⅩⅩⅩⅠ　楕円，双曲線およびサイクロイドの弧の新たな測定を取

り出すことのできる一定理り出すことのできる一定理り出すことのできる一定理り出すことのできる一定理

　　　　定定定定理理理理　下記の二つの多項式 と において，また方程式 において，文字

は任意の定量を表すとしよう．

　第一に，もし方程式 において冪指数 が を表すなら，二つの多項式の結合

の積分は に等しいと私は主張する．

　第二に，もし同じ方程式 において冪指数 が を表すなら， の積分は

に等しいと私は主張する．

　    　　　   　　

　 　   　　   　　

　 　　      　

　この定理の第一の部分の証明─方程式 から，方程式

                             

が生じる．また，同じ方程式 から の値が導出されるが，その場合，方程式 に

おける が を用いて与えられるのとまさしく同様にして， は を用いて与えられ

る．そこで，多項式 では を使い，多項式 では を使うと，

                          

が得られる．

　ところが，方程式 を微分して，その後に で割ると，

が判明する．すなわち，諸項の配置を変えて， で割ると，

となる．そこで，この一番最後に得られた方程式の右辺を，方程式(3)の右辺の代りに

用いて，その後に積分すると，

                                    

が得られる．
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　これが，証明しなければならない事柄であった．∫は和，言い換えると，積分を表



す．

　この定理の第二の部分の証明─方程式 において の場所に を配置し，適宜計

算を遂行すると，

                                       

が見つかる．ここでもまた，等式 において が を用いて与えられるのとまさしく

同様にして， は を用いて与えられることがわかる．そこで，多項式 では を使

い，多項式 では を使うと，

が与えられる．積分すると，

                                    

となる．

　これが，証明しなければならない事柄であった．

　この定理の第一の部分の楕円への応用(図20)─楕円 の二本の軸の一方の上に

横座標軸を取りたい．たとえば，軸 を ，そのパラメータを と呼び，中心

を原点にもつ可変横座標 を と呼ぼう．内面幾何学(geometria interiore)に精通

している人々には，表記を簡単にするために と置くと，切除線 に対応

する弧 の線素が

となることはよく知られている．

　そこで，この多項式を一般の多項式 に等しいと見ると，

が得られる．方程式 と においてこれらの値を代って用いると，

というもうひとつの横座標 を取るとき，

弧 弧

が得られることがわかる．

　定量 の値を見つけるために， のときには，一次式 とともに弧 もま

た になること，この場合，弧 は全弧 に等しくなること，したがって はそ

の全弧に等しくなることに着目しよう．そこで，上記の一番最後の等式の諸項の配置

を変えて，弧 弧 に代って弧 を用いると，結局，

弧 弧
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となることが判明する．



　この定理の第二の部分の双曲線への応用(図21)

　双曲線 の第一軸 を ，そのパラメータを と呼び，中心 に端を発

する可変切除線 を と呼びよう．また， と置こう．専門家は，切除

線 に対応する弧 の線素は

であることを知っている．

　この多項式を一般多項式 と等値すると， が示される．

これらの値を方程式 および に代入すると， となるもうひとつ

の切除線 を指定するとき，

                                     弧 弧

が得られることがわかる．

　だれもがみずから確かめることができるように， の増加に伴って は減少するこ

とに注意しよう．

　さて，切除線 を と呼び，もうひとつの切除線 を と呼ぼう．ただし，

は を通じて， が を通じて与えられるのと同様の仕方で与えられるものとする．

すると，同じ論拠により，

弧 弧

が得られることになる．

　したがって，この後者の等式を等式 から差し引くと，結局，

弧 弧

が判明する．

　二つの弧 のうち，一方は任意であることは明らかである．

　定理の第一の部分のサイクロイドへの応用(図22および23)

　サイクロイド は，円 が円弧 に接触しながら回転していくとき

に生成される．このサイクロイドを描く点 は，生成円の円周上もしくはその外側に

取る．半円周 は，生成円と共通の中心 と半径 をもって描かれる．

はサイクロイドの可変弧であり， は土台になっている円と共通の中心 と可変半

径 をもって描かれる円弧である．その円弧 は点 において半円 と交

交叉し，その点 から直弧 上に垂線 が降ろされている．
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　今， を ， を ， を と呼び，半円 の切除線 を と名づ



けよう．また，表記の簡易化をさらに押し進めるために， と置こう．名高い

ニコル氏は1708年のパリ科学アカデミー紀要に掲載された論文の中で，サイクロイド

の弧 の線素は次に挙げる多項式

に等しいことを示している．

　このように諸状勢を設定したうえで，弦 を と呼ぶと， および

が得られる．したがって，サイクロイドの弧 の線素は，次に挙げる多項式

に等しい．

　そこで，この最後に得られた多項式が一般多項式 と等しいものとする

と， がみいだされる．そこで，これらの値を方程式

と に代入して，楕円の場合にそうしたのと同様の道筋を歩んでいくと，次に挙

げる事柄が判明する．すなわち，もうひとつの弦 を と名づけ，

となるように設定する．そうして， を中心として，半径を とし，点 におい

てサイクロイドと交叉する円弧 を描くと，

弧 弧

となる．

　派生的命題─Ⅰ． のときは となる．また， はつねに直径 に

等しい．したがって，弧 は であり，その結果，弧 となる．

Ⅱ.　しかし， が無限大のときは，弧 は直線に変り，弧 弧

が得られる．

Ⅲ.　この後者の仮定に加えて，さらに でもあるとすれば，曲線 は通常

のサイクロイドであり，弧 がみいだされる．

双曲線の弧を相異なる仕方で測定するのに役立つもうひとつの定理

　定理─上記のように，二つの多項式を および としよう．このとき，

と取れば， の積分は

となると私は言明する．
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　証明─多項式 において， と の代りに と にを用いて表示されたそれらの



値を導入し，適切な仕方で手を加えると，

が得られる．したがって， は

の微分に等しい．したがって，・・・．Q.E.D.

双曲線への応用─双曲線の第二番目の軸を と呼び，そのパラメータを と呼ぼ

う．その第二の軸上に切除線 が伸びているものと考えよう．すでに知られているよ

うに，この切除線に対応する弧は，その線素として

をもつ．

　そこで，この多項式を一般多項式 と等値すると，

がみいだされる．また，切除線

はこの双曲線の第二の弧を定め，これらの二つの弧の和は，ある定量の増減を除いて，

変化量

に等しいことがわかる．他の事柄は上記の通りに進展する．

初稿　昭和63年(1988年)��������������

改稿　平成19年(2007年)10月16日

【ファニャノ【ファニャノ【ファニャノ【ファニャノ2】】】】

ⅩⅩⅩⅡ　レムニスケートを測定する方法　第一論文ⅩⅩⅩⅡ　レムニスケートを測定する方法　第一論文ⅩⅩⅩⅡ　レムニスケートを測定する方法　第一論文ⅩⅩⅩⅡ　レムニスケートを測定する方法　第一論文

　二人の偉大な幾何学者，ベルヌーイ家のヤコブ氏とヨハン氏の兄弟は，1694年のラ

イプチヒ論文集において見られるように，イソクロナパラケントリカを作図するため

にレムニスケートの弧を利用して，レムニスケートの名を高からしめた．レムニスケー

トよりもいっそう簡単な何かある他の曲線を媒介としてレムニスケートを作図すると

き，イソクロナパラケントリカのみならず，レムニスケートに依拠して作図すること
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の可能な他の無数の曲線の，いっそう完全な作図が達成されることは明らかである．



それゆえ，私は，二篇の論文を通じて相次いで説明する予定の，私が発見したこの曲

線の測定が，賢明な人々のお気に召すよう，期待したいと思う．

　無限小計算に精通している人々にはよく知られている諸前提　無限小計算に精通している人々にはよく知られている諸前提　無限小計算に精通している人々にはよく知られている諸前提　無限小計算に精通している人々にはよく知られている諸前提─レムニスケー

トを (図24)とし，その半軸線を としよう．横座標 の原点を中心

に取り，軸線に垂直な縦座標を と呼ぶとき，このレムニスケートの性質は方程

式 によって表されることが知られている．

　さらに，不定弦 を と呼ぶことにすると，直弧は

となること，および，逆弧は

弧 弧

となることが知られている．

　楕円を (図24)とし，その小さい方の半軸線を ，大きい方の半軸線を

としよう．この楕円の中心 を原点とし，レムニスケートの弦 に相

当する不定横座標 を と呼び，大きい方の軸に平行な縦座標 を引こう．この

楕円の直弧 は

という表示をもつこと，および，逆弧は

弧 弧

という表示をもつことはよく知られている．

　最後に，等辺双曲線を (図25)としよう．その半軸線を としよう．中

心 に端を発して弧 を切り取る不定向軸線 を と呼ぼう．この弧は

のように表されることが知られている．

　定理Ⅰ─下記の二つの方程式を および としよう．これらの方程式のうち，前

者の方程式を代入すると，後者の方程式もまた成立すると私は主張する．

                                           

                         

　この定理が正しいことは，微分を行って， と の代りに方程式 から導かれる

と に関するそれらの値を代入することによって証明される．
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　派生的命題(図24および25)─レムニスケートでは弦 とし，楕円では切除線

をやはり とする．また，等辺双曲線 では中心向軸線 を としよ

う．方程式 で表される値を に割り当て，方程式 において，上記の諸前提のも

とで既述の通りの各項の表示式の代りに，これらの曲線の弧を用いると，

                                 弧 弧 弧

が得られる．

　評釈Ⅰ─ と設定すると，レムニスケートの直弧 と楕円の直弧 は に

等しい．さらに，方程式 により， が消失すると となるのである

から，双曲線の弧 も になる．末尾の式もまた消失する．これらのすべての事

柄は，方程式 が完全であって，何らかの定量の付加や除去を必要としないことの

確かな徴候である．他方， とすると，レムニスケートの直弧は弧 に等し

くなり，楕円の弧 は弧 に等しくなる．それに，方程式 により，この場合

には双曲線の中心向軸線 は無限大になるが，双曲線の弧 もまた無限大に

なる．だが，このようにして有限量で表されたレムニスケートの四分の一部分の値を

知るのは不可能のように思われる．そのために，この曲線の測定はいまなお敢然に発

見されたとは言えないのである．

　定理Ⅱ─下記の二つの方程式を および としよう．前者の方程式を後者の方程

式に代入すると，後者の方程式もまた成立すると私は主張する．

                  

              

　この定理は，微分すること，および，方程式 から導かれる と を使って表示

された と の値を代入することにより証明される．

　派生的命題Ⅰ(図24および25)─上記のように，レムニスケートでは弦 を と

し，楕円では切除線 をやはり とし，双曲線では中心向軸線 を としよ

う．方程式 で示される値を に与え，方程式 において，各項の表示式の代りに

これらの曲線の弧を用いると，

                              弧 弧 弧

がみいだされる．これは，定理Ⅰの派生的命題においてなされていることと合致する．
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　註釈Ⅱ─ と設定すると，レムニスケートの逆弧 と楕円の逆弧 は にな

る．さらに，末尾の式も消失する．また，方程式 により楕円の中心向軸線

は半軸線 に等しくなることに注意すると，双曲線の弧 もまた消失する．

したがって，方程式 は完全方程式である．だが， とすると，双曲線の中心向

軸線と弧は限りなく伸びていくが，それと同時に，この場合，レムニスケートと楕円

の逆弧はそれぞれ四分の一部分 に等しくなる．ここには，註釈Ⅰの末尾

におけるのと同様の，不都合な事態が再び現れているが，この困難は引き続き登場す

る派生的命題では克服されるであろう．目下のところでは，次に挙げる言柄に注目し

ておきたいと思う．第一に，双曲線において，第二番目の軸と平行に を引くと，

弧 は二つの弧 に等しい．第二に，方程式 で表される値を に割

り当てると，計算により確かめられるように， という複雑な形の量は，

もっと簡単な形の量 に等しくなる．

　派生的命題Ⅱ(図24および25)─二つの方程式 と を加え，前記の註釈の末尾に

書き留められた二つの注意事項を利用すると，

弧 弧 弧

となることが明らかになる．この結果，こうして得られた最後の方程式に を乗じる

と，次の事実がみいだされる．すなわち，レムニスケートの全周は，楕円の全周

に等辺双曲線の弧 の四倍を加えて を差し引いた量に等しい．

これは，レムニスケート曲線の新しくて際立った性質である．

　定理Ⅲ─下記の二つの方程式を および としよう．前者の方程式を後者の方程

式に代入すると，後者の方程式もまた成立すると私は主張する．

                           

                    

　この定理は，先行する二定理と同様に，微分を遂行し，方程式 から と によ

る と の表示式を取り出して，それらの代入を実行することにより証明される．

　派生的命題Ⅰ(図24)─レムニスケートにおいて，弦 と，もうひとつの弦

を取り，方程式 で表される値を に与える．方程式 において，左右の
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二項の表示式の代りにレムニスケートの直弧と逆弧を用いると，弧 弧 がみ



いだされる．

　註釈Ⅲ(図24)─ であれば，直弧 は になる．そうして方程式 により，

が消失するとき， となる．したがって，逆弧 もまた になる．この

事実が教えてくれることによれば，上記の派生的命題の末尾に記された方程式は完全

である．このようなレムニスケートの著しい性質は私が発見したものであり，求長不

能な放物線の無限に多くの種類の弧と弧の差の長さを求めるてめの私の方法により，

異なる様式で提示されたことがある．

　派生的命題Ⅱ(図24)─上記の場所でその方法を教えた通りにして，直弧 に等し

い逆弧 を見つけると，定理Ⅱの派生的命題Ⅰにより，弧 を測定することがで

きる．逆に，逆弧 に等しい直弧 を見つけると，弧 を定理Ⅰの派生的命題

により測定することができる．

　派生的命題Ⅲ─問題─レムニスケートの四分の一部分を二等分すること(図24)．

　レムニスケートの弦 はもう一つの弦 に等しいとし，しかも同時に

は方程式 で示される値を取るとすると， となる．適切な計算を

行うと，ここから

が生じる．それゆえ，この値を に与えると，レムニスケート上の二点 と は点

において合致して，直弧 は逆弧 に等しくなる．そうして弦 はレム

ニスケートを二等分する．これが，発見しなければならない事柄であった．

初稿　昭和63年(1988年)��������������

改稿　平成19年(2007年)10月16日

【ファニャノ【ファニャノ【ファニャノ【ファニャノ3】】】】

ⅩⅩⅩⅢ　レムニスケートの測定に関する第一論文への補足ⅩⅩⅩⅢ　レムニスケートの測定に関する第一論文への補足ⅩⅩⅩⅢ　レムニスケートの測定に関する第一論文への補足ⅩⅩⅩⅢ　レムニスケートの測定に関する第一論文への補足

　定理Ⅰ(図26)─レムニスケートの四分の一部分を と置く．その終点 を始点

として上方に向かって垂直線 を引く．二本の弦 を延長していくとき，
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点 および点 において垂直線 と出会うとする．このとき，もし弦 が，もう



ひとつの弦 により垂直線 上で切り取られる部分 に等しいなら，このレム

ニスケート曲線の逆弧 は直弧 に等しい，と私は主張する．第二に，弦 は，

弦 により垂直線 上で切り取られる部分 に等しい，と私は主張する．

　第一の部分の証明─レムニスケート上の二点 を始点として，軸線 に垂直

な向軸線 を引き，それらに対応する切除線を とする．こ

の曲線の方程式は であることと，弦 を と名づ

けると となることを考慮して，しかるべき計算を遂行すると，

　および　

が得られる．

　ところが，三角形 は相似であることから，

が与えられる．

　そこで の代りに，それらの解析的値を用いると，適切な変形を行

えば となる．それゆえ，弦 が であるとき，レムニスケー

トに関する第一論文において，正確に言うと定理Ⅲの派生的命題Ⅰにおいて証明され

たことにより，直弧 に等しい逆弧 が得られると私は主張する．

　これが，まずはじめに証明しなければならないことであった．

　第二の部分の証明─ であるから，しかるべき計算を行うと，

となる．そこで，この値をもつ弦 を作ると，直弧 は逆弧

に等しくなる．また，立場を入れ換えて直弧 に等しい逆弧 を作ると，弦

は上記の通りの値になる．ところで，第一の部分の証明におけるように，

と が判明する．

　三角形 が相似であることにより，弦 は に等しい．これが，

第二番目に証明しなければならないことであった．

　派生的命題Ⅰ─もし弦 がレムニスケートの四分の一部分を点 において二等分

するなら，この弦は垂直線 と点 において交叉するものとするとき，この垂直線

の一部分 は弦 と等しい．したがって，この場合，二点 は点 において

合致し，二線分 は線分 に合流し，二点 は点 において重なり合う．
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　派生的命題Ⅱ─それゆえ，もし が値 (これは，上述の第一論文にお



いて，すなわち定理Ⅲの系Ⅲにおいて証明された通り，レムニスケートの四分の一部

分を二等分する目的に応じる弦 の値である)に等しいとするなら，この線分はレ

ムニスケートの四分の一部分を点 において二等分する．

　定理Ⅱ(図27)─垂直線 はレムニスケートの半軸線 に等しいとし，斜辺

を引き，その後に半直角 を直線 により二等分しよう．この直線 は点

において垂直線 と交叉するものとする．このとき，線分 の間に比例

中項 を取り，点 からこの曲線の中心 に向かって直線 を引くと，この直線

はレムニスケートの四分の一部分を点 において二等分する，と私は主張する．

　証明─ であるから，斜辺 は となる．また，角 は，底

辺 と点 において交叉する直線 により二等分されるのであるから，

という比例関係が成立する．それゆえ，しかるべき計算を遂行すると，

が導かれる．ところが， と の間の比例中項 はちょうど

である．この等式は，右辺と左辺の各々に を乗じると とな

ることから明らかになる．それゆえ，前定理の系Ⅱにより，直線 はレムニスケー

トの四分の一部分を点 において二等分する．これが，証明しなければならないこと

であった．

　註釈─半直角 の側辺 は中心 においてレムニスケートに接すること，お

よび垂直線 もまたレムニスケートの四分の一部分の端点においてレムニスケート

に接することは，容易に証明される．

　もし点 (図26)が端点 と二等分点 の間にあるなら，対応する点 は中心 と二

等分点 の間に位置することになるが，これについては定理Ⅰの証明において提示さ

れた議論と同じ議論で十分である．

　問題Ⅰ(図28)─レムニスケートの四分の一部分上で向軸線が最大になる点を見つけ

て，その点においてレムニスケートの四分の一部分が二分されるようにすること．

　解─向軸線 が最大になるとしよう．したがって， となる．ところが
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，および ．そこで，この の値を と等値すると



となり，この結果， となる．これが，みいださなければならな

いことであった．

　派生的命題Ⅰ─ と の値において， のとこ

ろに値 を代入すると，

　および　

となる．この結果，最大の向軸線 は，対応する弦の半分である．

　派生的命題Ⅱ─それゆえ，最大の向軸線 を，レムニスケートの下側のもうひと

つの四分の一部分 の点 にいたるまで延長していき，下側の弦 が上側の弦

に等しくなるようにすると，三角形 は正三角形である．下側の四分の一部

分 は(容易に示されるように)上側の四分の一部分 と相似であり，ぴった

り重なり合う．

　派生的命題Ⅲ─角 は， の角度 の二分の一なのであるから， で

ある．それゆえ，この問題を解決する新たな方法が生じる．

　問題Ⅱ(図28)─レムニスケート上の任意の点において接線を引くこと．

　解─点 はレムニスケート上の任意の点を表すものとしよう．中心 を始点として

弦 の上方に向けて垂直線 を引く．この垂線 は，点 において接線 に

より切り取られるとする．また，弦 はもうひとつの弦 に限りなく近い位置に

あり，点 を中心として半径 をもって描かれる弓 により，点 において切

り取られるという状勢を想定する．二つの直角三角形 と は相似である．

それゆえ，比例式

が成立するが，これを考慮に入れると，接線の射影 は と

なる．これが，遂行しなければならないことであった．

　派生的命題─上記の二つの直角三角形が相似であることにより，もうひとつの類似

の比例式
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が与えられる．



　この結果，この比例式の両端により作られる積 は，中間項により作られ

る積 に等しい．したがって，長方形 の半分の大きさの

小三角形 の面積は，もうひとつの長方形 の半分であり，

に等しい．

　問題Ⅲ(図28)─レムニスケートの一般的な求積法を示すこと．

　解─レムニスケートの任意の直弓形を弓形 で表すことにする．この弓形の素

域は小三角形 である．それゆえ，前の派生的命題により，この弓形の面積は

となる．

　ここで は定量だが，次のようにして定められる．すなわち， が消失する

と，弓形 もまた消失し，一番最後に現れた方程式は方程式 に変換

される．それゆえ， ．よって，直弓形 となる．

これが，遂行しなければならないことであった．

　派生的命題Ⅰ─点 が点 に合致するときは，弦 は半軸線 になり，

前述の弓形はレムニスケートの四分の一部分の全体になる．その面積値は であ

る．それゆえ，レムニスケートの上側の四分の一部分と下側の四分の一部分により囲

まれる彎曲部分 の面積値は であり，レムニスケートの全周により囲ま

れる二つの連結図形は，半軸線の平方 に等しい面積値をもつ領域を作る．

　派生的命題Ⅱ─逆弓形 は

に等しい．

　註釈─レムニスケートの方程式 を用いると，この幾何学的曲線

は自分自身に立ち返り，相似で，しかも等しい四個の四分の一部分から成るぴったり

閉じた図形を形作ることが示される．そのため，この閉じた図形を作る曲線全体の不

定求積は不可能と確信したという名高いチルンハウスの意見には，一般的に見てどの

ような根拠があるのか，私にはわからない．1695年のライプチヒ論文集，490頁，お
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よび1691年のライプチヒ論文集，437頁において，このような見解が明示されている



様子が見て取れる．それと，レムニスケートが自分自身に立ち返ってくること，言い

換えると閉じた図形を形作ることは，ヤコブ・ベルヌーイ氏も知っていた．それは，

1694年のライプチヒ論文集，338頁と，ライプチヒ論文集，545頁において目にするこ

とができる通りである．このほかにも，レムニスケートと類似の輪郭をもち，一般的

な求積が可能ないろいろな曲線が存在する．

初稿　昭和63年(1988年)4月9日    

改稿　平成19年(2007年)10月20日

【ファニャノ【ファニャノ【ファニャノ【ファニャノ4】】】】

ⅩⅩⅩⅣ　レムニスケートを測定する論文　第二論文ⅩⅩⅩⅣ　レムニスケートを測定する論文　第二論文ⅩⅩⅩⅣ　レムニスケートを測定する論文　第二論文ⅩⅩⅩⅣ　レムニスケートを測定する論文　第二論文

　定理Ⅰ─下記の二つの方程式を(1)および(2)としよう．このとき，前者の方程式を

代入すると，後者の方程式が成立すると私は主張する．

(1)                                                         

(2)                                                       

　証明─方程式(1)を微分すると の値が与えられるが，それを変形して簡単な式に

すると，

となることがわかる．

　さらに，同じ方程式(1)から，方程式

が導かれる．

　そこで，ひとつ手前の方程式を，一番最後に得られた方程式で割ると，方程式(2)に

到達する．

　これが，証明しなければならないことであった．

　定理Ⅱ─下記の二つの方程式(3)と(4)のうち，前者の方程式を代入すると，もう一

方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(3)                                                            
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(4)                                                  



　証明─方程式(3)を微分して適当な仕方で計算を遂行すると， と

なる．

　これに加えて，同じ方程式(3)により が示される．

　そこで，ひとつ手前の方程式を，一番最後に得られた方程式で割ると，方程式(4)が

手に入る．これが，証明しなければならないことであった．

　定理Ⅲ─下記の二つの方程式(5)と(6)のうち，前者の方程式を代入すると，もう一

方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(5)                                                           

(6)                                                 

　証明─方程式(5)を微分して適当に処理すると， が生じる．ま

た，上記の方程式(5)から が導かれる．

　次に，ひとつ手前の方程式を，一番最後に得られた方程式で割ると，方程式(6)に到

達する．

　これが，証明しなければならないことであった．

　定理Ⅳ─下記の二つの方程式(7)と(8)のうち，前者の方程式を代入すると，もう一

方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(7)                                                               

(8)                                                    

　証明─方程式(7)を微分して， の値を使いやすい形の表示式に変形すると，

がみいだされる．

　同じ方程式(7)は を教えてくれる．

　そこで，ひとつ手前の方程式を，一番最後に得られた方程式で割ると，方程式(8)に

到達する．

　これが，証明しなければならないことであった．

　評釈Ⅰ─これらの定理を用いて，次の事柄が示される．

　まず第一に， は弦 により支えらている直弧 (図29)を表す．た
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だし，この曲線の半軸線 は1に等しいという条件が課されているものとする．



　第二に， は上記の弦 に対応する同じ曲線の逆弧 を表す．

　第三に，計算により示されるように， とな

る．

　第四に， は切除線 に対応する主三次放物線の弧 (図30)を表

す．ただし， を単位に取り，この放物線のパラメータは であるものとし，向

軸線は切除線に垂直とする．

　第五に， は接線の一部分 (図30)，すなわち向軸線 と，この放物

線の原点 を始点として向軸線と平行に延びていく不定直線 の間にはさまれる部

分を表している．

　第六に，このような諸事実の帰結として，

弧

が得られる．

　ここまでに挙げた諸定理を幾何学に応用する方法を示すためのいくつかの例

　定理Ⅰのための例(図29と図30)─方程式(1)において，任意符号 は負符号を表すも

のとして，方程式(4)を積分すると，

弧 弧

がみいだされる．

　 と仮定すると，逆弧 は になるが，この場合， となる．そ

れゆえ，この方程式は完全である．

　註釈Ⅱ─これからこの論文を書き進めていく間，私はもはやいろいろな方程式が完

全であることを証明しない．読者にとっては，これからあらわれる諸方程式の完全性

をみずからの手で確認するには，私が上記の二例において，調節を行うのに用いた手

法のみで十分と思う．読者はまた，主三次放物線を描くことによりレムニスケートを

測定するもうひとつの方法を導出するために，先行する四つの定理を利用することも

できるであろう．ただし，その作業を遂行する際には，省略をせずに，諸方程式を完

全な方程式にするために，適切な定量を除去するか，もしくは加える必要がある．

　これに加えて，読者はこのような諸定理から，上記の放物線などの弧の比較に関す

るまったく新しい真理を導くことができるであろう．

　次の事実を示唆するだけに甘んじることにする．すなわち，主三次放物線の測定は，

先ほどの四つの定理によりレムニスケートを描くことに依存し，レムニスケートの測
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定は，第一論文で明らかにされた通り，等辺双曲線とある種の楕円をいいいいっっっっ ししししょょょょにににに描



くことに依存するのであるから，主三次放物線の測定は上記の二つの円錐曲線をいいいいっっっっ

ししししょょょょにににに描くことに依存することが明らかになるのである．この発見は，1695年のライ

プチヒ記録集の64頁，および184頁の末尾の辺で読み取れる事柄をめぐって考察をお

加えたことのある人にとっては，お気に召さないということはありえないと思う．

　定理Ⅴ─下記の二つの方程式(9)と(10)のうち，前者の方程式を代入すると，もう一

方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(9)                                         

(10)                                        

　証明─定理Ⅰの方程式(1)において の代わりに負符号を設定し， の代わりに定

理Ⅲの方程式(5)で明示された値 を設定すると，方程式(9)が得られる．そう

して，定理Ⅰの方程式(2)において の代わりに値 を用いると，方程式

(10)が生じる．ここで，値 は， に課された仮定により(見ればわかるように，

定理Ⅲの方程式(6)に を乗じることによって)生じる．

　これが，証明しなければならないことであった．

　派生的命題Ⅰ(図29)─レムニスケートの弦 を と名づけ，もうひとつの弦

を と名づけて，方程式(10)を積分すると，

弧 弧

がみいだされる．

　この結果，方程式(9)において文字 を既知と見ると，直弧 を二等分する弦

の値が導出されることになる．

　派生的命題Ⅱ(図29)─方程式(9)からもうひとつの方程式

(11)                                             

が生じる．

　そうしてこの の値には次のような性質が備わっている．すなわち，弦 を既知

とみなして，これを と名づけ，方程式(11)の右辺に等しいもうひとつの弦 を作

ると，直弧 はもうひとつの直弧 の二倍である．
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　定理Ⅵ─下記の二つの方程式(12)と(13)のうち，前者の方程式を代入すると，もう



一方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(12)                                         

(13)                                         

　証明─定理Ⅰの方程式(1)において の代りに負符号を設定し， の代りに，定理

Ⅳの方程式(7)で示されている の値 を設定すると，方程式(12)が得られ

る．次に，定理Ⅰの方程式(2)において， の代りに，その値 を用いる．

これは(定理Ⅳの方程式(8)に2を乗じることにより明らかになるように) に関してな

された仮定により導かれる．これで方程式(13)が得られる．

　これが，証明しなければならないことであった．

　派生的命題Ⅰ(図29)─レムニスケートの弦 を と名づけ，もうひとつの弦

を と名づけると，弧 弧・ が生じる．

　派生的命題Ⅱ(図29)─方程式(12)を書き直し， の代わりに と置き， の代わりに

と置くと，もうひとつの方程式

(14)                                     

が得られる．

　それゆえ，弦 を と名づけ，方程式(14)の右辺に等しいもうひとつの弦

を指定すると，直弧 は逆弧 の二倍になる．

　問題Ⅰ─レムニスケートの四分の一部分を三等分すること．

　解(図29および30)─定理Ⅳとその派生的命題Ⅰにより，弦 を と名づけ，もう

ひとつの弦 を と名づけるとき，方程式(12)が成立するという条件の下で，直弧

は逆弧 (図29)の二倍になる．今，二点 と が において合致するという状

勢を想定してみよう．この想定の下で， が与えられる．そうして直弧

は逆弧 の二倍であり， はレムニスケートの四分の一部分の三等分にあた

り，第三番目の部分になる(図31)．

　ところが，方程式(12)において と置き，その後に書き直すと，

が得られる．

　そこで弦 にこの の値を与え，第一論文の定理Ⅲにより逆弧 に等しい直弧
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を手に入れると，提示された問題の解が得られることになる(図31)．



　これが，みいださなければならないことであった．

　問題Ⅱ─レムニスケートの四分の一部分を五等分すること．

　解(図29および32)─レムニスケートの弦 を と名づけ，もうひとつの弦 を

と名づけよう(図29)． となるように弦 を取ると，定理Ⅴの第二番

目の派生的命題により，弧 は弧 の二倍になる．次に，弦 を と名づけよ

う(図29)．弦 と設定すると，定理Ⅵの派生的命題Ⅱにより，直弧

は逆弧 の二倍になる．したがって，直弧 は の四倍になる．

　今， とすると，点 と点 は点 において合致して，弧 (図32)

はレムニスケートの四分の一部分を五等分してできる五つの部分のひとつであり，弧

・弧 は，五つの部分のうち二つを含み，弧  弧 は他の二つの部分

を含む．

　次に，第一論文の定理Ⅲに基づいて，直弧 に等しい逆弧 と，逆弧 に等

しい直弧 を取ると，点 はレムニスケートの四分の一部分を五等分す

る．

　 と に同時に等しくなる弦 (図32)の正確な値を見つけることだけが残されて

いる．これは，方程式(14)において の代りに文字 を用いればみいだされる．これ

を実行すると，

(15)                                       

が得られる．

　この の値を方程式(11)に代入すると，文字 以外の未知数を含まないもうひとつ

の方程式に到達する．それは8次方程式と見るのが至当である．なぜなら，その方程

式において と置けば，次数がきっかり8の新しい方程式が生じるからである．

その計算は，熟達した解析学者たちには周知の簡易化の手法をなおざりにさえしなけ

れば，困難というよりむしろ冗長である．それゆえ，それをこの論文に書く必要はな

いと私は思う．私はただ， の値を表す方程式において，まさしくその の量は

よりも小さい二つの実数値をもつことに注意をうながしておきたいと思う．それらの

二つの値のうち，大きい方は の四乗を表し，小さい方は の四乗を表して

いる．というのは，方程式(15)において， のところに，方程式(11)により を用いて

表示される値を代入すると， の値を表す方程式とまったく同様の方程式がみいだ

されるからである．

　これが，みいださなければならないことであった．
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　故侯爵ド・ロピタル氏は，そのすぐれた著作『円錐曲線概論』巻9，命題9において，



次数8の方程式を構成するひとつの方法を例示している．

　定理Ⅶ─下記の二つの方程式(16)と(17)のうち，前者の方程式を代入すると，もう

一方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(16)                                       

(17)                                        

　証明─定理Ⅱの方程式(3)において，符号 は負符号を表すものとして， のとこ

ろに定理Ⅲの方程式(5)で示されている値 を代入すると，方程式(16)が得られ

る．次に，定理Ⅱの方程式(4)において のところに値 を用いよう．こ

の値は(定理Ⅲの方程式(6)に2を乗じた方程式が示しているように) に関してなされ

た仮定から生じるのである．これを実行すると，方程式(17)が得られる．

　これが，証明しなければならないことであった．

　派生的命題Ⅰ(図29)─レムニスケートの弦 を ，もうひとつの弦 を と名

づけ，その後に方程式(17)を積分すると，弧 弧 が得られる．

　ただし， と は方程式(16)から導かれる値をもつものとする．

　問題Ⅲ(図33)─レムニスケートの四分の一部分が点 にいおいて二等分されるとす

る．また，その四分の一部分の半分よりも長さの短い直弧 が与えられたとする．

このとき，与えられた直弧 と長さの等しい中間弧 を見つけること．

　解─定理Ⅶとその派生的命題により，与えられた直弧 の二倍の長さの逆弧

を取る．定理Ⅴとその派生的命題1により，直弧 の半分の長さの直弧 を取る．

このとき，弧の和 が弧の和 の半分になるのは明らかである．した

がって，弧の和 はレムニスケートの四分の一部分の半分に等しい．よって，

弧 弧 弧

となる．この等式の各辺から共通の弧 を取り去ると，弧 弧 が残される．

　これが，示さなければならないことであった．

　派生的命題(図33)─第一論文の定理Ⅲにより，直弧 と長さの等しい逆弧 を

取ろう．すると，
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弧 弧 弧



となる．

　定理Ⅷ─下記の二つの方程式(9)と(10)のうち，前者の方程式を代入すると，もう一

方の方程式もまた成立すると私は主張する．

(18)                                        

(19)                                        

　証明─定理Ⅱの方程式(3)において，符号 は負符号を表すものとして， のとこ

ろに定理Ⅳの方程式(7)で明示されている値 を代入すると，方程式(18)が得ら

れる．次に，定理Ⅱの方程式(4)において， のところに値 を用いよ

う．この値は(定理Ⅳの方程式(8)に2を乗じたものが示しているように) に関してな

された仮定から生じるのである．これを実行すると方程式(19)に到達する．

　派生的命題(図29)─レムニスケートの弦 を ，もうひとつの弦 を と名づ

け， と に方程式(18)から導かれる手季節な値を与えて，方程式(19)を積分すると，

逆弧 の二倍に等しい逆弧 がみいだされる．

　註釈Ⅲ─読者は，定理Ⅴ，Ⅵ，ⅦおよびⅧ，それとそれらの定理の種々の派生的命

題から，レムニスケートの四分の一部分を二等分する方法，すなわち私が第一論文に

おいて発見した方法と完全に一致する方法を導き出すことができるであろう．この事

実は，私の方法の正しさと豊かさを立証するのに役立つことと思う．

　問題Ⅳ─レムニスケートの四分の一部分が，与えられた個数だけの等部分に分けら

れているものとして，そのような諸部分の各々を二つの等部分に同時に再分割するこ

と．

　解─状勢をより理解しやすく，より簡明なものにするために，奇数個の等部分を含

むレムニスケートの直弧を奇直弧を呼ぶことにしよう．定理Ⅴの派生的命題Ⅰにより，

あらゆる奇直弧の半分の長さの直弧が見つかる．そうして，第一論文の定理Ⅲの派生

的命題Ⅰにより，それらの半直弧の各々について，長さの等しい逆弧が見つけられて，

目標が達成される．これが，みいださなければならない状勢であった．

　註釈Ⅳ─読者は定理Ⅷから，この問題を解くもうひとつの方法を導き出すことがで
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きるであろう．叙述を簡潔なものにするため，私はこれを省略することにする．



　派生的命題─私は第一論文においてレムニスケートの四分の一部分を二等分する方

法を示したが，この論文の問題Ⅰと問題Ⅱでは，同じ四分の一部分を三等分三等分す

る方法と五等分する方法を発見した．このことから明らかになるように，上記の問題

Ⅳの解決により，レムニスケートの四分の一部分は三通りの式，すなわち

という形の式で表される個数だけの部分に，代数的に等分可能である．

ここで，冪指数 は任意の正整数を表す．

　これは私の曲線の新しくて特異な性質である．

初稿　昭和63年(1988年)4月22日  
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改稿　平成19年(2007年)10月20日


