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マーティン・ガードナーに



本書は、Clifford A. Pickover 著『The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones 
in the History of Mathematics』を翻訳し、日本の書籍として再構成したものです。
　原著の副題に「ピタゴラスから 57 次元まで」とありますが、物語は人類が数学を始めるよりもずっと昔
の 1 億 5000 万年前から始まります。私たちよりも明らかに知能は低いだろうと思えるアリの脳の中に、完
璧なナビゲーションシステムが仕組まれている。どうやら歩数と太陽光の向きとから巣に戻る経路を算出し
ているらしい。意識的ではないにしろ、アリの頭の中で数学が行われていると言わざるをえません。そんな
小さなところから始まる物語だけれど、そこに人間たちが織り成す出来事が加わり、最後には 2007 年の

「宇宙は数学そのものだ」とするお話で終結します。この 1 億 5000 万年にわたる壮大な物語を知ると、やは
り冒頭で述べたように「世界は数学でできている」と言いたくなってしまいます。
　数学を解説する啓蒙書はたくさんありますが、たいていは 1 つのテーマについて解説されていることが多
いようです。本書は 1 つのテーマを深く掘り下げるのではなくて、数学のすべてを時間軸に沿って並べて見
せてくれます。もちろん、「すべて」と言っても、本当にすべての数学的な事柄が含まれているわけではな
く、厳選された 250 個のテーマが簡単に紹介されているだけです。しかし、本書は人類が数学に関わってき
た時間の「すべて」を見渡すことを可能にしてくれます。そこがすばらしい。
　あなたが世界史や日本史に詳しければ、各ページに書かれている年号をもとにして時代背景を考えながら
読み進んでみてください。おもしろさは倍増するはずです。とはいえ、私自身はあまり歴史には強くないの
で、自分史と照らし合わせてみました。私は 1957 年生まれなので、1957 年のページを見てみると、そこに
はあの有名なマーティン・ガードナーが「サイエンス」誌に連載を開始した年だと書かれていました。数学
のよさを世間に広める覚悟で生きている私にとって、それは運命を感じさせます。
　また、2005 年のページには数学をモチーフにした刑事ドラマの「NUMB3RS」のことが書かれています。
この年に私はフジテレビ系の「ガチャガチャポン！」という番組の中で「数学探偵セイヤ」として登場して
いました。コミカルな状況の中で発生する問題を数学で解決するのですが、黒板に計算式をだらだらと書い
ていたのでは、視聴者がチャンネルを替えてしまいます。それを回避するために、私は言葉と絵で解き明か
す数学を生み出すことになりました。つまり、2005 年は私が提唱している「計算しない数学」誕生の年だ
と言うことができます。これもまた運命を感じます。
　そもそも原著書と出会えたこと自体も私にとって運命的でした。岩波書店の加美山 亮さんが『世界で二
番目に美しい数式』の件で私の研究室を訪れたとき、こそっと見せてくれたのが、原著書との最初の出会い
でした。「なんて素敵な本なんだ！ 日本ではこういう数学の本が作れないよね」と言ったことを覚えていま
す。そのときは、まだ私が翻訳をすると決まっていたわけではありませんが、ぜひこの本の日本語版を作っ
て日本のみなさんに見せたいと強く思いました。
　その原著は正方形に近い版型で、厚さが 4cm くらいあって、黒い大きな辞書を思わせる外観です。表紙
には大きな文字で「The MαTH βOOK」と刻まれています。よく見ると、その背景には 1 から 1000 近く
までの自然数が並んでいて、素数だけがハイライトされています。中を開いてみると、見開き 2 ページで 1
つの話題になっていて、右ページには大きな写真か図版だけで、左ページにはその解説がまとめられていて、
全体に写真集やアート作品集のような印象を受けます。
　その当時、私は、平成 24 年度から施行された学習指導要領に登場した高校数学の新教科「数学活用」の
教科書の編纂作業をしていました。そして、海外の素敵な数学本を模して、高校数学の教科書としては異例
な正方形に近い版型にしようと思っていたのです。「数学活用」は数式を駆使して展開される従来の数学と

訳者まえがき

世界は数学でできている。だから、おもしろい―
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は異なり、数学が人とともにあり、社会で役に立っていることを高校生に知らしめることを目的とした教科
です。なので、あまり数式を多用せず、「計算しない数学」と同様に絵と言葉で解説するように心がけまし
た。（ちなみに、私が編纂した『数学活用』の最初の単元のタイトルは「世界が数学でできている」です。）

　とはいえ、従来の数学のスタイルに慣れてしまっている高校の先生がそういう教科書を好むとは思えませ
ん。そこで、誰でもそれを手にしたら絶対にほしくなるような本を作ろうと決意しました。仮に「数学活
用」が高校に広まらなかったとしても、「こんなおもしろい数学があるんだ」と多くの大人たちの興味をそ
そることができたら成功です……。
　本書は 1 ページに 1 つの話題が収まるようにレイアウトされているので、原著書とは多少印象が異なりま
すが、素敵であることには違いがありません。そして、私が編纂した『数学活用』とよく似た雰囲気があり
ます。きっと本書を手にした人は誰でもほしいと思うことでしょう。本書はまさに、『数学活用』を通して
数学のよさを広めようとする私の活動を後押ししてくれる 1 冊なのです。世界が数学でできていること、だ
からおもしろいのだということを人々に伝えることを本書は可能にしてくれます。
　そういう意気込みはあったものの、私の力だけでは本書の実現はかなり難しかったでしょう。そこで、強
力な助っ人が登場しました。それが水原 文さんです。これまでにも多くの翻訳を手掛けておられ、安心し
て協力をお願いできる方でした。東工大の後輩ということもあり、たいへん心強い。水原さんのご尽力なく
して、本書がこんなに早く世に出ることはなかったでしょう。また、私と本書との出会う機会を作っていた
だき、編集作業に尽力いただいた岩波書店の加美山 亮さんの存在も重要です。この場を借りて、お二人に
感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。
　繰り返しになりますが、世界は数学でできています。本書のページをめくり、その証拠をとくとご覧あれ。

 2017 年４月
 根上生也
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数学は科学のあらゆる分野に浸透し、生物学、物理学、化学、経済学、社会学、そして工学で重要な役割
を演じている。数学は、夕日の色やわれわれの脳の構造を説明するために使われる。数学は超音速旅客機や
ローラーコースターの設計にも、地球の天然資源の消費をシミュレーションするためにも、素粒子の量子力
学の研究にも、そして遠く離れた銀河の姿をとらえるためにも役立っている。数学は、われわれの宇宙の見
方を変えてきたのだ。

本書で筆者は、あまり数式を使わず、その代わり想像力をたくましく働かせながら、読者に数学を味わっ
てもらいたいと考えた。しかしこの本で取り上げた話題は、平均的な読者にとって興味深いだけでなく価値
も少なくないはずだ。実際、米国教育省の報告によれば、高校で数学を履修した学生は、大学でどんな専攻
を選んでも、成績が良い傾向にある。

数学の有用性のおかげで、われわれは宇宙船を作り宇宙の構造を解き明かすことができる。数字は、知性
を持つ異星人との最初のコミュニケーション手段となるかもしれない。物理学者の中には、高次元とトポロ
ジー（形状とその関係性の研究）を理解することによって、われわれがいつの日か灼熱や極寒の中で終わりを告
げるこの宇宙を抜け出して、すべての時空をわがものとできるのではないか、とさえ考える人もいる。

数学の歴史の中では、同時発見が頻繁に起こっている。私が著書『メビウスの帯』で述べたように、1858
年にドイツの数学者アウグスト・メビウス（1790-1868）は、やはりドイツの数学者ヨーハン・ベネディクト・
リスティング（1808-82）と同時に、しかも独立してメビウスの帯（ひとつの面しか持たない不思議なねじれた対象
物）を発見した。このメビウスとリスティングによるメビウスの帯の同時発見と、英国の博識家アイザック・
ニュートン（1643-1727）とドイツの数学者ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ（1646-1716）による微
積分の発見というよく似た出来事を考え合わせると、なぜ科学ではこれほど多くの発見が、独立に研究して
いた人々によって同時になされるのか、不思議に思わざるを得ない。もうひとつの例として、英国の博物学
者チャールズ・ダーウィン（1809-82）とアルフレッド・ウォレス（1823-1913）は、両者とも独立して同時に進化
論を考え出した。同様に、ハンガリーの数学者ヤーノシュ・ボヤイ（1802-60）とロシアの数学者ニコライ・ロ
バチェフスキー（1792-1856）も、独立かつ同時に双曲幾何学の着想を得たようだ。

多分、そのような同時発見がなされてきたのは、その発見がなされた時期までに人類に知識が蓄積され、
そのような発明への機が熟していたためなのだろう。時には、2 人の科学者が同時代の同じ先行研究を読ん
で刺激を受けたという例も見られる。一方、神秘論者はそのような偶然の一致に、もっと深い意味を読み取
ろうとする。オーストリアの生物学者ポール・カンメラー（1880-1926）は、次のように書いている。「われわ
れはこうして、世界のモザイクあるいは宇宙的な万華鏡のイメージにたどり着いた。つまり、常に混ぜ合わ
され再配置されていても、似たものは寄り集まって行くのだ。」彼はこの世界での出来事を、孤立して無関
係のように見える海の波がしらに喩えている。論争を巻き起こした彼の理論によれば、われわれは波がしら
を認識するが、海面の下には何らかの同期メカニズムが存在し、不思議にもわれわれの世界での出来事をた
がいに結び付け、束ねているというのだ。

ジョルジュ・イフラーは『数字の歴史―人類は数をどのようにかぞえてきたか』の中で、マヤ数学に関
して次のように書き同時性について論じている。
「つまり、時間的・空間的に大きく隔たった人々が……同一とは言えないまでも非常に類似した結果にた

はじめに

数学の美と有用性

「知的生命体が研究中の数学者たちを観察したら、彼らは風変わりな宗教の信奉者であって宇宙の神秘を
解き明かそうとしている、という結論に達するかもしれない。」

―フィリップ・デイヴィス、ルーベン・ハーシュ著『数学的経験』
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どり着いた例が、ここにも再び見られる……。場合によっては、これは異なる人々のグループ間の接触と影
響によって説明が付くかもしれない……。真の説明は、前述した文化の深遠な一体性にある。ホモ・サピエ
ンスの知性は普遍的であり、その可能性は世界のあらゆる場所で驚くほど均一なのだ。」

ギリシア人など古代の人々は、数に深い畏敬の念を持っていた。困難な時代には、変転する世界の中で数
だけが不変のものだったためだろうか？ 古代ギリシアのピタゴラス教団にとって、数は実在し朽ちること
なく安らぎをもたらしてくれる永遠の存在であり、友人よりも信頼でき、アポロやゼウスといった神々より
も親しみやすいものだった。

本書の多くの項目は、整数に関するものだ。才能に恵まれた数学者ポール・エルデーシュ（1913-96）は数論
（整数に関する研究）に魅せられており、整数を使った問題を投げかけることを得意としていた。そのような問
題の中には、シンプルに記述できるが解くことは非常に難しいことで有名なものも多い。彼は、数学で 1 世
紀以上も未解決となるような問題を記述できるとすれば、それは数論の問題に違いないと信じていた。

宇宙の多くの側面は、整数によって表現できる。デイジーの小花やウサギの繁殖、惑星の軌道、音楽のハ
ーモニー、そして周期表上の元素間の関係は、数的なパターンによって記述される。ドイツの代数と数論の
研究者だったレオポルト・クロネッカー（1823-91）は、「整数は神が創造されたものだが、それ以外はすべて
人が作ったものだ」と言ったことがある。数学の主要な根源はすべて整数にある、と彼は言いたかったのだ。

ピタゴラスの時代から、音階における整数比の役割は広く認識されていた。より重要なことに、整数は人
類の科学知識の発展に重要な役割を果たしてきた。例えば、フランスの化学者アントワーヌ・ラボアジエ

（1743-94）は、化合物は一定の割合の元素から構成され、それらの元素の割合は小さな整数の比となることを
発見した。これは原子が存在するという非常に強い証拠だ。1925 年には、励起状態の原子から放出される
スペクトル線の波長間に特定の整数比の関係が存在することから、原子の構造に関する最初の手がかりが得
られた。原子の重さがほぼ整数比となることは、原子核が整数個の性質の似た核子（陽子と中性子）から成り
立っているという証拠となった。これらの整数比からの偏移は、同位体元素（ほぼ同一の化学的性質を示すが中
性子の数の異なる原子）の発見につながった。

純粋同位体の原子質量が正確な整数比からわずかにずれていることは、アインシュタインの著名な方程式
E=mc2 の裏付けとなり、原子爆弾の実現可能性を示すことにもなった。整数は、原子核物理学のいたると
ころに登場する。整数関係は数学という織物の基本的な織り糸であり、ドイツの数学者カール・フリードリ
ッヒ・ガウス（1777-1855）が言ったように「数学は科学の女王であり、数論は数学の女王」なのだ。

われわれの宇宙の数学的記述は永遠に増え続けるだろうが、われわれの脳や言語スキルは凝り固まったま
まだ。いつの時代も新しい種類の数学は発見され作り出されているが、考え、そして理解するための新鮮な
方法が必要とされている。例えばここ数年、数学の歴史上著名な数々の問題に数学的証明が与えられたが、
その道筋はあまりにも長く複雑であるため、専門家でさえそれが正しいことに確信が持てずにいる。数学者
のトーマス・ヘールズは、幾何学の論文を専門誌「数学紀要」に投稿してから、その証明に誤りが見つから
ず掲載にふさわしいものだと査読者が確認するまで、5 年間も待たなくてはならなかった。しかもその記事
には、この証明が正しいことに査読者たちは確信が持てないという但し書きまで付いていたのだ！ さらに、
キース・デブリンのような数学者は「数学のストーリーはあまりにも抽象的な段階にまで達してしまったた
め、最先端の問題の多くは専門家にとってさえ理解できないものとなっている」ことを「ニューヨーク・タ
イムズ」紙上で認めている。専門家がそのような問題を抱えているとしたら、この種の情報を一般の人たち
に伝えることの難しさは簡単に理解できるだろう。最善を尽くしているのに、数学者は理論を構築し計算を
行うことはできるが、こういった考えを完全に理解し、説明し、伝えることはあまり得意ではないのかもし
れない。

ここで、物理学のたとえを持ち出してみよう。ヴェルナー・ハイゼンベルクは人類が原子を真に理解する
ことはできないかもしれないと悩んでいたが、ニールス・ボーアは多少楽観的だった。彼は 1920 年代初頭
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に「まだわれわれにはできないのかもしれませんが、そのためには「理解する」という言葉の本当の意味を
学ぶ必要があるのかもしれません」と返答している。現在、われわれ自身の直観を超えた推論を行うために、
われわれはコンピュータを利用している。実際、数学者たちはコンピュータを使った実験によって、その普
及前には夢想もできなかった発見や洞察に至っている。コンピュータやコンピュータグラフィックスは、数
学者たちが正式な証明よりもずっと前に結果を見出すことを可能とし、まったく新しい数学の分野を開くこ
とになった。スプレッドシートなどのシンプルなコンピュータのツールでさえ、ガウスやレオンハルト・オ
イラー、そしてニュートンがうらやむようなパワーを現代の数学者たちに与えている。ひとつだけ例を挙げ
ると、1990 年代末にデヴィッド・ベイリーとヘラマン・ファーガソンの設計したコンピュータプログラムが、
πを log 5 とその他 2 つの定数と関連付ける新たな数式を構築する役に立った。エリカ・クラリッチが「サ
イエンス・ニュース」に書いているように、ひとたびコンピュータが公式を作り出せば、それが正しいこと
を証明することはきわめてたやすい。単に答えを知ることが、証明を策定する際の最も大きなハードルであ
ることも多いのだ。

数学理論は、何年も後になってから確認されるような現象を予測するためにも使われてきた。例えば、物
理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルにちなんで名づけられたマクスウェルの方程式は、電磁波の存
在を予言するものだった。アインシュタインの場の方程式は、重力によって光が曲がること、そして宇宙が
膨張していることを示すものだった。物理学者ポール・ディラックは、現在われわれが研究している抽象数
学は将来の物理学を垣間見させてくれる、と書いていた。実際、ディラックの方程式は反物質の存在を予言
するものであり、反物質はその後になって発見されている。同様に、数学者ニコライ・ロバチェフスキーは

「どんなに抽象的であっても、いつの日か現実世界の現象に適用される可能性のない数学の分野はあり得な
い」と言っていた。

本書では、この宇宙の鍵を握ると考えられてきた興味深いさまざまな幾何学と出会うことになるだろう。
ガリレオ・ガリレイ（1564-1642）は、「自然の偉大な書は数学の記号で書かれている」と述べた。ヨハネス・
ケプラー（1571-1630）は、正十二面体などのプラトン立体で太陽系をモデル化した。1960 年代には、物理学
者ユージーン・ウィグナー（1902-95）が「自然科学における数学の不合理なほどの有用性」に感銘を受けてい
る。項目「例外型単純リー群 E8 の探求（2007 年）」で説明する E8 のような大規模なリー群は、将来物理学の
大統一理論を作り出すために役立つかもしれない。2007 年、スウェーデン生まれのアメリカの宇宙論研究
者マックス・テグマークが、数学的宇宙仮説に関する科学的な論文と一般向けの記事を発表した。この仮説
は、われわれの物理的実在は数学的構造だと述べている。別の言い方をすれば、われわれの宇宙は数学によ
って記述されるだけでなく、数学そのものなのだ。
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数学者に共通するひとつの特徴は完全性への情熱、つまり第一原理に立ち返って研究を説明しようとする
衝動だ。結果として、数学のテキストの読者は、本質的な結論にたどり着くまでに何ページもの背景説明を
読む羽目になることが多い。この問題を避けるため、本書の項目はすべて短く、たかだか数パラグラフの長
さとした。このフォーマットにより、読者は余分な前置きを読まされることなく、本題にたどり着くことが
できる。無限について知りたい？ それなら「カントールの超限数（1874 年）」や「ヒルベルトのグランドホ
テル（1925 年）」を読めば、ちょっとした頭の体操になるだろう。ナチスドイツの強制収容所の囚人によって
開発された、世界で初めて商業的に成功したポータブルな機械式計算機に興味がある？ 「クルタ計算機

（1948 年）」を開き、手短な概要を読んでみてほしい。
ある愉快な名前の定理が、どんなふうに電子機器のナノワイヤの配線に役立つのだろう？ この本をめく

って、「毛玉の定理（1912 年）」を読んでみてほしい。ナチスドイツが、ポーランド数学会の会長に自分の血
をシラミに与えるよう無理強いしたのはなぜだろう？ 最初の女性数学者が殺された理由は？ 人類が最初に
結び目を作ったのはいつ？ 球面の内側と外側をひっくり返すことは本当にできるのか？ われわれがもうロ
ーマ数字を使っていないのはなぜ？ 数学の歴史上、名前が残っている最初の人物は誰？ 表も裏もない曲面
は存在するのか？ これ以外にも、示唆に富む質問への答えがこの後のページにたくさん詰まっている。

筆者は本書『ビジュアル 数学全史』を執筆するにあたって、幅広い読者層に重要な数学的アイディアや
数学者について手短に、数分間で十分に読めるほど短い項目によって伝えることを目標とした。大部分の項
目は、私が個人的な興味を引かれたものだ。残念ながら、ページ数の増加を抑えるため、重要な数学のマイ
ルストーンのすべてを本書で取り上げることはできていない。つまり、この限られた紙面で数学のおもしろ
さを読者にお伝えするために、重要な数学的驚異の多くを割愛せざるを得なかった。それでも、歴史的に重
大な出来事、そして数学や社会や人類の思想に大きな影響を与えた出来事の多くは取り上げることができた
と筆者は信じている。計算尺などの計算デバイスやジオデシック・ドーム、そしてゼロの発明など、非常に
実用的な項目もある。また時にはルービック・キューブの流行やベッドシーツ問題の解決など、意義深いが
軽めの話題も取り上げた。時には、各項目を独立に読んでもらえるよう、情報を繰り返した場合もある。さ
らに、各項目の末尾にある短い「参照」セクションは、項目どうしを結び付けて連携させるためのもので、
読者が本書を拾い読みしたり楽しく発見を重ねたりする役に立つだろう。
『ビジュアル 数学全史』は筆者の知的な弱点を反映している。なるべく多くの科学や数学の分野を調査し

ようと努力はしたものの、すべての面において熟達するのは困難だ。また本書は筆者の個人的な興味と長所、
そして短所を明らかにしている。本書に取り上げた主要な項目の選択については（そして誤りや不適切な表現が
あったとすれば、もちろんそれも）筆者に責任がある。本書は包括的な、あるいは学術的な論述ではなく、科学
や数学を学ぶ学生たちや知的好奇心のある一般の人々が読んで楽しめるものを意図している。読者からのフ
ィードバックや改善の提案は喜んでお受けする。私はこれを現在進行中のプロジェクトであり、楽しい仕事
だととらえているからだ。

この本は、数学的な出来事や発見の年代順に構成されている。文献によって、出来事の日付がわずかに異
なる場合もある。公表された日付を発見の日付としている文献もあるし、数学的原則が発見された実際の日

本書の構成と目的

　「物理学は大きな発達を遂げるごとに、新たな数学的ツールの導入を必要とし、またその発達を促してき
た。われわれのいま現在の物理法則の理解は、非常に精密で普遍的なものとなっているが、それは数学によ
ってのみ可能なのである。」

―マイケル・アティヤ「ひも理論と数学」、「ネイチャー」誌に掲載
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付を採用している文献もあり、場合によっては公表されるのが 1 年以上遅くなることもあるからだ。発見の
正確な日付について確信が持てない場合、多くは公表された日付を用いた。

また項目の日付には、複数の人物が関与している場合、判断の問題もある。多くの場合、適切な最も早い
日付を採用したが、同僚たちの意見を聞いてその概念が特に重要となった日付を用いることに決めた場合も
あった。例えば、グレイコードを考えてみてほしい。これはテレビ信号の送信などに、ディジタル通信のエ
ラー訂正を容易にするため、そしてノイズの影響を受けにくくするために使われている。このコードは
1950 年代から 1960 年代にかけてベル研究所に在籍していた物理学者フランク・グレイにちなんで名づけら
れた。この時代には、1947 年にグレイが出願した特許や現代的な通信の発達などにより、この種のコード
の重要性が大きくなっていた。そのためグレイコードの項目の日付は 1947 年としたが、もっと前の日付に
することもできただろう。このアイディアのルーツは、フランスの電信のパイオニア、エミル・ボー（1845-
1903）にまでさかのぼるからだ。

伝統的に発明者とされてきた人物の正当性について、研究者の間で議論が戦わされている場合もある。例
えばハインリヒ・デリーは、アルキメデスの牛の問題の特定のバージョンがアルキメデスの作ったものでは
ないと信じている 4 人の研究者の言葉を引用しているが、彼はまたその問題をアルキメデスのものだと信じ
ている 4 人の著述家の意見も引用している。また研究者の間では、アリストテレスの車輪のパラドックスの
作者についても議論がある。

かなりの数のマイルストーンが、ここ数十年に達成されていることに気付いた読者もいることだろう。ひ
とつだけ例を挙げると、2007 年に研究者たちはついにチェッカーゲームを「解決」し、両者が完璧にプレ
イすればこのゲームは引き分けに終わることを示した。すでに述べたように、最近の数学の急激な発達の一
因は数学的実験のツールとしてのコンピュータの利用にある。チェッカーの解決に関しては、実際に分析が
始められたのは 1989 年のことで、完全な解決のためには何十台ものコンピュータが必要とされた。このゲ
ームのあり得る局面の数は、およそ 500 京（5*1018）にも及ぶからだ。

本文の中で科学ライターや著名な研究者の言葉が引用されている場合もあるが、簡潔のため引用のソース
や原著者の肩書は項目中には示さなかった。このような簡便法を取ったことについては、あらかじめお詫び
を申し上げる。

さらに、定理の名前も難しい問題となり得る。例えば、数学者キース・デブリンが 2005 年にアメリカ数
学会へ寄稿したコラムを見てみよう。
「ほとんどの数学者は一生の間に数多くの定理を証明するため、そのうちひとつの定理にその数学者の名

前を付けるプロセスは非常に気まぐれなものとなる。例えば、オイラー、ガウス、そしてフェルマーらはそ
れぞれ何百もの定理を証明し、またそれらの多くは重要なものであるが、彼らの名前が付いているものはほ
んの少ししかない。時には定理に正しくない名前が付けられる場合もある。たぶん最も有名な例としては、
「フェルマーの最終定理」 はほぼ確実にフェルマーの証明したものではない。この名前は彼の死後、誰か別
の人物によって、このフランスの数学者が数学書の余白に書き込んだ予想に付けられたものだ。またピタゴ
ラスの定理は、ピタゴラスが登場するはるか前から知られていた。」

結びにあたって、数学的発見は実在の本質を探究するための枠組みを提供すること、そして数学のツール
は科学者が宇宙に関する予測を行うために役立っていることに注意しておきたい。その意味で本書に収録し
た発見は、人類の成し遂げた最も大きな業績の一部なのだ。

一見すると、本書は互いにあまり結び付きのない独立した概念や人物を集めた長大なカタログのように思
えるかもしれない。しかし読み進めるうちに、数多くの結び付きが見えてくるはずだ。もちろん、科学者や
数学者の最終的な目標は単に事実を収集し公式を列挙することではなく、パターンを理解し、原則を整理し、
そして事実の間の関係性から定理やまったく新しい人間の思想を作り出すことにある。筆者にとって数学と
は、精神の本質や思考の限界、そしてこの広大な宇宙におけるわれわれの存在について、絶えることなく驚
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異の念をかき立ててくれるものだ。
われわれの脳は、アフリカのサバンナでライオンから逃げるために進化したものであり、無限のベールに

隠された実在を見通せるようにはできていないのかもしれない。そのベールをはぎ取るためには、数学、科
学、コンピュータ、知能増強、さらには文学、美術、そして詩も必要となるだろう。本書『ビジュアル 数
学全史』を始めから終わりまで読み通そうとしている読者の皆さんは、結び付きを探し求め、畏敬の念をも
ってアイディアの発展を見つめ、そして果てしない想像力の海へ乗り出してほしい。
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　「数学を正しく見れば、
　　そこには真実だけでなく至高の美――
　　　彫刻のように冷徹で厳粛な美しさ――が存在する。」

バートランド・ラッセル、『神秘主義と論理』（1918 年）

　「数学は、想像力とファンタジーや創造性がみなぎる、
　素晴らしく夢中になれる題材であり、
　　それを制約するのは現実世界のつまらない些事ではなく、

　　　われわれの内なる光の強さのみである。」
グレゴリー・チャイティン、「証明よりも真実を」

「ニュー・サイエンティスト」誌 2007 年 7 月 28 日号

「現代物理学の偉大な方程式は科学知識の不朽の要素であり、
これまで建てられたどんな大聖堂よりも

　　長く世に残るのかもしれない。」
スティーヴン・ワインバーグ、

グレアム・ファーメロ著『美しくなければならない』（2002 年）より

　「きっと主の天使が
　　　　果てのないカオスの海を調べて、
　　　　　　　そっと指でかき混ぜたのだろう。
　このわずかな、はかない均衡の乱れから、
　　　　　　われわれの宇宙が形作られたのだ。」

マーティン・ガードナー、『秩序と驚き』（1950 年）



アリは、約 1 億 5000 万年前の白亜紀中期にスズ
メバチの仲間から進化した社会性昆虫だ。約 1 億年
前の顕花植物の出現後、アリは数多くの種へと多様
化した。

サハラサバクアリは、まったく目印がないことも
多い砂地の上で、食物を探しながら膨大な距離を移
動する。この生物は、行った道を戻るのではなく、
最短経路を通って自分の巣に帰ることができる。空
からの光によって方角を知るだけでなく、歩数計の
ような役割をする「コンピュータ」
が体内に組み込まれていて、歩数を
計測して正確な距離を算出できるよ
うなのだ。1 匹のアリが、160 フィ
ート（約 50 メートル）もの距離を移動
して死んだ昆虫を見つけ、食いちぎ
った獲物を直接自分の巣へ持ち帰る
こともある。その巣の入り口は、直
径 1 ミリもないことが多い。

ドイツとスイスの科学者たちの研
究チームは、アリの脚の長さを変え
ることで歩幅を増やしたり減らした
りして、アリが歩数を「数える」こ
とによって距離を算出していること
を発見した。例えば、アリが目的地
に着いた後、脚に棒を継ぎ足して長
くしたり、脚を途中で切断して短く
したりしたのだ。その後、研究者た
ちはアリを放し、巣に帰る道のりを
たどらせた。脚を継ぎ足されたアリ
は遠くまで行き過ぎて巣の入り口を
通り越してしまい、脚を切断された

アリは巣にたどり着けなかった。しかし、アリが脚
の長さを変えられた状態で巣を出発した場合には、
正しい距離を計算することができた。このことは、
歩幅が重要な要素であることを示している。それだ
けでなく、アリの頭脳の中に存在する非常に精巧な
コンピュータは道のりを水平面に投射した長さを計
算できるため、移動中に砂の山や谷ができて地形が
変化しても道に迷うことはない。

1億5000万年ころ
紀元前

アリの体内距離計

参照：数をかぞえる霊長類（紀元前 3000 万年ころ）、セミと素数（紀元前 100万年ころ）

▶サハラサバクアリには、歩数を計測して正確な
距離を算出できる「歩数計」が体内に組み込まれ
ているらしい。脚に棒（赤い色で示されている）を
接着されたアリが遠くまで行き過ぎて巣の入り口
を通り越してしまうことは、距離の判断に歩幅が
重要な役割を果たしていることを示している。
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約 6000 万年前、小型のキツネザルに似た霊長類
が世界各地で進化を始め、3000 万年前にはサルの
ような特徴を持つ霊長類が存在するようになった。
そのような生物は、数をかぞえることができたのだ
ろうか？ 動物が数をかぞえるということの意味は、
動物行動学者の間でも非常に議論の多い問題だ。し
かし、多くの学者は動物にも何らかの数の感覚があ
ると考えている。H. カルマスは、「数学者としての
動物」という「ネイチャー」誌の記事の中で次のよ
うに書いている。

リスやオウムなどの一部の動物が数をかぞえる
ように訓練できることには、現在ほとんど疑問
は持たれていない……。数をかぞえる能力は、
リス、ネズミ、そして花粉媒介昆虫などについ

京都大学霊長類研究所の松沢哲郎は、コン
ピュータ画面に表示された物体の数に相当
するキーを押して 1 から 6 までの数を区別
することを、チンパンジーに教え込んだ。

ジョージア州アトランタにあるジョージ
ア州立大学の研究者マイケル・ベランは、
チンパンジーにコンピュータ画面とジョイ
スティックの使い方を訓練した。画面には
数字と点の並びが短時間表示され、チンパ
ンジーはその 2 つを結び付ける。1 頭のチ
ンパンジーは 1 から 7 までの数字を学習し、
もう 1 頭は 6 までかぞえられるようになっ
た。3 年後にチンパンジーを再度テストし
てみたところ、チンパンジーは両方とも数
を結び付けることはできたが、誤答率は倍
になっていた。

て報告されている。これらの動物の一部や、そ
れ以外の動物にも、似たような視覚的パターン
から数を区別できるものがいるし、ひとつづき
の音声信号を認識し、さらには再現するように
訓練できるものもいる。中には、視覚的パター
ンに含まれる要素（点）の数だけ足踏みするよう
に訓練できる動物さえいる……。動物は数を読
みあげたり記号を書いたりすることはできない
ため、動物が数学者であることを受け入れよう
としない人は多い。

ネズミは、報酬と引き換えに正しい回数の行動を
行うことによって、「数をかぞえる」ことがわかっ
ている。チンパンジーは、箱の中に入っているバナ
ナの本数と一致する数字キーを押すことができる。

3000万年ころ
紀元前

数をかぞえる霊長類

参照：アリの体内距離計（紀元前 1億 5000 万年ころ）、イシャンゴ獣骨（紀元前 1万 8000 年ころ）

◀霊長類は何らかの数の感覚を持っているようであり、高
等な霊長類は示された物体の数に相当するコンピュータの
キーを押して 1 から 6 までの数を区別するように教え込む
ことができる。
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100万年ころ
紀元前

セミと素数
セミは、北米大陸で氷河が消長を繰り返し

ていた約 180 万年前の更新世に進化した、羽
根のある昆虫だ。素数ゼミの仲間のセミは植
物の根から樹液を摂取しながら一生の大部分
を地中で過ごし、その後地上に現れてつがい
を見つけ、すぐに死んでしまう。この生物は、
通常は 13 と 17 という素数の年数の周期で発
生するという、驚くべきふるまいを示す。

（素数とは、11, 13, 17 のように、それ自身と 1 の 2
つしか正の約数を持たない整数を言う。） 13 年目
または 17 年目の春に、これらの周期ゼミは
脱出用トンネルを掘って地上へ出てくる。時
には 1 エーカー（40 アール）に 150 万匹を超え
る個体が出現することもある。この膨大な個
体数は、鳥などの捕食者を数の上で圧倒し、
すぐに食べられてしまわないようにするとい
う生き残りのための戦略なのかもしれない。

この生物が、より寿命の短い捕食者や寄生
者から逃れる確率を増加させるため、素数年
のライフサイクルを発達させたと考える研究
者もいる。例えば、これらのセミのライフサ
イクルが 12 年だったとすると、2 年、3 年、
4 年、あるいは 6 年のライフサイクルを持つ
捕食者はどれも容易にこの昆虫を見つけるこ
とができるはずだ。ドイツのドルトムントに
あるマックス・プランク分子生理学研究所の
マリオ・マーカスと同僚たちは、捕食者と被
食者との相互作用の進化的数理モデルから、
この種の素数年サイクルが自然に生起することを発
見した。実験のため、彼らはまずコンピュータでシ
ミュレーションされた個体群にランダムな長さのラ
イフサイクルを割り当てた。しばらくすると、一連
の突然変異によって、この仮想的なセミは常に素数
年の安定したライフサイクルに固定されていった。

もちろん、この研究は初期段階のものであり、数
多くの疑問が残っている。13 年と 17 年だけがなぜ

特別なのだろうか？ セミをこれらの周期に固定す
るような捕食者や寄生者が、実際に存在したのだろ
うか？ また、世界中の 1500 種のセミのうち、少数
の素数ゼミの仲間だけに周期性が知られているとい
うミステリーも残されたままだ。

参照：アリの体内距離計（紀元前 1億 5000 万年ころ）、イシャンゴ獣骨（紀元前 1万 8000 年ころ）、エラトステネスのふるい（紀元前 240
年ころ）、ゴールドバッハ予想（1742 年）、正十七角形の作図（1796 年）、ガウスの『数論考究』（1801 年）、素数定理の証明（1896 年）、ブ
ルン定数（1919 年）、ギルブレスの予想（1958 年）、シェルピンスキ数（1960 年）、ウラムのらせん（1963 年）、エルデーシュの膨大な共同
研究（1971 年）、アンドリカの予想（1985 年）

▲セミの中には、通常は 13 と 17 という素数の年数の周期で発生す
るという、驚くべきふるまいを示すものがいる。時には 1 エーカー
に 150 万匹を超えるセミの個体が短期間に出現することもある。
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10万年ころ
紀元前

結び目

い年月をかけて、数学者たちは異なる結び目を表に
まとめ上げるという果てしない努力を続けている。
これまで特定された交点数 16 以下の等価でない結
び目の数は、170 万を超える。

現在では、結び目だけに特化した国際会議も開催
されている。分子遺伝学（DNA のループをほどく方法
を理解するため）から素粒子物理学（素粒子の根本的な性
質を表現するため）に至るまで、幅広い分野の科学者
たちが結び目を研究している。

結び目は、文明の発達に重要な役割を果たしてき
た。衣服を結び付け、武器を身体に固定し、小屋を

結び目は、現代の人類が登場する前
から使われていたのかもしれない。例
えば、オーカー（酸化鉄を含む黄土）で彩
色され、穴が開けられた 8 万 2000 年
前の貝殻が、モロッコの洞窟で発見さ
れている。穴が開いていることから、
ひもが通されていたこと、そしてネッ
クレスのような装身具に貝殻を固定す
るために結び目が使われたことが推定
される。

装飾用の結び目の典型例は、紀元
800 年ころにケルトの修道士によって
作成された装飾的な挿絵の入った福音
書『ケルズの書』に見られる。近代で
は、3 つの交点を持つ三葉結び目など
の結び目の研究が、絡み合う輪につい
て研究する数学の大きな分野の一部と
なっている。1914 年には、ドイツの
数学者マックス・デーン（1878-1952）が、
三葉結び目の鏡像が元の結び目と等価
でないことを示した。

何世紀にもわたって、数学者たちは
結び目のように見えるもつれ（「自明な
結び目」と呼ばれる）を真の結び目と区
別する方法や、真の結び目同士を区別
する方法を編み出そうとしてきた。長

作り、そして船の帆を張り世界探検を可能とするた
めに用いられてきたからだ。現代では、数学の結び
目理論はあまりにも高度に発達したため、人類がそ
の深遠な目的を理解するのは難しいのかもしれない。
数千年かけて、人類は結び目を単純なネックレスの
留め具から、現実の構造そのもののモデルへと進化
させてきたのだ。

参照：キープ（紀元前 3000 年ころ）、ボロミアン環（834 年）、ペルコの結び目（1974 年）、ジョーンズ多項式（1984 年）、マーフィーの法則
と結び目（1988 年）

▲装飾用の結び目の典型例は、紀元 800 年ころにケルトの修道士に
よって作成された装飾的な挿絵の入った福音書『ケルズの書』

（“The Book of Kells”）に見られる。この挿絵には、さまざまな結び
目のような形が見て取れる。
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1960 年、ベルギーの地質学者で探検家のジャン・
ド・アンズラン・ド・ブロクール（1920-98）が、何か
の印が刻まれたヒヒの骨を現在のコンゴ民主共和国
で発見した。このイシャンゴ獣骨には一連の刻み目
があり、最初は石器時代のアフリカ人によって使わ
れた単純な数え棒だと思われていた。しかし、一部
の科学者によれば、この刻み目は単に数をかぞえる
以上の数学的能力を示しているらしい。

この骨は、ナイル川の源流に近いイシャンゴで発
見された。火山の噴火によって埋まってしまうまで、
その一帯には後期旧石器時代の人々が大勢暮らして
いた。骨の刻み目の 1 つの列は、3 つ
の刻み目で始まり、倍に増えて 6 つに
なっている。4 つの刻み目は倍に増え
て 8 つになり、10 個の刻み目は 5 個
と半分になっている。これは、2 倍や
半分という概念の単純な理解を示すも
のかもしれない。さらに衝撃的な事実
は、別の列の数がすべて奇数（9, 11, 13, 
17, 19, そして 21）になっていることだ。
1 つの列には 10 から 20 までの範囲の
素数が含まれ、各列の数の合計は 60
または 48 であり 12 の倍数となってい
る。

イシャンゴ獣骨よりも古い数え棒は、
これまでにいくつか発見されている。
例えば、スワジランドのレボンボ獣骨
は 3 万 7000 年前のヒヒの腓骨で、29
個の刻み目がある。3 万 2000 年前の、
5 グループに分かれた 57 個の刻み目
のあるオオカミの脛骨は、チェコスロ
バキアで発見された。根拠のない推測

ではあるが、イシャンゴ獣骨の刻み目は石器時代の
ある女性が月経周期を記録した一種の太陰暦のカレ
ンダーになっているという仮説を立てている人もい
て、「月経が数学を作り出した」というスローガン
が生み出された。イシャンゴ獣骨が単純な計数の目
的に使われたものであったとしても、これらの数え
棒はわれわれ人類を動物から区別し、記号数学への
最初の一歩を記すものであるように思われる。イシ
ャンゴ獣骨のミステリーの完全な解明は、他の類似
した獣骨の発見を待たなければならないだろう。

1万8000年ころ
紀元前

イシャンゴ獣骨

参照：数をかぞえる霊長類（紀元前 3000 万年ころ）、セミと素数（紀元前 100万年ころ）、エラトステネスのふるい（紀元前 240年ころ）

▶イシャンゴのヒヒの骨には一連の刻み目があり、
最初は石器時代のアフリカ人によって使われた単純
な数え棒だと思われていた。しかし一部の科学者は、
この刻み目が数をかぞえることをはるかに超えた数
学的能力を示すものだと信じている。

5



古代インカ人が数を記録するのに使っていたキー
プは、ひもと結び目からなる記憶装置だ。最近まで、
最も古いキープとして知られていたのは紀元 650 
年ころのものだった。しかし 2005 年になって、ペ
ルーの海岸沿いにあるカラル遺跡から、おおよそ
5000 年前のキープが発見された。

南米のインカ人は、宗教と言語を共有する複雑な
文明を発達させていた。彼らは文字を持たなかった
が、さまざまな情報をキープ上の論理・数理体系に
当てはめることによって記録した。その複雑さはひ

人的・物的資源や暦の情報を記録するため
に使われていたのだろう。またキープには、
建築設計図、ダンスのパターン、さらには
インカの歴史の一部など、さらなる情報が
含まれていたのかもしれない。キープの重
要性は、文明が文字を発達させた後でなけ
れば数学は発展しないという通念を否定し、
発達した文字記録を持たなくても社会は高
度な状態に到達できることを示している点
にある。興味深いことに現代のコンピュー
タシステムには、この非常に有用な古代の
デバイスに敬意を表して、キープという名
前のファイルマネージャーを持つものが存
在する。

インカ人は、キープを不吉な目的にも利
用していた。そのひとつに、死の計算があ
る。毎年、一定の人数の大人と子供を生贄
に捧げる儀式が行われ、その計画にキープ
が使われていたのだ。キープの中には帝国
を表現したものがあり、ひもは道路を、そ
して結び目は生贄を表していた。

もの数にして 3 本から 1000 本にも及ぶ。不幸なこ
とに、南米へやってきたスペイン人たちはこの奇妙
なキープを見て、悪魔の所業であると考えた。スペ
イン人たちが神の名のもとに何千ものキープを破壊
したため、現在まで残っているキープは 600 ほどし
かない。

結び目の種類と位置、ひもの方向、ひものレベル、
そして色と間隔が、現実世界の物体に対応する数を
表している。十進法の位取りは、結び目をグループ
分けすることによって行われた。結び目はおそらく、

3000年ころ
紀元前

キープ

参照：結び目（紀元前 10万年ころ）、そろばん（1200 年ころ）

◀古代インカ人は、結び目のあるひもでできたキープを使
って数を記録していた。結び目の種類と位置、ひもの方向、
ひものレベル、そして色は、多くの場合、日付や人・物の
数を表現していた。
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3000年ころ
紀元前

サイコロ
乱数の存在しない世界が想像できるだろう

か。1940 年代には、核爆発をシミュレーシ
ョンする物理学者にとって統計的乱数の生成
が重要だったし、現在では多くのコンピュー
タネットワークが通信ネットワークの輻輳を
回避するために乱数を役立てている。世論調
査では、有権者の偏りのないサンプルを抽出
するために乱数が利用されている。

元々は有蹄類の距骨から作られていたサイ
コロは、乱数を作り出すための最古の手法の
ひとつだ。古代文明では、神々がサイコロの
出目をコントロールしていると信じられてい
たため、サイコロは統治者の選抜から遺産の
分配に至るまで、重要な決定を行う際に用い
られるようになった。現在でも、例えば宇宙
物理学者のスティーブン・ホーキングの「神
はサイコロ遊びをするだけでなく、見えない
場所にサイコロを投げてわれわれを混乱させ
ることもある」という発言に見られるように、
神とサイコロのたとえはよく用いられている。

知られている中で最古のサイコロは、イラ
ン南東部のシャフレ・ソフテ遺跡から 5000
年前のバックギャモンのセットと共に発掘さ
れたものだ。この都市は 4 期にわたって文明
を発展させたが火災によって破壊され、紀元
前 2100 年に放棄された。同じ遺跡では、知
られている中で最古の義眼も考古学者によって発見
されている。この義眼は、古代の巫女か女性預言者
の眼窩にはめ込まれ、妖しい視線を投げかけていた。

何世紀にもわたって、サイコロは確率を教えるた
めに利用されてきた。各面に異なる数字の振られた
n 面のサイコロを 1 回振ると、任意の目が出る確率
は 1/n となる。i 個の数字からなる特定のシーケン
スが出る確率は、1/ni だ。例えば、通常のサイコ
ロで 1 の後に 4 の目が出る確率は、1/62=1/36 と
なる。通常のサイコロを 2 個振って、その目の合計

が任意の数値になる確率は、その目が出る場合の数
を組合せの総数で割ったものとなる。そのため、合
計が 7 になる確率は 2 になる確率よりもずっと高い。

参照：大数の法則（1713 年）、ビュフォンの針（1777 年）、最小二乗法（1795 年）、ラプラスの『確率の解析的理論』（1812 年）、カイ二乗検
定（1900 年）、超空間で迷子になる確率（1921 年）、乱数発生器の発達（1938 年）、ピッグ・ゲームの戦略（1945 年）、フォン・ノイマンの
平方採中法（1946 年）

▲元々は有蹄類の距骨から作られていたサイコロは、乱数を作り出
すための最古の手法のひとつだった。古代文明では、神々がサイコ
ロの出目をコントロールしていると信じられていたため、未来を予
測するためにサイコロが使われた。
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2200年ころ
紀元前

魔方陣
し い 4*4 の 魔 方 陣 を
1514 年に作成した。

最下行の中央の 2 つの
数字が、この魔方陣が作
られた年と同じ「1514」
と読めることに注意して
ほしい。行、列、そして

ベルナール・フレニクル・ド・ベシー（1602-75）

一説によると、魔方陣の起源は中国にあり、皇帝
禹の時代の紀元前 2200 年ころに書かれた写本に最
初の記述があるという。魔方陣は、すべて異なる整
数の入った N 2 個のマス目から構成され、横の行、
縦の列、そして対角線上の合計がすべて等しい。

魔方陣に含まれる整数が 1 から N 2 までの連続し
た整数である場合、N 次の魔方陣と呼ばれ、定和つ
まり各行の和は N（N 2+1）/2 となる。ルネサンス
期の画家アルブレヒト・デューラーは、この素晴ら

対角線の和は 34 だ。さらに、隅のマス目の合計
16+13+4+1 と、 中 央 の 2*2 の 正 方 形 の 合 計
10+11+6+7 も 34 になっている。

1693 年の昔から、880 通りの 4 次の魔方陣が存在
することが知られていた。これは、著名
なフランスのアマチュア数学者であり、
史上最も重要な魔方陣研究者の 1 人でも
あるベルナール・フレニクル・ド・ベシ
ーの死後に出版された『魔の正方形ある
いは数表』に掲載されている。

最もシンプルな 3*3 の魔方陣は古く
から知られており、マヤ文明のインディ
オたちからアフリカのハウサ人に至るま
で、ほぼすべての時代と大陸の文明で尊
ばれてきた。現代の数学者たちは、例え
ばすべての方向の和が一定となる四次元
超立方体など、高次元の魔方陣を研究し
ている。

参照：フランクリン魔方陣（1769 年）、四次元完全魔方陣（1999 年）

◀スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア教
会には、定和が 33 となる 4*4 の魔方陣がある。この
33 という数字は、多くの聖書の解釈でイエス・キリス
トが処刑された際の年齢とされている。数字が重複して
いるため、これは伝統的な魔方陣ではないことに注意し
てほしい。
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ジョージ・アーサー・プリンプトン（1855-1936）

プリンプトン 322 は、4 列 15 行の表に楔形文字
で数字が書かれたミステリアスなバビロニアの粘土
板だ。科学史家のエレナ・ロブソンは、これを「世
界で最も有名な数学遺物のひとつ」と評している。
紀元前 1800 年ころに書かれたこの粘土板
には、ピタゴラスの 3 数、つまりピタゴラ
スの定理 a2+b2=c2 の解となる直角三角
形の 3 辺の整数の長さが列挙されている。
例えば、（3, 4, 5）はピタゴラスの 3 数だ。
表の 4 番目の列は、単純に行番号を示して
いる。この表の数値の正確な意味の解釈に
は幅があり、代数や三角法のような問題を
勉強している生徒に与えられた課題ではな
いかと考えている研究者もいる。

プリンプトン 322 という名前は、1922
年にこのタブレットを業者から 10 ドルで
購入し、その後コロンビア大学に寄贈した
ニューヨークの出版業者ジョージ・プリン
プトンにちなんだものだ。この粘土板は、
メソポタミアに栄えた古代バビロニア文明
のものと考えられている。メソポタミアは、
チグリス川とユーフラテス川の流域にあり、
現在のイラクの一部だ。プリンプトン 322
を書いた無名の筆記者は、「目には目を、
歯には歯を」のハンムラビ法典で有名なハ
ンムラビ大王とほぼ同じ世紀に生きていた。
聖書によればユーフラテス川の岸にあった
ウルの街から西方に人々を率いてカナンの
地に至ったと言われるアブラハムもまた、
この筆記者とほぼ同時代の人であっただろ
う。

バビロニア人は、尖筆やくさびを粘土に押し付け
て、湿った粘土に文字を書いた。バビロニアの記数
法では、1 は 1 つのくさびで、2 から 9 までの数字
は複数のくさびを組み合わせることによって表記さ
れた。

1800年ころ
紀元前

プリンプトン 322

参照：ピタゴラスの定理とピタゴラス三角形（紀元前 600年ころ）

▶プリンプトン 322（ここでは横向きに置かれている）は、
楔形文字で数字が書かれたバビロニアの粘土板だ。これら
の整数は、ピタゴラスの定理 a2+b2=c2 の解となる直角
三角形の 3 辺の長さを示している。
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アーメス（紀元前 1680 年ころ〜前 1620 年ころ）、ア
レクサンダー・ヘンリー・リンド（1833-63）

リンド・パピルスは、古代エジプトの数学に関す
る情報源として知られている中では最も重要なもの
とみなされている。この巻物は、高さが約 1 フィー
ト（30 センチ）、幅が 18 フィート（5.5 メートル）あり、
ナイル川の東岸にあるテーベの墓から発見された。
書記アーメスは、これをヒエログリフの草書体であ
る神官文字で書いている。この筆記が紀元前 1650
年ころに行われたことを考えれば、アーメスは数学
史上で最初に名前の知られた人物ということにな
る！ またこの巻物には、知られている中では最も
古い数学の演算記号が含まれている。プラスは、足
される数へ向かって歩いて行く 1 対の脚で表現され
ている。

1858 年、静養のためエジプトを訪れていたスコ
ットランドの弁護士でエジプト学者でもあったアレ
クサンダー・ヘンリー・リンドが、ルクソールの市
場でこの巻物を購入した。ロンドンの大英博物館が
この巻物を購入したのは 1864 年のことだった。

アーメスは、この巻物によって「事物を調査する
ための正確な認識、そしてすべての事物、神秘、
……すべての秘密の知識」が得られると書いている。
その内容は、分数、数列、代数、そしてピラミッド
の幾何学に関する数学の問題や、測量、建築、そし
て会計に役立つ実用的な数学に関するものだ。私に
とって最も興味深い問題は問題 79 で、その解釈は
当初は全く不可解なものだった。

現在では、問題 79 をパズルとする解釈が多い。
翻訳すると以下のようになるだろう。「7 軒の家に、
7 匹ずつ猫がいる。1 匹の猫は、ネズミを 7 匹ずつ
捕る。1 匹のネズミは、小麦の穂を 7 本ずつ食べて
しまった。1 本の小麦の穂には、小麦が 7 ヘカト（古
代エジプトの体積の単位）ずつ実ったはずだ。これら
をすべて合計すると、いくつになる？」興味深いこ
とに、7 という数字と動物を含むこの不滅のパズル
の遺伝子は、何千年も受け継がれているようなの
だ！ きわめてよく似た問題は 1202 年に出版された
フィボナッチの『計算の書』や、さらに後の時代の
セント・アイヴズのパズルという、7 匹の猫の登場
する古英語のわらべ歌にも見られる。

1650年ころ
紀元前

リンド・パピルス

参照：『ガニタサーラサングラハ』（850年）、フィボナッチの『計算の書』（1202 年）、『トレヴィーゾ算術書』（1478 年）

◀リンド・パピルスは古代エジ
プトの数学に関する最も重要な
情報源であり、分数、数列、代
数、幾何、そして会計に関する
数学の問題が含まれている。
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