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1 報告要旨

1.1 はじめに

最初にお断りしておくが、私は非線形偏微分方程式を研究しているい
わゆる現場数学者のひとりであり、数学史の専門家ではない。この集会の
テーマである数学史は、数学の哲学とならんで、数学についての人文科
学的な研究であり、数学じしんにたいしてはいわばメタなレベルの議論
になる。したがって、そこでは、歴史学や哲学などの人文科学の研究の訓
練を受けたことのない現場数学者としての私の議論は、あくまでも素人
の議論の域をでないであろうことは、最初にお断りしておかねばならな
い。しかも、今回お話しようとするのは、数学史じたいではなく、数学史
を見る観点というか、数学史の哲学についての考察である。したがって、
数学じたいから見ると、メタ理論のそのまたメタ理論になるわけであり、
ますます数学から遠ざかっていくようにも思えるが、いわば否定の否定
として、数学史における専門技術的な細部の議論から離れて現場数学者
による己の営為の反省へと回帰するものであるともいえるわけである。
議論のテーマは、数学の発展において革命が起こるものかどうか、起
こるとすれば、数学における革命はどのような構造をもち、どのような
動力で起こるのか、といったことの考察である。数学の発展においては、
革命はありえない、数学の発展はあくまでも累積的に行われるというの
が従来の普通の考え方であった。とくに、数学がギリシャ以来、証明で
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あったとすれば（[1], 序 ）、いったん論理的に証明された定理は永久に転
覆されることはなく、実験や観測に依存する物理学や生物学などの自然
科学、いわゆる経験科学におけるような革命はありえない、というのが
常識であった。だから、トーマス・クーン（1922－ 1996）が 1962年に科
学革命の構造を骨太に描き出した（[2]）とはいえ、数学にもそれがあて
はまるかどうかは、自明ではなかったのである。ジュディス・グラビナー
（1938－　）の一連の仕事は、クーンの考え方が数学の歴史を考察する際
にも有効であること明らかにしたと思われる。そこで、まずクーンの議
論をざっとまとめて一瞥した後、グラビナーの主な仕事を紹介したい。

1.2 クーン『科学革命の構造』

クーンが『科学革命の構造』で打ち出した考えをおさらいしておこう。
クーンの考察の動機は自然科学者の集団と社会科学者の集団の性格の
違いはどこから来るかという疑問であった。つまり、クーンは、社会科学
者のあいだでは意見の相違が大きく、その範囲も広いが、いっぽう、自然
科学者の間では基本的なことについての論争が見られないという違いが
あるという印象をもち、その原因は何かと考えて、パラダイム paradigm

という考えに立ち至ったという。パラダイムとは、一般に認められた科
学的業績であり、一時期のあいだ、専門家たちにたいして、問いの立て
方や答えの仕方のモデルを与えるものである。（「まえがき」）
われわれの議論にひきつけていうと、数学は自然科学でも社会科学で
もないが、クーンの印象に照らしてみると、自然科学と同じように、あ
る時期においてはパラダイムが明確にあるという性格をもつように思わ
れる。
クーンは、「累積による発展」という史観だけに基づいていたのでは科
学史の研究はやっていけないことがだんだん明確になってきたという見
解をもった。伝統に縛られた通常科学 normal scienceの活動と相補う役割
をし、伝統を断絶させる、小文字・複数の科学革命 scientific revolutions

を考えなければならいというのである。科学革命の最も有名な例は、コ
ペルニクス、ニュートン、ラヴォアジエ、アインシュタインによる大転
換である。いずれにおいても、科学者集団は古くからある科学理論を否
定して、それとは両立しない新しい理論を受け容れた。どういう問題が
重要か、どういう解答が正当かについての基準がすっかり変換した。こ
のような変化は大論争を引き起こした。こういう性格は、マクスウェル
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方程式のようにそれほど革命的と見えない多くの事案についても見るこ
とができるという。（第 1章）
いいかえると、科学革命というのは、科学がただ累積的に発展するの
ではなく、古いパラダイムがそれと両立しない新しいパラダイムによっ
て、完全にあるいは部分的に置き換えられるという現象である。（第 9章、
104頁）科学革命が始まるときには、科学者集団の狭い一部に、既存のパ
ラダイムがうまく機能しなくなったという感じが広まる。少数の人にし
か事態は革命的には見えないし、革命はしばしば目立たない（第 11章）。
やがて革命が完成すると、科学者集団の世界観が変換し（第 10章）、世
界（＝環境）にたいする知覚は再教育される（126頁）。革命後の科学者
たちは、むしろ以前と違った世界に住むことになる（125頁）。そうして、
教科書やその含む歴史的伝統が書き直される（155頁）。そして、科学は
再びきわめて累積的な姿を呈し、新しいパラダイムのもとでの通常科学
の時期へと移行する（155頁）。
科学革命をこういうものとして捉えるならば、それは自然科学におい
てのみではなく、数学においても見られる。くわしくは、あとでグラビ
ナーの議論を紹介しながら見ることにしよう。
かつてクロウは、「数学においては、革命は起こらない、ありうるのは
数学の哲学における革命だけである」と主張したが（[3]）、数学において
あきらかにパラダイムの転換は観察されるし、その意味での革命はある
と考えるべきであろう。すなわち、数学における問いの立て方、解答の
し方の妥当性についての観点の変換は、やはり数学の哲学の変換という
より、数学じしんの変換と見るべきである。すなわち、クーンが観察し
た自然科学における革命の構造は数学においても妥当する。ただし、数
学は、自然科学と違って、実在する世界（＝環境）についての、少なくと
も直接的な理論ではないので、その革命が世界観や知覚のあり方の再教
育を直接に導くわけではない。数学の革命によって現実世界が変わった
相貌を見せるとは云いにくい。その世界観への影響は間接的であり、そ
の影響の構造の研究はまだ残されているのではないか。もっとも、極端
なプラトン主義の立場にたてば、数学の革命は数学的世界の知覚におけ
る転換ということはできるかもしれない。
クーンによると、通常科学というのは、特定の科学者集団が一定期間、
一定の過去の科学的業績を受け入れ、それを基礎として進行させる研究
を意味する（12頁）。そのさい、伝統のモデルとなる、教科書や有名な古
典のかたちをとった業績が、パラダイムとよばれる（13頁）。ところが、
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一方で、数学や天文学では、最初のしっかりしたパラダイムが有史以前
prehistoryに出来上がっており、また一方で、社会科学においては、パラ
ダイムというものが、はたしてできているかどうかさえ、まだ疑問であ
るとされ（18頁）、また、パラダイムを獲得しているかどうかが、ひとつ
の分野が科学とよぶことができるかどうかの、最もはっきりした基準で
あるとされる（25頁）。
とすると、社会科学はまだ科学ではないということになり、この結論
を社会科学者が受け入れるかどうか、大いに問題であり、物議を醸すで
あろうが、それは私のここでの議論のテーマではない。ただ、クーンが
「有史以前の数学のパラダイム」ということばで具体的に何を指している
かはわからないし、もしパラダイムという用語が教科書や古典のような
書かれた規範的な業績を指すとすると、有史以前に書かれた規範的なも
のが存在するというのは、解せない。
私は、パラダイムというのは、17世紀の大文字・単数の科学革命以後
は書かれた教科書や古典を指すとしても、もっと一般的には、それらの
背後にある、問題の立て方、解答の与え方の規範を指し、それは必ずし
も明示的に書かれていなくともよいと考えたほうがよいのではないかと
思う。
ホワイトヘッドは『科学と近代社会』のなかで、われわれがある時代
の哲学を批判するときに、その哲学の解説者たちが公然と擁護せねばな
らぬと感じている立場に主たる注意を向けてはならないと忠告している
（[4], 135頁）。ホワイトヘッドによれば、その時代の学者たちが無意識に
想定している根本前提がいくつかあるはずで、それらは彼らにとってあ
まりにもわかりきったものと思われるため、当の学者たちは自覚してい
ないのだが、それらの下に哲学体系の型が成立し、その時代の哲学を形成
するのである。だから、それらの前提を明らかにして批判の対象としな
ければならない。だとするならば、パラダイムも明示的に書き下されて
いないどころか、その時代の科学者集団が依拠しているにもかかわらず
自覚していない原理的な規範をもふくめてよいのではないだろうか。そ
う考えると、数学には有史以前にパラダイムがあったとしてもおかしく
はない。それがすでに明確な形で取り出されているかどうかは別にして
であるが。
また、科学革命を通じたパラダイムの交代とともに、地域的に異なる
複数のパラダイムの並存を考えるべきであろう。たとえば、代数方程式
を解くとはどのようなことをいうのかについて、ヨーロッパと中国では
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パラダイムが違った。ヨーロッパでは、解の公式を求めることが問いに
答えることになる。たとえば、2次方程式

ax2 + 2bx+ c = 0

にたいしては、

x =
−b±

√
b2 − ac

a

という解の公式をあたえることが解決になる。したがって、5次以上の方
程式は解けないということになる。それが証明されたのは、ガロア、アー
ベル以後であるから、アナクロニズムを避けて云えば、5次以上の方程式
の解は知られていなかったと云うべきであろうか。しかし、中国では、増
乗開方法などで数値解を求めるアルゴリズムを立てることが方程式を解
くことになるのであるから、5次だろうが、はたまた 15次だろうが、ど
んなに高次の方程式でも, その扱いは、2次方程式を帯従開方法で解くの
と本質的には何ら違いはない。どんなに高次な方程式でも中国人にとっ
ては解ける。しかし、中国人は解の公式を、2次方程式にたいしてさえ、
ついに明示することはなかった。たとえば、銭宝は『周髀算経』の趙爽
注が 2次方程式の解法について帯従開方法ではない新しい意見を提出し
（[5、62頁]）、解の公式を明示しているかのように語っている（[5], 65頁）
が、原文を見ると、直角三角形の辺の長さと面積のあいだに成り立つ関
係式をいろいろ論じてはいるが、ここでは趙爽に二次方程式を解こうと
いう意識があるとは思えない。ヨーロッパ数学の知識にひきずられた銭
の深読みであろう。この点についてくわしく検討したエッセイ「中国数
学に二次方程式の解の公式はあったか」を付録として添付しておくので、
検討されたい。仮に趙爽の頭の中に解の公式があったとしても、中国数
学のパラダイムには組み込まれなかったことは厳然たる事実である。銭
宝のきもちはわからないでもない。2次方程式の解の公式といえば、いま
では中学生も知っており、そんな初等的なことを偉大な中華民族が知ら
なかったなどということがあってはならないということだろうが、しか
し、解の公式などとりたてて自覚しなくとも、中国人は 2次方程式を帯従
開方法で自由に解けたのであるから、なんの恥ずかしいこともない。パ
ラダイムが違うだけである。そういうわけで、5次方程式は、ヨーロッパ
人にとっては解けないが、中国人にとっては解ける。もし彼らがそれを
言い合いすれば、平行線である。これは、やはり異なるパラダイムの通
約不可能性の例と云えるのではないだろうか。
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ちなみに、日本数学のパラダイムは基本的に中国数学のそれの一部分
であるが、代数方程式については、たとえば、沢口一之の『古今算法記』
（1670＝寛文 10年）に見るように、正の解が複数あることについての議
論が明示的になされていて（[6 ]、35頁）、この点について全く言及しない
中国数学との出入りがみられる。また、2次方程式の解の公式としては、
日本数学では、方程式

x2 + 2bx+ c = 0

の解の公式として
　 x =

c

−b±
√
b2 − c

というのが記述されていたという。これは 1991年 12月 7日の近畿和算研
究会で藤井康生先生にご教示いただいたことであるが、出典は失念した。
おなじみのヨーロッパのものと形式が違い、異様な印象を与えるかもし
れないが、つぎのように導いたようだ。すなわち、方程式に cを乗じて、
cx2を移行し、b2x2を両辺に加えると

　　 b2x2 + 2bcx+ c2 = (b2 − c)x2

を得る；両辺を開平して、　

　 bx+ c = (±
√
b2 − c)x

を得て、xの 1次方程式に帰着し、公式が得られる。むろん、分母を有理
化すれば、おなじみのヨーロッパ型の公式になる。こうしてみると、日
本数学のパラダイムは完全に中国一辺倒ではなく、いちぶヨーロッパの
パラダイムと重なる部分もあるようだ。
話を元にもどすと、この異なるパラダイム間の通約不可能性 incommen-

surabilityというのは、クーンの指摘した重要な概念である。中山訳 [2]で
は一貫して「同一の基準で測れないもの」とパラフレーズして訳されて
いるが、科学革命の構造を解析する上での鍵となる概念である。すなわ
ち、クーンによれば、革命の前と後では通常科学の伝統の間に通約不可
能性がある。競争するパラダイム主張者たちは互いに研究の目的が少し
ずつ違っているし、古いパラダイムと新しいパラダイムとの間には、解
くべき問題のリストに不一致がある（167頁）。新しいパラダイムのもと
では古い用語、概念、実験が相互に新しい関係のもとで捉えなおされる
ので、古いパラダイムに基づく学派と新しいパラダイムに基づく学派の
間には誤解の発生が不可避である（168頁）。ある意味で、対立するパラ
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ダイムの主張者たちは異なった世界でしごとをしているのであるとクー
ンは云う。クーンによれば、コペルニクスは地球が動くと主張している
のだから気が狂っていると云った人も、全く間違っているとは云い切れ
ないし、空間は曲げられないから、アインシュタインの一般相対性理論
は嘲笑すべきだという素人も、単に間違っているとか誤解しているとか
云い切れないと注意している（168頁）。じっさい、私は、いくら反論し
ても、「アインシュタインの相対性理論にはユウクリッド空間で充分だ。
それはポアンカレが証明した。」と頑固に言い張る、有名大学の名誉教授
で物理学の哲学に関する著述も多い物理学者を知っている。こういうと
き、全く、彼とは住んでいる世界が違うと感じるのを禁じえない。
とはいえ、クーンは、科学革命の構造の研究を、科学がどのように進
歩するのか、科学が着実に進歩するのはなぜか、という問題に対する解
答として提出しているのであって（第 13章）、「ホイッグ進歩史観」とい
う軽蔑語でレッテルを貼れば事終われりとして一切の進歩を否定したり、
なんでもありの相対主義をかつぎまわる無責任な言説とクーンの言説と
ははっきり区別しなければならない。新しいパラダイムが、古いパラダ
イムの視野や精度を極限まで推し進めて示された難点を解決し、より良
い精度、より広い視野、古いパラダイムでは思いもよらなかった新しい
現象の予測などを与えるため、科学者集団は、強制されてではなく、自
発的に改宗する（第 12章）。これが、科学革命の構造であり、それと補
完的な累積的な通常科学の過程との交代で科学が進歩する。こうクーン
は考えているのである。ただ、クーンのいうように、それは自然科学に
限られ、社会科学、政治思想、哲学、藝術には進歩はないのかどうかは
意見の分かれるところであろう。クーンの労作『科学革命の構造』につ
いての紹介はいちおう、これだけにしておく。

1.3 ジュディス・グラビナーの議論

Judith V. Grabinerは1938年生まれ、シカゴ大学数学科1960年卒、ハー
ヴァード大学から 1966年に科学史の学位を取り、現在は Pitzer College

教授。グラビナーの論文はそんなに多くないが、いずれも珠玉の掌編で
ある。著作としては、The Origin of Cauchy’s Rigorous Calculus, Dover,

1981があったが、昨年暮れに論集A Historian Looks Back -The Calculus

as Algebra and Selected Writings, Mathematical Association of America,

2010も出されている。ここでは、1974年の論文「数学的真理は時間依存的
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か？」（[G1]）と 1988年の「西洋思想史における数学の中心性」（[G2]）お
よび 2007年のインタビュー（[G3]）に基づいて彼女の見解を紹介したい。
1974年の論文は、ひとくちでいって、クーンの科学史観が数学史にた
いしても妥当することを論じたものといえよう。ただし、この論文には
なぜか、クーンの名前もパラダイムなどのキイワードも表立っては出て
こない。しかし、2007年のインタビューを読むと、この論文執筆時の認
識論的立場として、クーンの考え方に依拠していたことをはっきり認め
ている。彼女は論文の末尾でつぎのように結論している：「数学はふたつ
のふうで成長する。すなわち、継続的な増大のみならず、ときたまの革
命によっても成長する。数学は革命のない唯一の学問なのではない。む
しろ、数学は、最も破壊的でないとともにまた最も根本的な革命をもつ
人類の活動領域である。」これはすなわち、クーンの科学革命論が数学に
も妥当するという見解に他ならない。彼女によると、数学的真理は永久
であるとしても、それについてのわれわれの認識はそうではなく、数学
的真理にたいする態度は時間とともに変化する。思考において革命が起
こり、その後では以前の仕事が再評価される。これが、論文の冒頭で出
された問い、「数学的真理は時間依存的か？　コペルニクス、ダーウィン、
アインシュタインのそれのような科学革命は数学でも起きるのか？」と
いう問いにたいする彼女の答えである。
グラビナーは数学における革命として、古代ギリシアにおける幾何学
の公理化、16世紀における記号代数の創出、17世紀における微積分学の
創出、19世紀における非ユークリッド幾何学と非可換代数の発見などを
例として挙げているが、この論文でくわしく検討しているのは、18世紀
と 19世紀のあいだで起こった、微積分学の厳密化という革命の構造であ
る。これは、たぶんこの論文で初めてくわしく論じられたテーマである
と思われる。
論文の第 2節では、18世紀の解析学の実践の様相がいかに今日のもの
とは違っているかがオイラーの実例を通じて明らかにされる。これは、今
日のパラダイムから見ると、結果よければ全てよしの厳密さに欠ける作
風に見える。もし今日の数学科の学生がオイラーの論理でレポートを書
いてきたら、教官は怒り狂って、その学生がそれまでに取得した数学の
単位を全て剥奪しようとするかもしれない。ところが、そう見えるのは、
この作風が 19世紀のコーシーやボルツァノなどに始まる厳密化によって
すっかり変革されたからである。はじめから今日の厳密性がオイラーに
強制されていたら、オイラーは手も足も出なくなったはずであり、した
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がって厳密化の対象となるべき諸結果も蓄積されず、今日の解析学の発
展はありえなかったはずだ、というのがグラビナーの論理である。
そうすると、この 18世紀と 19世紀の間で起きた、微積分学の基礎に
たいする態度の変換という革命は、いったい何が原因で起きたのか、と
いうことが問われることになる。第 3節はこの問いに対してどう答える
べきかが論じられる。すぐに思いつく説明は、（１）誤りを避けるため、
（２）一般化のため、（３）ユークリッドという模範の厳密さに合わせるた
め、などであるが、グラビナーはこれらの説明の弱点を指摘した後、（４）
教育上の必要　という論点を提起した。すなわち、数学者の経済的環境
の転換というファクターに注目したのである。すなわち、18世紀末まで
は、数学者は王室などのパトロンたちの栄光と啓発のために寄与するこ
とで生活しており、優れた数学者のあいだの個人的なやりとりで話はす
んでいたが、フランス革命以後、ほとんどすべての数学者は、エコール
ポリテクニークを嚆矢とする科学教育のための教育機関で一般の青年た
ちに数学を教えることで生計を立てることになる。このことが、解析学
の基礎の確立、厳密化の動機になったというのがグラビナーの主張であ
る。コーシーからデーデキントまで、微積分学の基礎の厳密化の仕事の
多くは、たしかに教育に源泉がある。たとえば、デーデキントは、実数
論を確立して微積分学の基礎を完成させた『連続性と無理数』（1872）の
序文でこう書いている：

1858年の秋、私はチューリヒのスイス連邦工科大学の教授と
して、はじめて微分学の基礎知識を講義しなければならない
立場にあったが、そのときそれ以前にも増して、数の理論の
真に学問的な基礎が欠けていることを痛感した。定理の証明
にあたって、私は幾何学的な明証に逃げ道を求めていた。こ
のような微分学への導入が学問性を有すると主張できないこ
とは、誰も否定できないであろう。当時、私にとってこの不
満の感じはおさえきれないものになったので、その結果、私
は、無限小解析の原理の純粋に算術的な、全く厳密な基礎を
見出すまでは、いくらでも永く熟考しようと固く決心した。

この観点は、グラビナーがそう自覚していたというわけではなく、むろん
そう明記しているわけではないが、史的唯物論の観点に他ならず、ニュー
トンによる物理学の革命についえのゲッセンの 1931年の仕事の数学版と
いえるのではないだろうか。
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このような動因で微積分学の基礎にたいする見方が大きく変わる革命
が起こったのであるが、第 4節で論じられるのは、この革命後の 19世紀
的厳密さの内容を検討してみると、それが何もない空中から魔法で取り
出されたものではなく、どこか他所から借りてきたものでもなく、じつ
は 18世紀の計算実践のなかにその淵源をもっているということである。
18世紀における近似過程の現実的な作業における技術が、基礎の問題に
たいする態度の変更、観点の革命によって鋳なおされたものこそ、今日
われわれが共有し、また、もはや放棄することのできない、厳密な証明
の実体であることが明らかにされている。つまり、19世紀的な厳密さの
内実は、理論と実践との弁証法的統一である。
いずれにせよ、グラビナーによって初めて、微積分学の厳密な基礎付け
という革命の動因と構造が明確に分析されたと云ってよいであろう。結
論として、彼女は、数学の厳密さということについては、相対主義的観
点も、絶対主義的観点も退けたうえで、未来への期待のなかで革命過程
での実存をひきうけるよう数学者に対して示唆している。グラビナーの
この結論は当を得ているのではないだろうか。
1988年の論文「西洋思想史における数学の中心性」はバークレーで開
催された 1986年の国際数学者会議で読まれたもののようであるが、ここ
でグラビナーは、西洋の思想史のなかで数学がいかに中心的な役割を担っ
てきたかを説得的に示している。そのさい、数学のもつ、確実性と応用
可能性という二つの特徴が、西洋思想における数学の中心性を刻印して
きたものとして分析されている。そのため、ゲーデルの結果による確実
性の再反省のような、数学の性格についての観点の革命が、思想全体に
大きな影響を与えることになる。また、数学が西洋思想のなかで大きな
比重を占めるということはまた、それだけ強い、数学に対する反感も誘
発してきた。すぐれた数学者が数学の万能感を根拠のないものとして戒
めるいっぽう、数学的なものにたいする感情的な拒否も、ロマン主義の
思潮におけるように、何度も現れてきた。
こういう状況をふまえたグラビナーの結論はこうである：
「われわれが数学を教えるのは、量的な推論を教えるためだけではな
く、科学の言語を教えるためだけではなく、―それらはむろん重要だが
―、数学を教えるのは、数学を西洋思想史のなかでの中心的な役割にお
いて理解することなしには、ヒューマニティーも科学も仕事の世界も人
の世界も十全に理解することはできないということを人びとに知らしめ
るためなのである。」
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西洋思想はむろん世界の一地域であるヨーロッパで、主として近世以
降に形成されてきたものであり、空間的にも時間的にもきわめて限られ
た出自をもつ。数学の中心性もその特殊性のひとつではある。しかし今
日、西洋思想の支配力は、好むと好まざるとを問わず、全地球を覆ってい
る。出自がヨーロッパ近代であるからという理由で、自由、平等、民主主
義、人権、社会的連帯、理性尊重、政教分離などのさまざまな価値の普
遍性を否定することはできない。それらの普遍的価値を他民族に武力で
おしつけることは不当であるが、いかなる民族、いかなる国家に対して
も、その伝統的文化や信奉するイデオロギーの違いを理由にした普遍的
価値の制限にたいしては、言論による批判はいっさい躊躇する必要はな
い。そして、グローバリズムにたいして、それを賛美するにせよ、それ
に反抗するにせよ、思想、世界観における数学の位置取りに無自覚でい
るわけにはいかないのである。数学が選抜試験に利用されることによっ
て能力的選別と格差の固定の道具として機能していることのみに目を奪
われ、その文化の深部への影響力の強さを見損なうならば、必ずや手痛
い罰を受けるであろう。
グラビナーは 2007年のインタビュー [G3]でエスノ数学についての教育
実践を紹介しており、また他に、数学の発展は主に白人男性によって推
進されてきたという神話を明確に否定した論文などもあるが、これらの
テーマについては、ここではくわしく紹介することはせず、これでクー
ン/グラビナー数学史観の紹介の話を終えることにしたい。
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2 付録：中国数学に二次方程式の解の公式はあっ
たか

このエッセイの原稿は、1992年 2月 7日に雑誌「科学史研究」に投稿
し、同年 4月 16日に掲載拒否されてから、引き出しに放り込んでネズミ
の齧るに任せていたものである。今となっては表現を改めたいところも
あるが、いっさい加筆訂正はせずに当時のままに記録しておく。ただし、
元の手書き原稿のうち、図は省略し、算木の布陣はふつうの漢数字に替
えた。

2.1 はじめに

二次方程式

ax2 + bx+ c = 0, a ̸= 0, b2 − 4ac > 0

の解は、公式

x =
1

2a
(−b±

√
b2 − 4ac)

で与えられる。これを二次方程式の解の公式とよぶことにし、この公式
が中国の伝統数学のなかで用いられたかどうかを問題にする。
結論から先に言うと、中国伝統数学のなかでは、二次方程式の解の公
式は用いられることなく、またその必要もなかったということである。そ
れでは、中国で最初に二次方程式の解の公式（に相当するもの）が現れ
たのはいつかというと、それはずっと後代で、1723年出版の『数理精薀』
が最初である。

2.2 『数理精薀』の二次方程式

『数理精薀』は、清の康煕帝の強力な支持のもとにヨーロッパ人が協
力し、1690年から 1721年の脱稿まで 31年の歳月を費やして行われた西
洋数学の翻訳事業の成果である。したがって、その内容はヨーロッパ数
学の手法に従ったもので、中国独自のものではない。そのなかで二次方
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程式の解の公式は、下第 33巻に、「借根方比例・帯縦平方」の標題で出て
くる。そこでは、係数の符号が一般の二次方程式を一挙に扱うのではな
く、係数の符号に応じて次の 3種に分けて扱っている：

(A) x2 + bx = c,

(B) x2 − bx = c,

(C) x2 + c = bx.

ここに b, cは正の数である。(A), (B)は正の解をひとつ、負の解をひと
つもつが、『数理精薀』では正の解をまず与え、負の解は符号を変えたも
のを与えている。すなわち、(A)にたいして解 (

√
4c+ b2− b)/2, (B) にた

いして (
√
4c+ b2 + b)/2, (C) にたいして (b−

√
b2 − 4c)/2を与えている。

ただし、いずれも b, cが以下のような具体的な数値の場合にそくして計算
方法を示すにとどまり、文字を用いた公式を与えているわけではない。

(A) x2 + 2x = 24,

(B) x2 − 4x = 45,

(C) x2 + 36 = 13x.

ちなみに、原文は次のとおりである。

(A)　設如有一平方多二根，与二十四尺相等。問毎一根之数
幾何。

一平方　＋　二根　＝　二四

一根　＝　九

法以二十四尺為長方積，二根為縦多二尺，用帯縦較数開平方
法算之。将積数四因，加縦多自乗之数，得一百尺。開平方得
十尺，為和。減較二尺，余八尺。折半得四尺，為一根之数，即
長方之闊。加較二尺，得六尺，即長方之長也。

(B) 設如有一平方少四根，与四十五尺相等。問毎根之数幾何。

一平方　－　四根　＝　四五

一根　＝　九

法以四十五尺為長方積，四根為縦多四尺，用帯縦較数開平方
法算之。将積数四因，加縦多自乗之数，得一百九十六尺。開
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平方得十四尺，為和。加較四尺，得十八尺。折半得九尺，為
一根之数，即長方之長。減較四尺、得五尺、即長方之闊也。

(C) 設如有一平方多三十六尺，与十三根相等。問毎一根之数
幾何。

一平方　＋　三六　＝　一三根

四　＝　一根

法以三十六尺為長方積，十三根為和十三尺，用帯縦和数開平
方算之。将積数四因，与和自乗数相減，余二十五尺。開平方
得五尺、為較。与和十三尺相減，余八尺。折半得四尺，為一
根之数，即長方之闊。加較五尺，得九尺，即長方之長也。

原文を見て気づくことは、純粋に代数的な二次方程式の解法を叙述し
ているはずなのに、「尺」とか、「長方之積」、「長方之闊」というような幾
何学的な概念が混入していることである。じっさい、引用では省略した
が、解法のあとに「如図・・・」として長方形の図を描いて方程式と解法の
図解がしてある。これは、二次方程式を長方形の長辺、短辺を幾何学的問
題として捉えてきた中国数学の伝統を脱しきっていないところで、ヨー
ロッパ数学の導入も中国的に変容されていることがうかがわれる。当時
すでにヨーロッパでは、ヴィエトにより係数も文字で表すことがはじめ
られ（1591）、デカルトにより多項式の解釈が図形的な次元の制約から自
由になって（1637）、百年近くを経過していることを考えると、『数理精
薀』のヨーロッパ数学の受容はまだ不徹底であったといえる。
二次方程式の解の公式がここで初めて与えられたとはいえ、係数の符
号による分類をしていることは、まだ一般性がじゅうぶんでないことを
示している。じっさい、

(D) x2 + bx+ c = 0, b > 0, c > 0

の場合が欠落していることを自覚していただろうか。この場合は正の
解はないのだが。
また次のことにも気づく。今日の中学生なら、たとえば (A)ならば、

x2 + bx+ c = 0 ⇐⇒ (x+
b

2
)2 = c+

b2

4

⇐⇒ x+
b

2
= ±1

2

√
4c+ b2

⇐⇒ x =
1

2
(±

√
4c+ b2 − b)

14



という同値変形を行って解の公式を再発見することができよう。これは
公式の証明にもなっている。しかし、これに類するような発見過程（そ
れは同時に証明でもあるのだが）は、『数理精薀』には全く記されていな
い。公式を文章化したものだけである。次のような式の変形は付記され
ている。
一平方　＋　二根　＝　二四
二根　＋　一平方　＝　二四
一平方　　　　　　＝　二四　－　二根
二根　　　　　　　＝　二四　－　一平方
しかし、この変形は無意味で、何の役にもたたない。したがって、ヨー
ロッパ数学が受容されたとはいえ、証明の精神や記号の活用はじゅうぶ
んに消化されていず、旧来どおりの（宋元以前的な）天下り叙述主義を
出ていない。また、数値例がいずれも開平したとき整数となるものばか
りなのも気になるところである。邪推かもしれないが、開平して無理数
になる場合は、従来の中国式「帯縦開方法」の数値計算（次章参照）で
の直接解法にもどったのではなかろうか。すなわち、たとえば、

x2 + 2x = 5

に直面した場合、はたして公式を適用して

x =
√
6− 1

で止めえたかどうか、
√
·にあたる記号をもちえたかどうか、はなはだ疑

問である。

2.3 『九章算術』の二次方程式

1723年出版の『数理精薀』に初めて二次方程式の解の公式が現れたわ
けだが、それまでは中国では二次方程式をどのようにして解いていたか
というと、それは直接的な数値計算による解法によっていたのであろうと
推測される。すでに古く『九章算術』（紀元 1世紀ころ）のなかに二次方
程式を解く問題が出てくる。第 9巻第 20問がそれで、原文は次のとおり。

今有邑方不知大小，各中開門。出北門二十歩有木。出南門十
四歩，折而西行一千七百七十五歩見木。問邑方幾何。

答曰：二百五十歩。
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術曰：以出北門歩数乗西行歩数，倍之，為実。並出南門歩数
為従法。開方除之，即邑方。

これは、下図のような問題である。
[図は略す]

「術」によれば、20× 1775× 2 = 7100を「実」とし、20 + 14 = 34を
「従法」とせよとなっている。これはヨーロッパ式に記せば、「邑方」を x

として二次方程式
x2 + 34x = 7100

を解けば、答え x = 250が得られるということを指示しているのである。
この二次方程式のもうひとつの解は x = −284で負であるが、これについ
ては原文は言及しない。さらに、「術」は、二次方程式の係数の算出法を
記述するのみで、なぜそのようにして算出されるのかの理由については
沈黙する。これは、後の宋元時代に天元術が普及してその導出法を明記
するようになるまで、沈黙するのが中国数学の慣習である。
さて、問題の、いかにして二次方程式を解くか、であるが、原文には

「開方除之」とのみあり、具体的な指示はない。しかし、われわれは、こ
の点について、『九章算術』の編者（たち）の想定している解法は、二次
方程式の解の公式ないしそれに準ずるものによるのではなく、直接の数
値解法であったと推定する。それはなぜかというと、この型（『数理精薀』
の (A)型）の二次方程式は、平方根を求める数値計算の中間過程で現れ
るものと同じ型であるから、それを適用すれば、容易に数値解法が得ら
れるからである。平方根を求める数値計算は、『九章算術』では第 4巻第
16問に「開方術」としてそのアルゴリズムが記されている。さきの「開
方除之」とだけある二次方程式の解法は、これに他ならないと思われる
のである。念のため、「開方術」はどのようなアルゴリズムか見ておこう。
以下の解説は、銭宝編・川原秀城訳『中国数学史』，みすず書房，1990，
51－ 53頁による。

いま平方積が 55225なる正方形の辺長を求めるとしよう。ま
ず算籌五五二二五を布置する。これは「実」とよばれる。一
つの算籌をとり「実」の一位の下におく。

実　五五二二五

法

借算　　　　一
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この算籌式は代数記号を用いれば、方程式 x2 = 55225と表
すことができる。この「借算」を左へ二桁づつ二回動かして
「実」の万位の下におく。

商　　　　　　二○○

実　　　　五五二二五

法

借算　　　一○○○○

「借算」は 10000x2
1を表し、方程式は 10000x2

1 = 55225とな
る。おしはかって、2 < x1 < 3 を得ると、「実」の百位の上に
算籌二をおき、平方根の第一位の数（初商）とする。初商の
2に 10000をかけて 20000を得、「実」の下、「借算」の上に布
置して、「法」とよぶ。ふたたび初商の 2を「法」にかけ、そ
れを「実」から引いて、15225を得る。

商　　　　二○○

実　　一五二二五

法　　二○○○○

借算　一○○○○

「法」を二倍して右へ一桁うつし、「定法」とよぶ。「借算」を
右へ二桁うつす。

商　　　　二○○

実　　一五二二五

定法　　四○○○

借算　　　一○○

この算籌式は方程式

100x2
2 + 40000x2 = 15225

に対応する。おしはかって、3 < x2 < 4を得、3を平方根の
第二位の数（次商）とし、「実」の十位の上におく。・・・　

以下、同様にすすむ。「次商」、「三商」を求める算籌式に対応するのが、

x2 + bx = c
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の型の二次方程式であり、これを解いているのだから、この計算アルゴ
リズムが記述されている以上、この方式に従うことを前提にするかぎり、
第 9巻第 20問の二次方程式の解法を改めて指示する必要はないわけであ
る。こうして、『九章算術』におけるこの型の二次方程式の解法、いわゆ
る「帯縦開方法」は、「開方術」に従う数値解法であって、二次方程式の
解の公式によるものではないと推測しうるのである。
なお、『九章算術』にはまた立方根を求める「開立法術」もあるが、こ
れも三次方程式

x3 = A

の数値解法と見るべきであろう。『九章算術』には低次項を含む三次方程
式はないが、『緝古算経』（王孝通、7世紀）には三次方程式

x3 + 17x2 +
215

3
x =

5033

3

が与えられ、とくに解法を指示せずに「開立法除之」とのみ記して解x = 7

を指摘しているところを見ると、これも開立法術のアルゴリズムを流用
して数値解法で解かれたものと推測される。王孝通が三次方程式の解の
公式を知っていたはずがないことはあきらかであろう。
こうした開平、開立に端を発する代数方程式の数値解法は、周知のご
とく宋元数学において「増乗開方法」として完成を見るものである。中
国においては二次方程式といえどもこうした主流のなかにあって、解の
公式を用いることなく、数値解法によって解かれつづけてきたものであ
ると考えられるのである。すなわち、18世紀に『数理精薀』がヨーロッ
パ数学を紹介するまで、中国では二次方程式の解の公式は知られていな
かったし、そもそも必要がなかったのである。

2.4 趙爽の「句股方円図注」

ただし、気になる例外がある。それは、銭宝『中国数学史』の次のく
だりである（前掲訳書 65頁）。

趙爽はまた、句股図説において、既知である長方形の面積と
縦横の和から縦、横を求める問題をも提出する。いま長方形
の面積をA、　縦横和を kとすれば、かれの解法は、まず縦
横差が

√
k2 − 4Aに等しいことを求めて、そこから横の (k −√

k2 − 4A)/2と縦の k − (k −
√
k2 − 4A)/2を得ている。かか
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る解法も、面積図形を根拠にしたものである。すなわち、図
において正方形 k2から 4個の長方形 4Aを引くと、縦横差の
平方があまる。[図は省略する]開平方して縦横差を得る。つぎ
に和と差をたがいに引いて折半し、横を得、和から横を引い
て縦を得ている。同開法は代数符号をつかって表せば、横の
xにたいして

x(k − x) = A

あるいは
−x2 + kx = A

を立て、この二次方程式を解いて

x =
1

2
(k −

√
k2 − 4A)

を得ることであるが、同方程式の x2の係数が−1であり、そ
れが「帯縦平方」と異なっている以上、趙爽が開帯従平方法
をつかってその根を求めたとするわけにはいかない。

趙爽は三国時代の呉（220～280）の人で、『周髀算経』に注をつけた。上
に引用したのは、彼の「句股方円図注」についての銭宝の解説だが、も
しこれに従えば、趙爽は少なくとも

−x2 + bx = c, b > 0, c > 0

の型（『数理精薀』の (C)型）の二次方程式にたいしては解の公式を記述
していたことになる。じっさいのところ、どうだろうか。上に引用した
ところは、原文の次の部分を解釈したものと思われる。

令句股見者自乗，為其実。四実以減之，開其余，所得為差。以
差減合，半其余為広。減広於弦，即所求也。

これは、「句股方円図注」の最後のところであるが、たしかに銭宝のよ
うに、

x(k − x) = A

の解法を与えていると読めば読めないこともないが、一方、たんに直角
三角形の各辺、面積にかんする恒等式をアトランダムに列挙しているう
ちにたまたま出てきたものと見ることも可能である。少なくとも趙爽に
は、またそれに注をつけた甄鸞や李淳風にも、二次方程式を解いている
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のだという自覚があったかどうか疑わしい。というのも、この部分には
『九章算術』の第 9巻第 20問に明記されている「実」、「従法」といった
術語を用いた二次方程式の表現方法がないからである。だから、「句股方
円図注」のこの部分をもって、「二次方程式の解法についても新しい意見
を提出している」（62頁）と評価するのは、いいすぎであろうと思われる
のであるが、どうであろうか。念のため、「句股方円図注」全文の訳注を
試みておく。カッコ内は、解説のために補ったものである。

句股方円図

句 [a]、股 [b]はおのおの自乗し、これをあわせると弦実 [c2]と
なる [a2 + b2 = c2]。開方でこれを解くと、すなわち弦 [c] であ
る。[以下簡単のためa < bとする]　弦図を考えるとまた、句、
股をかけあわせて朱実二とし、これを倍にして朱実四とする
こともできる。句股の差の自乗で中黄実となる。差実一を加
えると弦実となる。差実を弦実から引き [c2 − (b− a)2]、その
残りを半分にする [ab]。差 [b − a]を従法として開方でこれを
解くと、また句を得るのである [x2+(b−a)x = ab ⇒ x = a]。
差 [b− a]を句 [a]に加えて、すなわち股 [b]である。あるいは、
方が内にあり、あるいは矩が外にある。形は異なるが量は等し
く、体は異なるが数は等しい。句実 [a2]の矩は、股弦差 [c−a]

を広とし、股弦和 [c+ b]を袤とする [a2 = (c− b)(c+ b)]。そし
て、股実 [b2]がそのなかにある。弦実 [c2]から矩句の実 [a2]を
引き、その余りを開くとすなわち股 [b]である [b =

√
c2 − a2]。

両辺にある股を倍にして従法とし、矩句を開くとすなわち弦
差である [x2 + 2bx = a2 ⇒ x = c − b]。股を加えて弦とな
る。句実 [a2]を差 [c− b]で割ると、また股弦の和 [c+ b]を得
る [a2/(c− b) = c+ b]。句実を和で割ると、また股弦差を得る
[a2/(c+ b) = c− b]。和 [c+ b]を自乗し句実 [a2]と加えて実と
し、和 [b+ c]を二倍して法とすると、得るところは弦である
[((c+b)2+a2)/2(b+c) = c]。和 [a+c]の自乗から股実 [b2]を引
き、法を先と同じにすると句になる [((a+ c)2− b2)/2(a+ c) =

a]。ふたつの差をかけあわせ二倍してこれを開き、股弦差を加
えると句となり [

√
2(c− b)(c− a)+(c−b) = a]、句弦差をこれ

に加えると股となり [
√
2(c− b)(c− a)+(c−a) = b]、両差をこ

れに加えると弦となる [
√
2(c− b)(c− a) + (c− a) + (c− b) =
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c]。弦実を二倍して句股差の実とならべ、和の実と比べ、図
によって考えると、弦実の二倍は満外大方より黄実だけ多い
[2c2 = (a+ b)2 + (b− a)2]。黄実の量は、すなわち句股差の実
[(b− a)2]である。差実をこれ [2c2]から引き、残りを開くと外
大方を得る [

√
2c2 − (b− a)2 = a+ b]。大方の一辺はすなわち

句股の和である。和を自乗し、弦実を二倍したものから引き、
その残りを開くと中黄方を得る [

√
2c2 − (b− a)2 = a+ b]。黄

方の一辺はすなわち句股差である。差 [b − a]を和 [b + a]か
ら引き、これを半分にすると、句 [a]となる。差 [b − a]を和
[a+ b]に加え、これを半分にすると股 [b]となる。弦の倍は広
袤合になる。句股の和を自乗してその実とする。四実 [4ab]を
これ [(a+ b)2]から引き、残りを開くと、得るところは差とな
る [

√
(a+ b)2 − 4ab = b− a]。差 [b− a]を合 [a+ b]から引き、

その残りを半分にすると残りは広 [a]となる。弦から広を引い
たものが、すなわち求めるものである。

2.5 むすび

以上のようなわけで、中国数学においては 18世紀にヨーロッパ数学か
らの移入があるまで二次方程式の解の公式は用いられなかったと言って
よいであろう。このことの歴史的意味を考えておきたい。
たとえば、二次方程式

x2 + 2x = 5

を解いて、解 x = −1±
√
6を得たとすると、現代のわれわれならこれで

何もすることはない。しかし、古代中国人にとっては、これでは答えと
認められず、正の解の数値 x = 1.4494...まで求めなければ済んだことに
ならないであろう。この場合、x =

√
6− 1で終わったとするということ

は、開平を数値的に実行しなくても解けたと思うということである。そ
の立場からは、自然に三次、四次、さらに高次の代数方程式の根も、係数
に有限回の四則演算とべき乗根を開く操作をほどこすことによる公式で
得られないかという問題意識が生じる。ヨーロッパの代数学は、周知の
通り、この方向で発展した。16世紀にイタリアでカルダノ、タルタリア、
フェラリなどによって三次方程式のこの意味での解法の研究が進み、そ
れは複素数の概念を生み（ボンベッリ）、さらに五次方程式にたいしてこ
の意味での解の公式を発見する努力が長く続いたすえ、1826年に、アー
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ベルがついにその不可能性を証明するにいたる。これを一般的に含むガ
ロワの理論（1832）は、現代代数学の誕生となった。これはあくまでも、
係数の体をべき乗根で拡大していった体のなかに根を求めようという方
向からのみ出てくる問題意識であり、その成果である。これに反して、中
国のようにあくまで数値解法を主流にすれば、宋元時代の増乗開方法の
ような結果につながるのであり、その成果はすばらしいものであるが、四
次以下と五次以上の方程式の質的差異は出てこず、現代代数学はここか
らは発生しない。したがって、元来はより精緻でもあり実践的でもあっ
た中国方式は、長い目で見れば、あまりに早く完成してしまって、新た
な質的発展にむすびつかなかったといえるのではないか。じつは、二次
方程式の解の公式があったどうかは、代数学が誕生する芽があったかど
うかという大きな意味をもっているのであり、中国と西方の、方程式に
たいするスタンスのとりかたの本質的差異を具現するものだと思われる
のである。
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