
序 文

本を書くとき最も難しいのは，最初に何をおくかである．

ブレーズ・パスカル

数学の特別な定数は π, e, i の 3つしかない！　こう考えたくなる気持ちも

わかります．しかし実際はたくさんの定数があり，それぞれがそれ自身の定義

をもち，それ自身の数学の分野において生まれるべくして生まれています．ま

た，それぞれには特別な記号と名前も与えられています．その理由は，それぞ

れの定数が数値で書くには不便だからです．つまり，これらの定数を実際に数

字で表記しようとしても，便利な，有限の数値的表現ができませんし，パター

ン化された無限表現ももたない（つまり循環小数でもない）からです．すなわ

ち，任意の円の直径に対する円周の比は，3.142でも 11
7 でもなく，3.14159 · · ·

です．この数は，本質的にそれ自身と導関数が等しいただ 1つの関数である
(2.71828 · · · )x と同様，神秘的です．それぞれの定数の場合に後ろに続いてい

る点々は，その数が無理数（超越数であることはおいておき）であることを示

しています．πや eの記号と比較すると，
√−1を iと書くのは，ほんの少しだ

け便宜的な表記であるにすぎません．

ガンマとしてあまねく知られている数は，「よく知られていない定数」の中

で最も重要なものとして一般に受け入れられていて，それ自身第 4の重要な，

数学の分野では特別な定数です．その記号はギリシャ文字 γ で表され，これが

表している定数は，スイス人の天才，レオンハルト・オイラーの名前と永遠に

結びつけられています．その値はあまり魅力のない 0.5772156 · · · であり，後
ろに続く点々は，よく知られている πや eと同じように数が無限に続くことを
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表しているように思えますが，この場合の · · · は，この数が有理数か無理数な
のかどうかが不明なので，単に数が続くことを示しているにすぎません．

この本では γ という数を探求していきます．ということは，対数と調和級

数を探求することを避けて通れません．なぜなら，この 2つの間の相互関係こ

そ，オイラーが自身の定数を定義するために用いたものだからです．

γ = lim
n→∞

(
1 +

1
2

+
1
3

+
1
4

+ · · · + 1
n
− ln n

)
.

ここで，lnは，至るところに姿を現す eを底とする logのことです．これはフ

ランス式の表現である「自然対数」に由来しています．調和級数のほうは，数

学の文献で lnほど知られてはいませんが，括弧の中で lnと対になっている，

残りの式（これをHnと表記します）に対応しています．
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1970年代の中葉には，携帯用のマイクロチップ化された，電池式の比較的

安価な計算機が発明されました．その結果，対数表と，計算補助としての計算

尺の役割は終わりました．しかしながら数学の中では，対数を目にしてもあま

り驚くことではありません．微積分を勉強する人は誰でも，ある関数の積分表

現の中や，あるいは指数関数の逆関数として対数が何度も現れるのを目にする

でしょう．しかも定数の最高位を πと競っている eを伴って．対数は，対数と

まったく関係のないように思える状況の中でも警告なしに突然現れます．そし

て，対数がそのような状況で現れるとき，対数は思いがけない場所にまで驚く

べき影響を及ぼしています．この点は後で見ましょう．特に，調和級数や関連

した数学的項目にとっては，対数が存在していることにより，多くの恩恵を

被っていることもわかります．

この本は，2つの部分に分かれています．第 1–11章は主に「理論」の部とし

て，そして残りの部分は「実践」として理解してください．

「理論」の部分においては，対数と調和級数のそれぞれの定義と性質を扱い，

次にこれらを近似するための方法を扱い，あとは可能な限り，後半の章につな

げるための下準備を行います．まず，対数が最初に定義されたときの独特なや

り方を見ます．つまり，乗法を加法に変換するためにどれだけの知的努力が払

われたのかを明らかにします．こうすることで，古い世界の考え方を使って新

しい世界の考え方に読者の皆さんを案内しましょう．次に，3つの独特の性質
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をもつ調和級数を検討し，それからその特殊化と一般化を扱います．その後で，

小数と分数という 2つの表示により γ の値を近似していく方法で γ の定義をよ

り厳密に調べます．ここまで来ると，ようやくその数が実際に存在することが

実感できます．特に，一見すると信じがたい，互いに素な整数に関する性質を

証明し，素数の現代的な研究に入るための鍵を成り立たせている「オイラー積

（identity of Euler’s）」を証明します．

後半の章は「実践」です．私たちが関心をもつ 3つの対象（調和級数，対数，

素数の 3つ）は数学の中と，そしてその応用の中に現れますが，その現れ方を

いくつか考察します．解析学と数論における γ の様々な役割を述べ，調和級数

が様々な分野において何度も思いもよらない方法で現れることを考察し，さら

に対数が 3つの分野で出現すること（第 14章の 3節分）を扱います．最終章

では，対数のさらにもう 1つの応用を扱います．対数を素数定理に応用するこ

とによる「リーマン予想（The Riemann Conjecture）」への展開です（本書で

はどちらも証明はしません）．

リーマン予想は未解決問題ですから，本書で素数定理を選び出す価値があり

ます．オイラー自身が γ について述べているように，γ を探求していくと，必

然的に真剣に研究する価値のある数学へと行きつきますが，名高い素数定理や

畏敬すべきリーマン予想ほど価値あるものはありません．なぜなら，素数定理

により素数の気まぐれな振る舞いが予測可能になり，リーマン予想により，零

点をもたないように見える関数に零点が存在するのかと問い，その結果，素数

の分布予測の精度がさらに高まるからです．実際，後者は今日の数学において

最大の問題として単独に残っています．

本書で扱う数学はどの程度難しいのでしょうか？　難易度はもちろん主観的

な事柄です．確かに，本書では記号を躊躇せずに用います．なぜならば，記号

を使うのを避けると，実際に数学を考えずに，数学について単にお話しするだ

けになってしまうというお叱りを受けることになるからです．ですが，本書で

使われている手法の中で本当に高等なものは少なく，何ヵ所かで，単純な考え

が高尚な方法で使われているというほうが多いです．

数学では，日常的には同義語である「初等的」と「単純」という言葉につい

てきちんと区別をしています．「初等的」であるとは，著作を読むためにそれ

ほど多くの知識を必要としないことです．一方，「単純」であるとは，著作を理

解するためにそれほど多くの数学的能力は必要としないことです．この二語を
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使って本書を記述すると，この本の内容は，大体「初等的」ですが，それほど

「単純」ではない場合もあると言えます．読者の皆さんには多くの場所で鉛筆

と紙を使っていただきたいと思います．というのは，数学はスポーツ観戦のよ

うに，観客の側に立って見るだけでは不十分だからです．この本は教科書では

ありませんから，記述方法は適度に厳密ではありますが，形式的ではありませ

ん．むしろ，数学の背景について書いてある本です．そこで読者の皆さんは数

学それ自体を勉強するという意識から離れて，少しその近辺を読んだり，それ

を作った数学者たちについて，あるいは彼らが生きていた時代について読んだ

りしてみましょう．ただし本書は数学の歴史の本ではありませんから，その記

述はあるときは詳細にわたりますが，数行で済ませることもありますし，まっ

たく書かないこともあります．

本書を読めば，数学が本から生まれたのではなく，数学者が作り出したもの

であるということがわかります．そして本書では，時にあまり知られていない

数学者のことを取り上げ，その考えがどんなに卓抜しているかを読者の皆さん

に知ってもらおうとしたり，それらの考えが時間が経過するにつれてどのよう

に発展していったのかを感じられるようにしてあります．

確かに，本書で扱う内容は大体「初等的」な分野に分類されますが，リーマ

ン予想を扱う最終章の内容のいくつかはその例外です．なぜならこの章を理解

するには，複素関数論，その中でも特に複素微分と複素積分がどうしても必要

になるからです．もちろん，これらの考えを学んだことがある人にとっては，

この部分はほとんど問題ないでしょう．しかし，学んでいない人にとって，こ

のような考えは，むしろ驚くべきものとなるでしょう．もし学んでいない場合

は，単純に無視してもかまいませんが，できるならば理解しようとしてくださ

い．というのも，それらは最も栄光に満ち，また強力な理論的構築物なので，

学ぶ価値があるからです．複素関数論のいくつかの原理についての「短期集中

詰め込みコース」が付録D（本訳書では割愛）に含まれています．リーマン予

想は数学における未解決問題の中でも最大のものですから，初等的でもなく単

純でもないということは驚くべきことではありません．その章を読んだ方の中

からコーシーの偉大な創造を理解したいと思う人が出てくるならば，リーマン

仮説を扱うことはそれだけで正当化されるでしょう．

本書で扱う題材に興味をもっていただけそうな人たちはどんな人たちでしょ

うか．確率と統計をほんの少し知っていて，そして適切な微積分の課程を履修

していて，さらに，その前段階として，そのようなものがまだあるとしてです
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が，代数の課程をきちんと修了した人々です．具体的には，まずやる気のある

高校 3年生です．この人たちにとっては，本書で扱う考えの中には初めて見る

ものが多数あるのも当然でしょう．次は大学生です．彼らに対してこのテキ

ストは「干からびた骨（dried bone）」であるかもしれないもの（＝数学の公

式や考え）に実体を与えてくれます．次は先生方です．先生方には，この本は

ちょっとした良いアイデアを多数集めた便利なものになりうるでしょう（たぶ

ん 1つや 2つ，授業の話題の材料になるでしょう）．そして最後は，数学を昔

学んだ人や，かつて数学が非常に面白いと感じていたのはなぜだったのかを思

い出したい人たちです．本書では，面白い数学を面白く説明しようとします．

うまくいったかどうかの判断は，読者の皆さんにおまかせします．

本書にはたくさんの数学者の名前が現れてきます．その名前を見れば，その

主題とその歴史に興味をもった人ならば誰でも驚くことでしょう．しかし，他

の誰よりも多く紙面に現れるのはオイラーという名前です．彼の名前を冠した

数学的な領域を偶然通過するということはないでしょうし，それ以上に，どん

な数学的分野であっても，先に進めば進むほど彼の影響を感じないということ

は，ありえないとまでは言いませんが，難しいでしょう．例えば，私たちが当

然だと思っているような記号の中には，彼が初めて使い始めたものが多数あり

ます．e, i, f(x), Σ, ∆, sin x, cosx などです．この他に，頂点を大文字にし

て，対応している反対側の辺を小文字で表すという，三角形に名前をつける標

準的なやり方もあります．

数学の重要なアイデアを聞くと，オイラーの名前が想起されるものがいかに

多いことでしょうか．さらに，彼の名前がつけられているものがいかに多いこ

とでしょうか．この点については評価が難しくなるか，さもなければ忘れやす

いのです．オイラーは，非常に重要な概念を多数創造し，数学の知られている

領域に手をつけましたから．そして，彼は手がけたすべての分野で業績を挙げ

ました．実際，ロナルド・S・カリンガーによれば，オイラーの本と研究論文

は，全体のうち 873の目録がこれまでに作成されています．この分量は，1726

年から 1800年に出版された数学と力学についての純理論的でかつ工学的な研

究の全文献の約 1/3にも相当し，Opera Omniaと呼ばれているオイラーの著

作集は，それぞれの巻のページが 300から 600ページにもなり，74巻に達して

います．最後の部分はまだ完成していないので，少なくともあと 7巻は増える

でしょう．数学や数学史の本の索引でオイラーを調べると，挫折感が起こるこ

とがあるでしょう．ごく普通に索引ページを見ても，彼の名前が多数目に入り
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ます．オイラーの名前が明記されていない場合もありますが，次のようにオイ

ラーの名前から始まる 1つの独立した項目が立てられている場合もあります．

オイラー角（Euler angles），オイラー三角形（Euler triangle），オイラー

標数（Euler characteristic），オイラー積（Euler’s identity），オイラーの

円（Euler circle），オイラー回路（Euler circuit)，オイラー・マスケロー

ニ定数（Euler-Mascheloni constant），オイラー直線（Euler line），オイ

ラー数（Euler numbers），オイラーの第 1積分（Euler’s first integral），

オイラーの第 2積分（Euler’s second integral），オイラー多項式（Euler

polynomials），オイラーの ϕ関数（Euler’s Totient function），など．

もちろんこのリストには，さらにたくさんの見出し語が続きます．

場合によって必要になるのは，彼の名前 Euler の発音の仕方でしょう．もち

ろん，“Oiler”ですが．

「天才」という名詞は「高められた知的な力，天性でかつ非凡な想像力をもつ

創造的な能力」として定義されてきました．この言葉をあまり多く使ってしま

うと，その意味が薄まってしまい，逆に著者の判断が疑われてしまいます．し

かし，本書ではすでにこの言葉を使用しており，さらに今後もこの言葉をあえ

て使うつもりです．天才という名に相応しい人として，オイラーを差し置いて

他に適切な人はいません．その理由は，もしオイラーが天才でなかったとすれ

ば，この世には，天才と呼ばれるに値する人はまだ誰も生まれていないことに

なるからです．しかし，大多数の人たちは彼が何を行ったかはもちろん，その

定数 γ についてもほとんど知らないでしょう．彼は，自分の（Hn の一般化で

ある）ゼータ関数を通して γ に命を吹き込みました．そのうちの 1つの和であ

り，「バーゼルの問題（Basel problem）」として知られる ζ(2)は，長い間「解

析学者の絶望（the despair of analysts）」として表現されるほどの未解決問題

でしたが，オイラーが常軌を逸した解答により終止符を打ちました．

現代は「だせるか，だめになるか（publish or perish）」という時代ですが，本

書で扱うのは，オイラーを中心にした，その先人と，そしてある程度まで後続

の研究者が登場する時代で，誰が最初であるかという優先権が簡単には確定で

きない時代です．なぜならばこの時代の優先権は，学究的な雑誌に発表された

論文に基づくとは限らず，同時代か，あるいはそれ以前に記録された文章に対

する意見に基づくこともあり，そしてこのような場合でさえ，実際に解明され

てから数年たって，ようやく論文として発表されることがありました（ニュー
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トンとライプニッツによる微積分の発見に関する論争は，問題として起こりう

る不名誉な例です）．ですから，読者の皆さんには，この本の中で取り上げる

話が完全ではなく，代表的なものにすぎない場合があることをご了承いただけ

ると幸いです．

オイラー委員会の委員長ウルス・ブルクハルト博士は次のように書いてい

ます．

実際，オイラーの本では，その特徴として首尾一貫して明晰さと単純さ

を高度に求めており，また現代的な意味において最初の実用的な教科書

の代表例であり，そのおかげで，オイラーは彼の時代だけでなく，19世

紀に至るまで，ヨーロッパの第一位の教師になった．

オイラーは，到達するにはあまりに遠い，もしくは，明瞭に見えない目標を常

に私たちに与えてくれていますが，これは同時に古い考えを新しい目で理解す

るという楽しみ（と同時にイライラ）でもあります．そして，新しい考えを実

現することで，信じられないほど数学界が活気づくことを明らかにしました．

それとともに，話し言葉によろうと，書き言葉によろうと，学ぶための一番よ

い方法は教えることであるという教訓をもたらしました．本書を通じ，様々な

国，時代，伝記，論文・著書を通じて，何人かの注目すべき数学者にまつわる

いくつかの優れた数学の話を解き明かすことによって，読者の皆さんと感動を

共有できれば幸いです．


