
は じ め に

本書は Mathematicaの基本を学ぶための入門書で，初学者が短期間で Mathematica

を修得できることを目標にしている．

Mathematicaは，数式処理，数値計算，構造化データの処理，グラフィックス，サ

ウンドなどを同一環境において扱える，コンピュータによる数学の統合的なシステ

ムである．インタプリタ型で，数式とほとんど同じ形で式を入力すれば，即座に答え

が得られる．豊富な組込み関数を持っていて，プログラミングをすることなく，さ

まざまな計算を行うことができる．グラフィックスは強力で，これを利用して計算

結果を可視化することも容易である．このため，コンピュータを使う数学や，可視

化によるデータ解析などには理想的なツールとなる．

こうした Mathematicaに関して，優れた入門書や解説書がすでに多く出版されて

いる．しかし，そのほとんどはMathematicaを丁寧に学ぶという趣旨で書かれてい

て，内容の量も多い．初学者が数日から数週間で Mathematicaをある程度使えるよ

うになる，あるいはすでに稼働している Mathematicaプログラムを短期間で扱える

ようになる，という目的には最適とはいえない．

本書は，最も基本的な項目について厳選した機能を適切な順で提示し，なるべく効

率よく Mathematicaを学習できるように書かれている．それぞれのテーマは 1ペー

ジ，または見開きの 2ページに収められ，実践的な例によって解説される．初学者

が Mathematicaを初めて使うときの自習書として，また，チュートリアル講習会に

おけるテキストとしても使えることを目的とする．Mathematicaについての予備知

識はいらない．本書にしたがって実際に Mathematicaを使ってみればよい．さまざ

まなレベルの Mathematicaユーザーや，講習会におけるインストラクタの経験も広

く反映されており，すでに Mathematicaを使っているユーザーにとっても有用な情

報を提供する．
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最近は，学校や企業でも Mathematicaを導入するところが増えてきた．大学によっ

ては，キャンパスのどのコンピュータでも Mathematicaが利用できるようになって

いるところもあり，Mathematicaを使ってコンピュータを利用する数学の実習が行わ

れている．企業では，メーカーの開発部門の研究や，金融・保険関連の調査と分析

に Mathematicaが導入されつつある．また，高校においても Mathematicaによって

数学の教育効果を上げている例が多く報告されている．

Mathematicaで何がどのようにできるのかを，手っ取り早く知りたいという要求

はますます増えている． 「はやわかり」というには多少高度な部分もあるが，書か

れていないコマンドについても，書かれているコマンドの別の使い方についても，読

者は自らそれを探し，使い方をさまざまに試してみることができるようになるであ

ろう．本書が応用の利く「はやわかり」の期待に応えられるものであれば，著者と

して最大のよろこびである．
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第２版への序文

本書の初版は 1995年 12月に出版されたが，Mathematicaを手っ取り早く知る入門

書として，またMathematicaユーザーが自分の知識を整理するリファレンスとして，

読者に好評に迎えられた．当時のMathematicaはバージョン 2.2 で，Macintoshが

標準的なプラットフォームであったので，初版はそれに基づいて書かれた．

その後，Mathematica はバージョンアップされ，コンピュータやインターネットに

もいくつかの変化があった．まず，1996年の暮れに Mathematica 3.0 が出た．1998

年には日本語キットがリリースされた．そして 1999年 8月に Mathematica 4 とな

り，その日本語キットも 2000年 1月にリリースされた．

その一貫したアーキテクチャのお陰で，本書の初版に書かれているコマンドは変

更なしに使えるし，その動作にもほとんど変わりがない．しかし，Mathematica 3.0

以降に組み込まれた機能を使わないですます手はない．ユーザーは気がつきにくい

かもしれないが，Mathematica本体は 2.2 から 3.0 で画期的な変貌を遂げたのであ

る．また，それをとりまく環境としても，教育やビジネスの現場ではWindows が

圧倒的なシェアを獲得し，インターネットも驚くほどに普及した．Mathematica 2.2

の Windows 版は Windows 3.1 に基づいて作られており，OS の機能の制約から

フロントエンドは Macintosh 版よりかなり劣るものであった．Mathematica 3.0 以

降Windows 版は新しい OS に合わせて作られるようになり，その結果Macintosh

版とまったく同じものとなった．

Mathematica 3.0 における最も大きな変更はフロントエンドになされた．数式タ

イプセッティングと Unicode のお陰で，数学で一般に使われている記号や表記が使

えるようになり，数式は格段に見やすいものになった．ノートブックが計算の対象と

なるオブジェクトとなり，アーキテクチャの一貫性はますます徹底したものとなっ

た．その結果，たとえばヘルプブラウザに代表されるドキュメントもノートブック
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として，ユーザーが能動的に使うことができるようになったし，ハイパーリンクな

どの機能も使えるようになった．もちろん，基本的な計算の機能は格段に向上し，そ

のために便利な関数やオブジェクトが多数追加された．

Mathematica 4 に至って，行列などの構造化データの数値計算を効率よく行うパッ

ク配列の技術が取り入れられ，それまでの，Mathematica の計算速度は遅いという

イメージが払拭された．インターネットなどで入手できる画像や音声のファイルの

フォーマットがいくつか標準的なものとなり，これらを Mathematica で自在に取り

扱えるようになった．3次元グラフィックスを拡大したり，回転するなどインタラク

ティヴに扱う，RealTime3D の機能も取り入れられた．

これらの新展開を踏まえて，『はやわかり Mathematica』の改訂版が待たれていた

が，Mathematica 4 とその日本語版のリリースを期にこれを世に出すことになった．

初版に書かれている Mathematica 2.2 のコマンドはほとんどそのまま使えるので，

Mathematica 3.0/4 で増えた機能の解説を加えたことが主な変更点である．とはい

え，説明の都合上，実例を追加・削除したり入れ換えたり，ほとんど全般的に手直

しをした．初版で読者から指摘された項目についても，要求の多かったものは補足

した．その結果ページ数は増えたが，「はやわかり」の趣旨を損なわないように，初

版と同様に解説する項目は必要最少限にとどめ，読者が短期間で Mathematica の全

貌を把握できるように努めた．使われている実例の多くは，そこに説明文として書

かれてはいないが関連した内容を補うものであるので，よく眺めて説明文と併せて

味わってほしい．

新たに増えた部分のほとんどは Mathematica 3.0 に関する機能で，Mathematica 4

の部分は外面的には多くない．したがって，この改訂版は Mathematica 3.0 のユー

ザーの要求にもまったく問題なく応えられるものである．

この改訂版を書くにあたって，初版についてのコメントをくださった数多くの読者

の方々，間違いを指摘してくださった読者の方々に感謝したい．また，主にWindows

とインターネットに関連したさまざまなことについては，いわき明星大学情報科学

教育研究センターの渡邊景子氏にお世話になった．ここに感謝の意を表します．

2000 年 5 月

榊原 進
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本書の著者は 2006年 12月，Mathematica Conference 2006において次のように述

べている．

「Mathematica の組み込み関数だけでは必ずしも望む結果が得られない．望む結果

を実現するために複雑なプログラムを書いてしまいがちである．しかし多くの場合

ちょっとの工夫で望みのものに近い結果が得られるものである．難しく考えず，基本

的な機能を運用してこれを実現することの例を示したい」

このコンファレンスのために来日されていたMathematica の開発者テオ・グレイ

氏と私たち家族は著者の 61歳の誕生日をともに祝った．この時も著者はグレイ氏と

もっぱらMathematica の議論を楽しんでいた．そしてまもなく，本書改訂版の原稿

執筆にとりかかった．おそらく，読者に新しいMathematica の魅力を伝えたかった

のではないだろうか．しかし「いい本ができるから楽しみにしていて」という言葉

を残し半年後の 2007年 5月に逝去した．

遺された私には改訂版を出版できる力がないと半ば諦めかけていた．遺稿はバー

ジョン 6.0で書かれており，完成されてはいないものの，著者の意図は充分示唆され

ていた．少なくともその後編集作業に一緒に携わることになる諸氏は私と同じこと

を思ったのではなかろうか．遺稿をまとめバージョン 7.0に対応させることで，著

者が初版より一貫して目標としていた初学者のための入門書としてさらに利用して

いただくことができたらとの強い思いに至った．

辛抱強く膨大な遺稿の収集・整理・編集をしてくださった遠藤智子氏，特に改訂

作業では藤ノ木健介氏，出版の経験のない私を励まし，ディレクションを引き受け

てくれた榊原琢氏，そしてMathematica バージョン 7.0を提供し，出版にあたって

メッセージを寄せてくださったテオ・グレイ氏，その他多くの方からのご尽力をい

ただきこの本を世にだすことができた．第３版出版にあたっては共立出版株式会社
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編集制作部佐藤雅昭氏にご支援いただいた．この出版にご協力いただいた全ての方

に感謝の意を表します．

著者の意向に添う内容であることを祈りつつ．

2010年 2月　

榊原 牧子　

Foreword

Very early in the history of Mathematica it became surprisingly popular in

Japan.

At first we did not understand why. We were just a humble software com-

pany in a small town in the Midwest. Japan seemed like a very strange place

and very far away: Why were so many people there suddenly wanting to buy

our product?

Slowly we learned that it was because of a group of dedicated, enthusiastic

users, prominent among them Prof. Susumu Sakakibara, who were holding

meetings and spreading the word about Mathematica. We owe a great debt to

these people, whose meetings, books, and articles made Mathematica acces-

sible to Japanese users long before we were able to translate and adapt it

ourselves.

It was a great pleasure to meet Susumu when he traveled to America, and

an even greater pleasure to travel to Japan and meet him, his family, and

many of the other wonderful people who make up the Japanese Mathematica

user community.

Because of him, Japan is no longer a strange and faraway place, and his

passing is a great loss not only to his family, but also to the whole family of

Mathematica users.

I’m sure you will find this book as interesting, helpful, clever, and fun as

was its author.

Theodore Gray

Co-Founder, Wolfram Research, Inc.




