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厳密であるとはどういうことか？：『算術的求積』をめぐる論争

稲岡 大志†
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パリ滞在中に若きライプニッツが遺した数学関連の遺稿群で分量的にも質的にももっとも突出し

ているのは、1675年から 76年にかけて書かれた『系として表なしの三角法が与えられる円・楕円・

双曲線の算術的求積について（De quadratura arithmetica circuli ellipseos et hyperbolae cujus

corollarium est trigonometria sine tabulis ）』（以降『算術的求積』）である (A.VII,6,520-676)。ラ

イプニッツはこの長い論文を公刊する意図を持っていたようだが、生前に公刊されることはなく、

1993年に数学史研究者のEberhard Knoblochによって初めて公にされた。現在はアカデミー版全

集第 7系列第 6巻に収録されており、執筆に至る経緯もほぼ明らかにされている。この論文でライ

プニッツは、いわゆる求積問題を一般的な形で解決すること、すなわち、円曲線、楕円曲線、双曲

線、対数曲線、指数曲線といったさまざまな種類の曲線によって囲まれる図形の面積を求めるア

ルゴリズムの探求を行っているが、Knoblochを含む多くの研究者により、ライプニッツの手法は

現在のリーマン和に相当するものであると評価されている。また、無限小はあくまでも計算に有

用な虚構であるとする虚構主義の立場が認められるとされてもいる。その意味で、『算術的求積』

は単に数学的な内容のみならず、ライプニッツの数理哲学の展開という観点からも重要な著作で

あると言うことができるだろう。

ところが近年（2017年）、数学史研究者のViktor Blasjoがこうした評価に対して全面的な批判

を向けている。すなわち、ライプニッツの求積手法はあくまでも特定の条件のもとでのみ妥当な

ものでしかなく、一般性を持つとは言い難いし、また、無限小の基礎づけについてもライプニッツ

は強い関心を持ってはいなかったと、Knoblochによる一連の研究に代表され、多くのライプニッ

ツ研究者に共有されている見解を批判するのである。これに対して、Knoblochは批判論文が掲載

されたHistoria Mathematica 誌に「編集者への手紙」として短い反論を執筆し、これに対してま

たBlasjoが再反論するなど、小さな論争が起こっている。対立する論点は、『算術的求積』のラテ

ン語の文法上の解釈、定理間の参照関係の解釈、ライプニッツがこの論文を公刊しなかった理由、

その後の数学者としてのキャリアにおける『算術的求積』の自己評価、など、多岐に渡っている。

本発表では、『算術的求積』について簡単に概観して、命題 1から 7までの証明を再構成し、

Knoblochによる標準的解釈を見た後、Blasjoによる批判および Knoblochによる反論を提示し、

焦点となっている命題 6の証明を、図形の二つの機能という観点から検討する。

1　『算術的求積』について

本節では『算術的求積』に関する基本事項を整理しておきたい。1672年に外交官としてパリに

渡ったときのライプニッツの数学の知識は「嘆かわしい（deplorable）」[12, p.2]ものであった。し

かし、ホイヘンスの導きもあって、当時の最新の数学を学び、数学研究を本格的に始めたライプ

ニッツは、パリを去る 1676年には研究成果の集大成とも言える『算術的求積』を完成させるので
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ある。この研究成果を出版してフランスの王立科学アカデミーに入会する意図をライプニッツは

持っていたようだが、何らかの理由で公刊は実現せず（後述のようにこの点は『算術的求積』の評

価に関わってくる）、Knoblochが 1993年に公刊するまでは全体は知られないままであった。『算術

的求積』は現在はアカデミー版全集第 7系列第 6巻に収録されているが、執筆に至る経緯も判明し

ている。1673年にラテン語で草稿を書き（A.VII,4,N.42）、一部の成果はフランス語で 1674年 10

月にはホイヘンスへの書簡（A.III,1,N.39 = I, 2, 134-46）、1675年にはラ・ロック、ガロアへの書

簡として送られている (A.III,1,N.72,73)。1676年春から秋にかけて、完成に向けたドラフトが作

成され（A.VII,6,N.14,20,28）、最終バージョンが、7月から 9月にかけて執筆されることになる。

次に、『算術的求積』の内容をざっと見ておきたい。タイトルの「算術的求積」とは、曲線で囲

まれる図形の面積を有理数の無限収束列で表すことを、また、「表なしの三角級数」とは三角関数

を無限級数として展開することをそれぞれ指している。当時の数学者の間で問題となっていた求

積問題について、ライプニッツは、1682年の論文『有理数によって表された、外接正方形に対す

る円の真の比について』では、「円の求積すなわち等積な正方形その他の直線図形への変換（これ

は円と直径を一辺とする正方形との比、あるいは円周と直径との比に依存する）は四つの意味に

解されうることを知ってもらいたい」(GM.V,119=I,2,281)と述べ、求積問題の解法を分類してい

る。まず、計算による解法か、作図による解法か、で分かれ、それぞれについて、正確であるか概

略であるか、という四つの分類が提示される。その上で、計算による正確な解法をライプニッツ

は解析的と呼び、これをさらに、超越的、代数的、算術的の三つに細分化する。超越的とは不特

定の次数を持つ方程式によるものを、代数的とは通常の方程式の根をそれぞれ指す。ホイヘンス

は代数的解法により、円の面積が特定の数値で表されることを望んだが、ライプニッツ自身は有

理数の無限級数によるものである算術的解法を選ぶことになる1。

『算術的求積』は 51の命題と証明と 25の注解から構成されているが、最初の 7つの命題が「注

目すべき項目（Index notabiliorum）」(A.VII,6,521)として欄外に抜書きされていることからもわ

かるように、まず求積の一般的手法が述べられる（命題 1-11）。次いで、その方法のサンプル（命

題 12-32）が提示され、サイクロイド、分析曲線、円の求積がなされる（命題 32）。そして、三角

数や調和三角形の数列（命題 33-41）、双曲線、楕円曲線の求積（命題 42，43）、対数曲線の求積

（命題 44-50）と続き、最後の命題 51では命題 32で与えた円の求積以外で面積を表現することが

不可能であること、すなわち、円の求積は算術的にのみ解決されることが示される。

『算術的求積』の特徴としては、曲線で囲まれる領域の面積が取り尽くし法というアルキメデ

ス的伝統の手法で求められるという点、変換定理と有理数列による面積の表現という二段階の手

続きを踏んでいる点2、無限小を使用する証明と使用しない証明がともに提示されている点、2つ

の量の差が無限小であれば両者は等しいとするライプニッツ独自の同等概念が用いられている点

を挙げることができる。とりわけ、無限小を用いる手法とその正当化にはライプニッツ独自の有

限主義が見られるとして解釈されてきた。すなわち、無限小量とは特定の具体的な量を表すので

はなく、ある量について、それより小さい量を取ることが常に可能であるということを主張して

いるという解釈は、両者の差が微小なら同等とみなすライプニッツ独自の同等性の定義と合わせ

て、無限小を用いることの正当化の役割と数学の手法としての厳密さの双方を担保するものと捉

えられてきたのである。

こうした解釈を提示し、その後のライプニッツ無限小解析研究の解釈上のスタンダードをかたち

づくったのがKnoblochによる一連の研究である [14, 15]。彼は『算術的求積』で「ライプニッツ

は、部分積分区間の中間値に依存するリーマン和の手法を使って、関数の巨大なクラスの積分可能

性を論証した」、求積の一般化は「厳密に証明された傑出した定理」と評価する（[14, p.63]）。こう

1『算術的求積』は、円錐曲線の求積をめぐる当時のグレゴリーとホイヘンスの論争を受けてのものでもある。グレ

ゴリーは解析的求積はありえないとしたが、それを示すことはしなかった [7, p.368]。
2ただし、『算術的求積』全体の構成はこの二段階が明確にわかるような仕方では書かれていないが、ドラフトでは

それがよくわかる。
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した肯定的評価はその後のライプニッツ研究にも継承され、たとえば、2008年に出版されたライプ

ニッツの無限小に関する論文集『無限小の差異：ライプニッツと同時代人との論争（In�nitesimal

Di�erences: Controversies between Leibniz and his Contemporaries）』に収録されているArthur

や Leveyの論文など [1, 2, 17]でもおおむね踏襲されている。

2　命題 1から 7までの証明

2.1　命題 1から 5までの証明

「注目すべき項目」とまとめられていることからもわかるように、命題 1から命題 7は一つの

まとまりをなしており、先行の研究もこれらの命題の検討に集中している。特に、命題 6は「四角

形、階段状の図形、多角形の作図を続けて、それらの間や曲線とそれらの図形との間の差異が、所

与の量よりも小さくできること（これは他の著者たちによってしばしば仮定されていることであ

る）を、厳密に証明する」(A.VII,6,521)と述べられていることからもわかるように、Knoblochら

の解釈のベースとなっている。そこで、『算術的求積』の命題 1から 7までの求積の手続きを追っ

ていこう。命題 1では所与の三角形 ABC からその二倍の面積を持つ四角形を構成する仕方が示

される（523）。図 1において、三角形 AHGと CEB は相似であるので、辺 AH と AGの比は、

辺 CE と CB の比に等しい。よって、四角形 AGCE は四角形 AHCB に等しい。AH は三角形

ABC の高さに等しいので、AG×CEは三角形ABC の面積の二倍となる。証明は初等的な幾何

図形上の推論によって行われており、所与の三角形が鈍角三角形である場合と鋭角三角形である

場合とに分けている。

命題2は、増加する数列の隣り合う項の差の和は、その数列の並びを乱した（in ordine perturbato）

数列の隣り合う項の差の和以下であることが示される。ライプニッツは、A,A+B,A+B +Cと

いう三つの項について、{A,A+B,A+B +C}と {A+B,A,A+B +C}の 2数列を構成し、そ

れぞれの隣接する二項の差の絶対値を取り、その和が前者は B + C、後者は 2B + C となること

から、この結果を一般化できると推論している。

命題 3は、数列の最初の項と最後の項の差は、隣り合う項の差の和を超えることがないことが、

命題 2と同様に、有限の範囲について示されている。

|A− E| ≤ |A−B|+ |B − C|+ |C −D|+ |D − E|

命題 4は、いわゆる三角不等式であり、二つの項の差は、その間の三つ目の項とそれぞれの項

との差の和を超えないということが命題 3を用いて示される3。

|A− C| ≤ |A−B|+ |B − C|

命題 5は、三つの項について、最初の項と最後の項の差は、最初の項と二番目の項の差を超え

る量と、二番目の項と最後の項の差を超える量の和を超えないことが示される。

|A−B| ≤ gかつ |B − C| ≤ hならば、|A− C| ≤ g + h

2.2　命題 6の証明

命題 6では、曲線と直線で囲まれる領域の面積が、四角形によって近似される。ライプニッツ

はこの命題の冒頭で以下のように述べている。

3ライプニッツ自身は {A,C,E}の三項について命題を述べているが、ここではアルファベット順に改めて {A,B,C}
について書く。
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この命題を読むことは、命題 7の厳密な証明を望まないのであれば、省くことができ

る。そして、その厳密さが、未成熟な精神を疲弊させて、他の魅力的な部分から遠ざ

けてしまわないために、初めは無視して、全体を理解したあとで読むことがよりよい

だろう。(A.VII,6,527)

1676年の春に書かれた『算術的求積』のドラフトでもライプニッツはほぼ同様のコメントを命題

6の欄外に記している（A.VII,7,137）。したがって、論文の構想段階からライプニッツはこの命題

は読み飛ばすべきことを意図していることがうかがえる。

では、具体的に命題 6を追っていこう（以下図 2と図 3も合わせて参照のこと）。半円曲線 c上

の任意の点 C1について、接線を引き、接線と横軸との交点を T1とする
4。T1から下の横軸に降

ろした垂線と、C1を通り横軸に平行な直線との交点をD1とする。C1とは異なる半円上の点 C2

を取り、C1と C2を通る直線と横軸との交点をM1とする。Ciを更に取ることでDiを取ること

ができるが、Diを繋いでできる曲線 dの下の領域が求積されることになる。

C1を通り横軸に平行な直線と縦軸との交点をB1、B1を通り横軸に平行な直線とM1を通り縦

軸に平行な直線との交点をN1とする。M1から降ろした垂線とB2を通り横軸に平行な直線との

交点を P1とする。命題 6でライプニッツが証明するのは、階段状の図形 (B1N1P1N2P2B3B1)の

面積と曲線 dと直線で囲まれる図形 (B1D1D2D3B3B1)の面積が等しいこと、すなわち、任意の

量より両者の差を小さくすることができるということである。この結果と、命題 7において背理

法により示される、階段状の図形の面積はAを通り曲線 cを円弧として持つ図形の面積の二倍で

あることと合わせて、曲線 cに関する求積が可能となる。命題 6の証明は 8段階に分かれているの

で順に追っていこう。

1）まず、曲線 dが等しくない部分に分割される。たとえば、D2とD3に分けられるとして、そ

れぞれの点に対応する B2と B3 が取られる。これに応じて N1と N2、P1と P2 が取られ、四角形

B1B2P1N1とB2B3P2N2を取ることができる。

2）こうして得られた四角形が「要素四角形（rectanguluum elementare）」と呼ばれるのに対し

て、四角形D1αD2E1とD2βD3E2が「補完四角形（rectanguluum complementare）」と呼ばれる。

ここで、要素四角形B1B2P1N1と直線と曲線で囲まれる図形B1B2D2D1の面積の差がD1αD2E1

以下であることが主張される。

3）2）の証明が図形上での推論によりなされる。すなわち、両者の四角形から共通部分B1D1F1P1B2

を引くことで、残った部分D1N1F1と F1P1D2は、その和がD1αD2E1以下であることは図形上

から明らかである。したがって、

|B1B2D2D1 −B1B2P1N1| ≤ D1αD2E1

となる。

4）各 Bnに対応する要素四角形と直線と曲線で囲まれる図形と補完四角形の面積をそれぞれ、

ERn,Wn, CRnと表すことにする。すると、3）の結果は、|ER1 −W1| ≤ CR1と書くことができ

る。n = 2のケースについても 3）の結果が適用できるので、|ER2 −W2| ≤ CR2が得られる。こ

こで、

|W1 +W2| − |ER1 + ER2| ≤ |W1 +W2 − (ER1 + ER2)| ≤ |W1 − ER1|+ |W2 − ER2|

が得られる（ここでライプニッツは命題 3の結果と同値である |A| − |B| ≤ |A−B|を暗黙のうち
に用いている）。

5)補完四角形の面積の和（= CRとする）が評価される。補完四角形の高さBiBjはそれぞれ等

しくならないように取られているが、仮にすべての補完四角形の高さが等しいならば、底辺EiDi+1

4ライプニッツはアルファベットの左にパラメータの数値を書いているが、ここでは現代的に右に書く。
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をすべて足したものに高さをかけたものが CRと等しくなる。高さが異なる場合は、最大の高さ

に底辺の和をかけたものは CR以上となる。したがって、最大の高さに底辺の和をかけて得られ

た値をH とするなら、

CR = CR1 + CR2 + CR3 . . . ≤ H

となる。

6）4）と 5）の結果を用いて、要素四角形の和と直線と曲線で囲まれる図形の面積の差が以下の

ように評価される。

|W1 +W2 + . . . | − |ER1 +ER2 + . . . | ≤ |W1 −ER1|+ |W2 −ER2|+ . . . ≤ CR1 +CR2 . . . ≤ H

7）Hとは底辺の和を補完四角形の最大の高さで乗じたものであるが、曲線の区分をより細かく

することによって、「最大の高さ」もまたより小さくすることができる。したがって、Hの値もよ

り小さくすることができる。このことは、6）の結果である、要素四角形の和と直線と曲線で囲ま

れる図形の面積の差がどこまでも小さくすることができることを帰結する。

8）曲線の分割を無限に続けることで、要素四角形の和と直線と曲線で囲まれる図形の面積の差

をゼロにすることができる。すなわち、要素四角形の和と直線と曲線で囲まれる図形の面積は等

しいことが結論付けられる。

この 8段階の証明の後、点N を繋いでできる曲線 nに関しても同様の証明が試みられる。これ

によりライプニッツは、求積の手法は任意の曲線に対して妥当するものであることを実証してみ

せるのである。

2.3　命題 7の証明

命題 7では、命題 1の結果が曲線に適用される（以下図 4を参照せよ）。AC1C2C3（＝ T）の 2

倍と B1D1D2D3B3(= Q)の面積が等しいことが背理法で示される。証明は以下の 5段階に分か

れる。

1）両者が等しくないとして、差を Z とする。

2）多角形AC1C2C3A(= P )と T、階段状の図形（gradiforme）B1N1S1N2S2B3B1とQの差は

どこまでも小さくすることができる（ここで命題 6の結果が用いられている）。したがって、

T − P ≤ 1/4Z

Q−G ≤ 1/4Z

とおくことができる。

3）ここで、命題 1より、G = 2P である。

4）および 5）よって、

Q− 2P ≤ 1/4Z

2P − 2T ≤ 2/4Z

が得られる。命題 5より、

Q− 2T ≤ 1/4Z + 2/4Z = 3/4Z < Z

となり、これはQ− 2T = Z であることに矛盾する。よって、Q = 2T が得られる。

命題 7のこの証明の後の註解で、ライプニッツは、この証明の特徴として、アルキメデスの取

り尽くし法のように、内側と外側からの近似という手法ではなく、内側からの近似のみがなされ
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ていること、および、背理法を用いたこの証明よりも簡単な証明は無限小を用いなければ不可能

であるという注記を加えている。そして、命題 8では無限小を明示的に用いた証明が提示される。

これにより、命題 6と 7の取り尽くし法による背理法を用いた証明が、命題 8の無限小を用いる

証明へ書き換え可能であることが示されたのである。このことから、無限小という数学的対象が、

特定の対象を指すものではなく、「任意の量よりも小さな量を取ることができること」という証明

過程の短縮であることを示すものであり、それゆえに無限小は虚構であるとする見解をライプニッ

ツが保持していたという解釈が導かれることになる。

3　『算術的求積』の数学的評価をめぐる論争

3.1　 Knobloch説への批判

Knoblochを初めとするライプニッツ研究者の間では、前節で示した『算術的求積』の命題 6の

証明は、図形の面積を区分を極限まで進めて求めるリーマン積分に相当する内容を含むものであ

り、さらに、無限小に関する虚構主義の立場が見られる、とする『算術的求積』の評価はほぼ定

まったものとなっていたと言ってよい。しかし、Blasjoがこれに対して批判を加えている [5]。『算

術的求積』にそれほどの重要性を認めない Blasjoによる論点は、ライプニッツは求積を一般化す

るのための条件を十分には明示していないこと、『算術的求積』の成果をライプニッツ自身が高く

は評価してないこと、命題 6は任意の曲線に適用できるものではなく、あくまで特定のケースに

ついての求積であること、など多岐にわたっている。

まず、ライプニッツの数学者としてのキャリアにおいて『算術的求積』が持つ重要性について

見ておきたい。確かにライプニッツはこの論文をパリ時代の数学研究の集大成として時間をかけ

て作成していることは、全集に収録されているドラフトからもよく理解することができる。フラ

ンスの王立科学アカデミーへの入会という野心が背後にあったことは確かだが、ライプニッツは

何らかの理由により公刊を見合わせることになった。この理由自体はいまだ明らかにはされてい

ないが（とはいえ後述の通りKnoblochによる推定はある）、後年、ライプニッツが『算術的求積』

に言及している資料を見るならば、この論文の重要性をそれほど高くは見ていないことがわかる

だろう。Blasjoは 1703年 4月のヤコブ・ベルヌ―イ宛書簡の補遺（これはライプニッツはパリ時

代の数学研究を振り返っている文章である）を例として挙げている。

私の定理の大部分が他の人によって先取りされていることに気付きました。しかし、

私はそのことをさほど気に留めません。なぜなら、これらは、訓練を積んだごくごく

初心者にとっても完全に容易なものであると思うからです。また、より高度な問題が

残っており、それらは新しい種類の計算を必要とするからです。かくして、私は、私

の『算術的求積』が、たとえフランスやイングランドの人々から大いに称賛されてい

たとしても、公刊に値するとは考えないのです。（GM.III.73 = I, 2, 124）

後年のライプニッツが『算術的求積』の数学的内容にさほどの重要視を認めなかったという点

は林や Jessephも指摘している [26, pp.61-2][13, p.200]。ライプニッツは『算術的求積』での成果

を包括するより一般的な解析手法を思いついたため、この論文自体にはさほどのこだわりを持た

なくなったのである。そのことは以下の 1698年 7月以降のベルヌーイ宛書簡や 1691年の『有心

円錐曲線に共通の算術的解析』が証言してくれる。

私の算術的求積の論考は、書かれたそのときであれば称賛を受けられたでしょう。今

となっては、あなたがというよりも、我々の方法の初心者だけが大いに喜ぶでしょう。

(A.III,7,886)

私は 1675年に算術的求積の作品を作成しており、その当時友人たちもそれを読んでい

たが、主題が手元で膨らんでいったので、他の仕事も加わってからは、公刊のために
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遂行する暇がなかった。とくに大きかったのは、私たちの解析がわずかな言葉で示し

うることを普通の仕方で長々と述べるのはもはや有意義であるとは思えなかったこと

である。(GM.V,128=I,3,341)

また、命題 6と命題 7の解釈についても Blasjoは先行解釈に批判を加える。上に見たように、

命題 6ではまず半円 c上の任意の点の接線を取ることから新たに曲線が作られるが、いったん曲

線 dが作られたならば、半円 cは求積自体には関与しない。ではなぜライプニッツははじめから曲

線 dを描かずに、わざわざ半円 cから始めたのだろうか。Knoblochはこの点の考察はしていない

が、Blasjoの評価では、命題 6で達成されているのは、あくまでも半円上の点から構成される曲

線 dの求積という、特定のケースの求積でしかなく、任意の曲線に対する求積ではない。また、求

積の手法が適用可能な曲線の条件としてライプニッツは、曲線が凸状であることと、変異点を持

たないこと、の二点を挙げているが、Blasjoは、曲線が連続的で、どの点でも接線が取れること、

および、積分区間が有限であることをライプニッツは暗黙に仮定しているとして、これらの条件

を明示化せずに手法の一般性を主張しても認めることはできないとする。したがって、Knobloch

をはじめとする先行研究が、『算術的求積』は一般的なリーマン積分を確立したという評価は誤っ

ている、とするのである5。

さらに、ライプニッツが命題 6を、初読の際は読み飛ばしてもよいとわざわざ断っているのは、

読者への配慮というよりは、たんに、この命題に重要性を認めていなかったということを示すも

のでしかない。むしろ命題 6で取り付くし法が使われていることは、ライプニッツが古代ギリシ

アの手法を応用しただけということを示している。これもまた『算術的求積』の数学的評価にとっ

ては重要な論点であるとするのである。

無限小の基礎としての虚構主義に対しても、のちの数学関連の遺稿でこの立場に対する言及が

ないことから、Blasjoは、そもそもライプニッツは無限小の基礎という問題を重視していないと

みなす。未公刊の遺稿のうちのごく一部分だけを取り上げて、そこで表明されている見解があた

かもライプニッツの哲学的立場を表しているとみなすという解釈上の手続きの妥当性に対しても

否定的なのである。

Blasjoは以前にも『無限小の差異』のレビューですでにこの立場を鮮明にさせていた [4]。彼は、

分析哲学的解釈と数学史的解釈という構図を提示し、Arthurや Leveyの分析哲学的解釈を不毛な

ものであると述べている。もちろん、Blasjoの主要な批判対象であるKnoblochは数学史研究者で

あるので、この論争を哲学研究者と数学史研究者の方法論上の対立として単純化することはでき

ない。しかし、Blasjoは、近視眼的にテキストを読むのではなく、歴史的にも数学的にも厳密で

あろうとする態度から、Knoblochによる『算術的求積』の解釈を批判するのである。

3.2　批判への応答

こうした批判にKnobloch自身が簡単に反論している [16]。まず、ライプニッツが『算術的求積』

の出版を諦めたのは、パリに残した複写が紛失したためであって、数学的内容に関する後年の判

断は関係ないといする。実際、1682年、1691年にライプニッツは円の求積についての論文を公刊

している。また、Blasjoが新規性を認めない命題 6についても、曲線 dを構成する手続き自体を

言挙げする必要はなく、そもそもこの命題は『算術的求積』でライプニッツ自身が何度も言及し

て新規性を主張しているのである (命題 12、16、23)。

Blasjoが批判を向ける研究者の見解を見ておくと、Leveyもまた『算術的求積』を高く評価す

る一人であるが、とりわけ、この著作での数学的達成があるからこそ、ライプニッツはそれまで
5Blasjo は過去の解釈が命題 6 にばかり集中して命題 7 に対しては考慮に入れていない点も批判する。確かに、

Knoblochや Arthurや Leveyは命題 7への言及をせずに、ライプニッツの証明の厳密さを評価する。しかし、ライプ
ニッツ自身が命題 6と命題 7で示される求積が一般性を持つと主張するのは命題 7の系においてである。Rabouinは
命題 7の証明も考察しているが、Blasjoが指摘するように、命題 7で求積される領域を曲線の下部全体と取り違えて
いるし、命題 6と命題 7の関係の理解も不正確である。
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保持していた無限小の実在説を放棄し、無限小の虚構主義的立場に到達し、それ以後は無限小の

存在論的問題には取り組まなくなったとする [17]。また、命題 6をスキップすることを推奨するの

も、この著作が書かれた目的である王立科学アカデミーに入会するため、数学に不慣れな読者に

配慮した結果であるとする6。Rabouinもまた、ライプニッツが命題 6で「不可分者の方法のもっ

とも強固な基礎」（A.VI,6,521）を与えた点を評価する。さらに、ライプニッツが命題 8で提示し

たような無限小を用いた直接証明を採用しなかった理由としては、2つの図形の面積が任意の量よ

りも小さいことを背理法を用いずに示すことは、量に関する全称量化、すなわち、文字通りすべ

ての量についてそれを証明する必要があると考え、それは不可能であると判断したためではない

か、と推測している [20]。

Blasjoはこの反論に対して簡単な再反論を試みている [6]。基本的には既出の論点の繰り返しだ

が、命題 6の新規性の強調は、同時代の無限小の使用に警戒していた者へ向けられたものである

とする。

4　命題 6の検討：図形の 2種類の機能

上で見たように、Blasjoの批判は多岐にわたっている。そのうち、無限小の基礎づけに関して

ライプニッツは関心を持っていなかったという主張に対しては、反論が可能である。実際、『算術

的求積』と同時期にライプニッツは無限小についての哲学的考察である『無限小』などを残して

いる。また、以降の言及がないとしても、それを直ちに無関心の証拠とみなすことも早急にすぎ

るだろう。確かに、1680年代の普遍数学関連の遺稿には無限小に関する言及は見られないが、林

が主張するように、ライプニッツ自身が無限小の基礎に関する確定した態度を持ち合わせていな

かったためであるとも考えられる [27, p.25]7。すなわち、無限小への言及のなさには、無関心では

なく、慎重さを読み取るべきであると考えることもできる。

同様の反論は『算術的求積』を出版しなかったという事実の評価にも向けることができる。Blasjo

は『算術的求積』の内容をライプニッツは重要視しなかったからこそ出版をしなかったと考える

のだが、Knoblochが言うように、コピーの紛失という要因を軽視することはできないだろう。確

かに、以降の数学研究の進展により、ライプニッツが若き日の研究の集大成でもある著書に関心

を失っていったという解釈は十分に理解可能である。しかし、このことと『算術的求積』の数学

的達成の評価とは独立に考えるべきであろう。仮に『算術的求積』にリーマン積分に相当する内

容が含まれているとしても、後のライプニッツがそれを包括するアルゴリズムの考案に関心を寄

せていった結果、それを軽視するようになるということもありうるのである。したがって、以後

は『算術的求積』をめぐる経験的事実の評価ではなく、数学的内容の評価に焦点を絞りたい8。特

に、命題 6に関して、その証明が厳密であるかどうか、ではなく、
．
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　か、という論点に答えたい。

この問題設定の正当性を簡潔に示しておきたい。すでに触れたように、ライプニッツは自身の証

明の厳密さを繰り返し強調している。では、その際の厳密さとはどのようなものだろうか。『算術

的求積』は出世のために描かれたものであるので、成果を誇張して表現しているという側面を完

全に無視することはできないかもしれないが、しかし、少なくとも、求積の計算ができれば、方法

自体の厳密さはともかく、それでよいという素朴な態度 [17, p.123]をライプニッツに帰属させる

のは適切ではないだろう。ライプニッツ自身はこの論文では命題 6の一般化の条件として、曲線の

2条件以外には明示して述べていないように思われる。ならば、問われるべきは、
．
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6ただ、Leveyは、命題 7でライプニッツ独自の同等性概念を明示してはいない理由を、それが自明であると考えて
いたからだろうと推測する。4節で見るように、この推測の妥当性は、ライプニッツの遺稿を広く参照して吟味される
べきであろう。

7ただし、この解釈は、ライプニッツが無限性に関する虚構主義をすでに 1676 年の段階では確立していたとする、
Leveyや Arthurらによって支持される解釈とどう整合するのかを問う必要があるだろう。

8とは言え、後に示すように、実は『算術的求積』を執筆していたときのライプニッツが何を意図していたかという

経験的事実はこの論文の数学的評価とも密接に関わってくる。
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彼によって厳密であるとされた証明を検討することで、そこに含まれる厳密さを推測することが

必要であろう9。

発表者は既にライプニッツ数学研究での図形が担う役割について簡潔な考察を試みている [23,

24, 25]。ライプニッツの図形の使い方の特徴の一つとして、無限小三角形や無限に小さい間隔で

離れている図形を図形上で扱うため、まず有限の大きさの図形上で推論を行い、同じ推論を、図

形によっては正確に描写ができない上記の対象について適用させる、という手続きを取るという

点を指摘することができる10。『算術的求積』でも、命題 26で級数の収束を図形上で表現する際

に、同様の手法が用いられている（図 5）。命題 6でも、要素四角形と曲線で囲まれた図形の面積

の差について、まず具体的なケースで証明し、続いて、それを無限回数繰り返すことを求める、と

いう手続きが取られている。したがって、ライプニッツが読者に初読の際には読み飛ばすことを

求めた命題 6の証明は、ライプニッツの数学研究では常套とも言える手法が用いられていると考

えられる。これより、図形推論に注目して『算術的求積』を捉えることには一定の正当性がある

と考えれる11。

数学の証明で図形が果たしうる役割の一つに、対象の性質を視覚的に表示するという点がある。

線分の長さや角度の大きさを図形が正確に表現することはできないので、それらの性質は文によっ

て指定する必要がある。しかし、2直線が交差することや、ある円の内側にある円が位置するとい

うような、対象同士の位置関係は図形のみを用いて表現することができる。ここから、対象の位

置関係を表示する図形から推論を行うことが正当化される12。『算術的求積』においても、既に見

たように、命題 1の証明は、そうした図形の表示機能を活用したものであり、この意味では推論

としては妥当なものである。

しかし、図形が対象の位置関係を不正確に表示する（あるいは正確に表示することができない）

ケースもある。Giaquintoは中間値の定理を例に挙げ、グラフを描くだけで中間値の存在を主張す

ることは正当化できないとする。グラフ上では原点を通るように見えるが、実際にはそうではな

い関数が存在するのである。たとえば、有理数区間 [0, 2]において定義される f(x) = x2 − 2はゼ

ロ値を取ることができないが、グラフとして描くと実数区間 [0, 2]で定義された同じ関数と区別で

きない。実際、19世紀の解析学は、連続関数と一様連続関数の区別といった、グラフ上では識別

が難しい性質の厳密な定義が求められたのである [8, chapter 9][9]。

図形が対象の性質を正確に表示できないケースがあることと、図形に基づいた推論には妥当で

はないものがあるということは、区別する必要がある。たとえば、ユークリッド『原論』第 1巻命

題 1の正三角形の作図を示す定理は、2つの円が交点を持つという前提を明示していないという理

由で批判的に解釈されてきたが13、この批判が有効なのは、この定理を文ないし論理式によって証

明するときである。図形上では、交差する 2円から交点の存在を推論することは正当である。な

ぜなら、円の大きさやかたちを変化させても、2円の交差という位置関係が保たれている限りで、

交点の存在は変わらずに知覚されるためである。図形を用いた推論システムは文を用いた推論シ

ステムとは異なるため、当然推論の妥当性の基準も異なる。すなわち、『原論』のこの命題の証明

は図形の位相的性質にのみ依拠しているので、図形推論としては厳密さを欠くとは言えないので

9ゆえに、命題 6の検討だけでライプニッツ哲学全体に敷衍できる帰結を引き出すのはおかしいという Blasjoの批
判には正当性がある。なぜなら、ライプニッツ自身が数学の証明の厳密さをどう捉えていたか、は、数学研究を広く検

討することで解明されるべきことであり、特定の時期に書かれた特定の定理の証明だけを検討することで明らかになる

のは、そのときのライプニッツが想定していた厳密さでしかないからである。
10既に見たように、命題 3の数列の項の差に関する不等式を示す際にも、ライプニッツには有限個の項についての結

果を一般化するかたちで証明を行っている。こうした帰納的手法はウォリスなどが用いており、ライプニッツはそれを

よく学んでいた [19]。
11Rabouinはライプニッツの数学研究における図形の機能の重要性に着目する数少ない一人である。彼は命題 6の

特徴として、証明が図形の位相的性質に基づいている点を指摘している [20]。
12こうした図形推論に関する近年の研究については [22]を参照せよ。
13ライプニッツもその批判者の一人である。
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ある14。

数学の証明における図形の役割には、さらに、証明手続きを視覚化するという点も指摘できる。

たとえば、1/2 + 1/4 + 1/8 + . . . = 1は、面積が 1の正方形の半分の分割を続けることを図示す

る図形によって証明が可能である（図 6）。この図を見ることで、等式が成立することだけでなく、

いかにして成立するのか、すなわち、何故この数列の和が 1に収束するのかという理由も理解す

ることができる。したがって、証明の遂行に必要な前提を明示することと、証明手続きを図形を

用いて視覚化することは独立のことであり、前者の不備を後者の不備とみなすことはできないの

である。この点を指摘して、Azzouniは、図形推論が厳密さを欠くという批判は、いわゆる「使用

と言及」の混同に由来する不適切な批判であると診断する [3]。図形を用いた証明において、ある

前提が言及されずに使用されているとして、その前提が正当なものである限りで、その証明が厳

密ではないと判定することは適切ではない。しかし、その証明を遂行した者に証明の厳密さを帰

属できるかどうかは、経験的な問題である。Blasjoは『算術的求積』の命題 6の証明が曲線一般

に妥当すると言えるためにはいくつかの前提を明示する必要があると解釈するが、Azzouniの考

察にしたがえば、たとえ明示されていなくとも、ライプニッツの他の数学草稿と付き合わせるこ

とで、明示されていない前提をライプニッツ自身に帰する余地は残されている（とはいえ、時代

的制約を考慮するならば、その余地はきわめて小さいものであるだろうが）。

数学の証明におけるこうした図形の役割から、幾何学と解析学における図形の役割の違いを理

解することができる。ユークリッド幾何学では、図形が幾何学的対象の知覚上の対応物として機

能するので、図形の位相的性質を用いた推論によって幾何学的対象についての帰結を得ることが

できる。これに対して、解析学では、図形が対象の知覚上の対応物であるとは言えないケースが

多く、そのため、図形上での推論は、それが位相的性質に基づくものであっても、対象についての

帰結をもたらすとは限らないのである。したがって、解析において図形の使用が有益であるケー

スがあるならば、それは証明のアイデアを視覚化するという役割にあると整理することができる。

命題 6の証明は 8段階から構成されていた。このうち、1)から 5)は図形上での推論によるもの

である。1)でMiが Tiと Ti+1の間に来ることは、グラフ上から明らかとされているが、実際には

曲線 dには条件が必要である。2)と 3)は図形の位相的性質を用いている推論であり、妥当なもの

である。4)は、2つのケースについて同じく図形推論により 3)を示している。5)も同様に、底辺

が等しく高さが異なる四角形の面積の和の評価が図形推論によってなされている。6)は、4)の結

果を一般化して 5)と組み合わせたものであるが、曲線 dの形状に一様連続という条件が必要であ

る。7)は要素四角形の高さはどこまでも小さくすることができるという直観に訴えたものである。

図形上では高さの縮小には終わりがない。言い換えると、ある高さの四角形に対して、それより

小さい高さの四角形を取ることが常に可能である。したがって、高さを小さくすることで、H は

ゼロに近づくが、決してゼロと等しくなることはない。しかし、ライプニッツ独自の同等性概念と

は、無限回の縮小はゼロへの近似ではなくゼロ自体を帰結するいうものであった。命題 6では、幾

何学的対象としての図形を用いて、いかにしてH がゼロとなるかが示されている。代数的表現で

は、この「いかにして」は示すことができない。このように、ライプニッツの独自性の一つは、代

数的に理解される数学的結果を、図形を用いて表現する点にあると考えることができる [19, p.72]。

8)についても同様の指摘ができる。

命題 6で実際にライプニッツが描く図形（図 2）は原点である点A付近の様子が分かりづらく、

本文の記述と照らし合わせつつ曲線 dの構成を追うことも確かに容易ではない。しかし、要素四

角形と補完四角形と曲線の位置関係を把握できれば、証明を追うこと自体は難しくはないだろう。

図では C1から C4までの区分が描かれているが、おそらくライプニッツは、この図で描かれてい

る区分を理解した者であれば、Ciに対応するBiが無限小の幅を持つように区分することが想像上

で可能であることを意図していたものと思われる。すでに述べたように、有限の範囲での操作を

14Giaquintoがこの点を詳しく議論している [9]。
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図形を用いて明示し、その操作を無限回数継続させるという手法はライプニッツがよく用いるも

のであった。命題 6に関しては、そうした想像上の操作は、曲線の区分をより細かくするという過

程を指しており、もとの曲線が満たすべき条件については考慮されていない。したがって、Blasjo

の主張するように、19世紀以降の厳密化された解析学の基準からすると、この証明は厳密なもの

ではないだろう。

ライプニッツの証明は図形上での推論に依拠する部分と、代数的計算に依拠する部分から成る。

後者はすでに証明済みの結果を適用するかたちで遂行されている。前者に関しては、まず有限の

図形の区分を図形上で示した上で、面積の差を評価し、それを想像上で無限に繰り返すことを求

めている。こうした手法は、自然数列の和を黒丸を用いて図示し、有限の範囲で計算し、それを

想像上で無限に繰り返させる図形を用いた証明と本質的には変わらない（図 7）。すなわち、黒丸

の大きさには関係なく、黒丸の配置のみで数列の和が計算できるように、ひとたび曲線上に接線

を取ることができれば、曲線の性質に関わりなく、区分を縮小することができる。ただ、こうし

た手法で計算可能な数列のクラスはそう広いものではないように、命題 6の 8段階証明で求積可

能な関数のクラスも広くはないだろう。この意味では、確かにKnoblochにはじまる一連の解釈は

『算術的求積』の数学的内容の評価としては正確なものではない。

『算術的求積』におけるライプニッツは、図形上での推論を用いて、伝統的な取り尽くし法にも

とづいて個別のケースについて求積が可能であることを示しつつ、任意の曲線に適用可能である

とする説明も図形上で行っている。このことは、『算術的求積』における図形の使用には、（妥当

な）推論の媒体としての使用と、代数的に表現される証明を視覚化する媒体としての使用の 2種

類が、（おそらくライプニッツ自身も無自覚のうちに）同一の命題の証明で混在していることを示

している。『算術的求積』は数学が幾何学から抽象化するきっかけとなった時代、いわば厳密化の

萌芽期に描かれた論文である。したがって、証明中には幾何図形を幾何学的対象の知覚的対応物

として使うケースと、解析的証明のラフスケッチとして使う場合が混在しているのである。確か

に Blasjoの言うように、「17世紀の厳密さ」と「20世紀の厳密さ」は確かに異なるし、命題 6の

証明を後者の厳密さで評価するならば、厳密であると言うことはできない。しかし、それは時代

が異なるから厳密さも異なるということではなく、幾何学と解析学という、われわれから見れば

異なる数学分野が一つの証明に登場するという、17世紀の数学に固有の現象ゆえの違いである15。

ライプニッツ自身が切り拓いた解析学の厳密さを捉えるためには、単に現代とは時代が異なると

いう点ではなく、図形に依拠した正当な推論と、図形による証明手続きの表示という 2種類の用法

が混在していることを正確に捉える必要があるだろう。Blasjoは「ライプニッツを彼自身の言葉

で理解することが私の唯一の望み」と述べるが [6, p.421]、その望みを果たすためにはライプニッ

ツが用いた図形への注意深い解釈が必要であるだろう16。

5　おわりに

無限小の有限主義解釈を提示し、Knoblochとともにライプニッツの無限小解釈のスタンダード

を確立した一人である石黒は、「ライプニッツは数学を幾何学的直観から自由にしたいと思ってい

た」と述べている [21, p.104]。確かに、ライプニッツの数学研究を俯瞰するならば、そうした傾向

を認めることはできるだろう。しかし、本発表の考察によれば、むしろ『算術的求積』のライプ

ニッツは、図形の表示機能を巧みに活用して新しい数学理論を開拓しようとしていた。命題 6での

求積が、領域の面積を過小評価する四角形と過剰評価する四角形の 2つの四角形で近似し、両者

の四角形の差を小さくすることで遂行されるように、『算術的求積』の数学的内容の評価もまた、

Knoblochのような過剰評価とBlasjoのような過小評価の両者を用いた近似によってなされるべき

15とはいえ、図形が二通りの使われ方をするという現象が 17世紀に固有のものかどうかについてはより慎重な議論
が必要であろう。

16Grosholzは、ライプニッツが幾何図形や代数方程式や表など、さまざまな表現を利用して数学を進めた典型例と
して『算術的求積』を挙げている [11, pp.214-5]。
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であろう。今後必要なのは、ライプニッツの数学研究をどう評価するかという方法論上の議論を

経由した上で、過剰評価と過小評価を漸近させる作業であると思われる。

※本発表は JSPS科研費（15K02002）の助成を受けています。

一次資料

ライプニッツのテキストからの引用については、アカデミー版全集は、A、系列、巻数、頁数の順

で、ゲルハルト数学著作集は、GM、巻数、頁数で、『ライプニッツ著作集』第 I期は、I、巻数、

頁数で、それぞれ示している。アカデミー版全集への参照で、作品自体を指示したい場合はNを

用いている。

二次資料

[1] Richard Arthur, �Leery Bedfellows: Newton and Leibniz on the Statu on In�nitesimal� in

[10], pp.7-30.

[2] Richard Arthur, �Leibniz's syncategorematic in�nitesimals�, Archive for History of Exact

Sciences, 67(5), 2013, pp.553-93.

[3] Jody Azzouni, �That We See That Some Diagrammatic Proofs Are Perfectly Rigorous�,

Philosophia Mathematica,21-3, 2013, pp.323-38.

[4] Viktor Blasjo, �A tribute to the systemic futility of analytic philosophy as a historical tool�,

In�nitesimal Di�erences: Controversies Between Leibniz and His Contemporaries へのレ

ビュー, 2013.　 (https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R1Y1F5NR7M5IBI/ref=

cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3110202166: 最終アクセス 2018.11.05)

[5] Viktor Blasjo, �On what has been called Leibniz's rigorous foundation of in�nitesimal ge-

ometry by means of Riemannian sums�, Historia Mathematica, 44(2), 2017, pp.134-49.

[6] Viktor Blasjo, �Reply to Knobloch�, Historia Mathematica, 44(4), 2017, pp.420-422.

[7] Davide Crippa, Impossibility results: From geometry to analysis; a study in early modern

conceptions of impossibility Ph.D Thesis. Paris: Université Paris Diderot Paris 7, 2014.

[8] Marcus Giaiquinto, Visual Thinking in Mathematics, Oxford University Press, 2007.

[9] Marcus Giaquinto, �Crossing Curves: A Limit to the Use of Diagrams in Proofs�, Philosophia

Mathematica, 19-3, 2011, pp.281-307.

[10] Ursula Goldenbaum and Douglas Jesseph (ed.), In�nitesimal Di�erences: Controversies

between Leibniz and his Contemporaries, de Gruyter, 2008.

[11] Emily R. Grosholz, Representation and Productive Ambiguity in Mathematics and the Sci-

ences, Oxford University Press, 2007.

[12] Joseph E. Ho�man, Leibniz in Paris 1672-1676: His Growth to Mathematical Maturity,

Cambridge Unieversity Press, 1974.

12



[13] Douglas Jesseph, �Leibniz on The Elimination of In�nitesimals�, G.W.Leibniz, Interrelations

between Mathematics and Philosophy, Norma B.Goethe, Philip Beeley, David Rabouin (ed.),

Springer, 2015, pp.189-205.

[14] Eberhard Knobloch, �Leibniz's rigorous foundation of in�nitesimal geometry by means of

riemannian sums�, Synthese, 133, 2002, pp.59-73.

[15] Eberhard Knobloch, �Generality and In�nitely Small Quantities in Leibniz's Mathematics

- The Case of his Arithmetical Quadrature of Conic Sections and Related Curves�, in [10],

pp.171-183.

[16] Eberhard Knobloch, �Letter to the editors of the journal Historia Mathematica�, Historia

Mathematica, 44(3), 2017, pp.280-2.

[17] Samuel Levey, �Archimedes, In�nitesimals and the Law of Continuity: On Leibniz's Fiction-

alism� in [10], pp.107-34.

[18] Marc Parmentier, �Démonstrations et in�niment petits dans la Quadratura arithmetica de

Leibniz�, Revue d'histoire des sciences, 54(3), 2001, pp.275-89.

[19] Federico Ra�o Quintana, �Leibniz on the requisites of an exact arithmetical quadrature�,

Studies in History and Philosopy of Science 67 65-73 2018

[20] David Rabouin, �Leibniz's Rigorous Foundations of the Method of Indivisible�, Seventeenth-

Century Indivisibles Revisited, Vincent Jullien (ed.), Birkhaüser, 2015, pp.347-64.

[21] 石黒ひで、『ライプニッツの哲学――言語と論理を中心に　増補改訂版』、岩波書店、2003年.

[22] 稲岡大志、「図形推論と数学の哲学――最近の研究から」、『科学哲学』、47巻 1号、日本科学

哲学会、67-82頁、2014年.

[23] 稲岡大志、「「新しくて便利なもの」：ライプニッツ数学研究における図形の推論上の機能に

ついて」、第 3回日本ライプニッツ協会春季大会シンポジウム「ライプニッツ数理哲学の最前

線」、神戸大学、2017年 3月 25日.

[24] 稲岡大志、「色彩と逆光：数理哲学者としてのライプニッツ・オルタナティヴ」、日本哲学会

第 77回公募ワークショップ「哲学史研究の哲学　ケーススタディ編：ライプニッツの場合」、

神戸大学、2018年 5月 20日.

[25] 稲岡大志、『ライプニッツの数理哲学――空間・幾何学・実体をめぐって』、昭和堂、2019年

1月刊行予定．

[26] 林知宏、『ライプニッツ　普遍数学の夢』、東京大学出版会、2003年.

[27] 林知宏、「ライプニッツと普遍数学」、『数理科学』、2017年 1月号、サイエンス社、22-8頁.

13



2018/11/10 

日本ライプニッツ協会第 10 回大会（於：石川四高記念文化交流館） 

稲岡大志「厳密であるとはどういうことか？：『算術的求積』の評価をめぐる論争」  

 

1 
 

図 1  A.VII,6，523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2  A.VII,6，528 

 

 
 
 
 



2018/11/10 

日本ライプニッツ協会第 10 回大会（於：石川四高記念文化交流館） 

稲岡大志「厳密であるとはどういうことか？：『算術的求積』の評価をめぐる論争」  

 

2 
 

図 3  Arthur[1, pp.21-2] 
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図 4  A.VII,6,534 
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図 5   A.VII,6,590 

 

 

図 6  Azzouni [3, p.323] 

 
 

 

図 7  稲岡 [22, p.77] 
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