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小作用の原理の数学的発展

ヴォルテールの攻撃文書によって，モーペルテュイはヨーロッパ中の
笑い者になったが，モーペルテュイの原理そのものはその後も命脈を
保ち，さまざまな科学者によって検討・改良されてきた．この原理をも
う一度述べると，「自然はすべての可能な運動の中で作用の量が
小になるものを選び取る」というものだが，いくつか問題がある．まず，
作用の量をどう定義すればよいのか?  また，可能な運動というときの
「可能」とはどういう意味なのか? 実際には起こらないそれらの運動を，
目にみえる唯一の現実の運動とどうやって比較すればよいのか?
これらの厄介な問題を 終的に解決し，モーペルテュイのアイデアを
曖昧さのない使える形にしたのは，オイラー，ラグランジュ，ハミルトン，
ヤコービらの天才たちであった．



ライプニッツの夢

普遍的な人工の数学的言語によって，百科全
書的な知識を編集することを夢見ていた．

この人工言語によって，各分野の知識が表現で
き，記述された内容に適用される計算規則が，
それらの命題間の論理的関連を明らかにする．

非常に楽観的で，科学アカデミーを作って，有
能な比較的少数の人々が協力して仕事をすれ
ば，これらの夢は数年で実現できると考えた．

ハルツ鉱山の動力を水力から風力に替えること
によって得られる収益をアカデミー創設の財源
に充てようとした．

1646 - 1716



ベルリン・アカデミー

１７００年，ベルリン・アカデミー創立，院長ライプニッツ．

「兵隊王」フリードリヒ・ヴィルヘルム１世は，ライプニッツをすぐに追
い出したが，１７４０年即位の「哲人王」フリードリヒ大王は，プロイセ
ン近代化の一環として，アカデミーの改組とテコ入れを行った．

ヴォルテールやダランベールに院長就任は断られたが，１７４１年に
ロシアからオイラーがやってきて大王の面目は救われた．オイラー
は，２５年で３００編あまりの論文を書き続け，大王の期待に応えた．

１７４６年から１７５７年まで，モーペルテュイが院長．

１７６３年，大王がアカデミーの院長となる．１９６６年に，オイラーは
ペテルブルグに帰任，ベルリン・アカデミーの後任はラグランジュ．



ペテルブルグ・アカデミー

ペテルブルグ・アカデミーは，ロシアの近代化に着手し強力に推進し
たピョートル大帝が，これまたライプニッツの計画を継承して１７２４
年に作ったものである．

オイラーは，１７２７年に２０才で着任して以来，途中２５年間のベル
リン時代をはさんで８３年に死ぬまでペテルブルグで働いた．

ペテルブルグでの後半のパトロンが，これまた「ヴォルテール主義
者」で「啓蒙君主」のエカテリーナ２世であった．そのパトロンぶりは，
オイラーの家が焼ければすぐ豪邸を新築するほどのものであった．

「どこにいってもペテルブルグの紀要をどれほど人々が欲しがって
いるかは，言葉に尽くせません」とベルヌーイはバーゼルで書いた．



職業としての科学者

フリードリッヒ大王もエカテリーナ２世も，オイラーを直接実用目的に
役立つ基礎研究に縛り付けることなく，わけのわからぬ数学や物理
学の基礎研究にはげむオイラーの生活を保障した．

ケプラーは宮廷数学官という肩書にもかかわらず，十分な給料を得
ることができず，事実上占星術をなりわいとしながら宗教的迫害の
中で流浪の生涯を送り，ガリレイは教会権力によって隔離され，オラ
ンダに隠遁したデカルトは自主規制し，失意と不遇のうちに死んだ．
ライプニッツは下らない貴族の家系図作りに精力をすり減らした．

大陸ではオイラーを境に科学者と科学の社会的地位が一変し，フラ
ンス革命を経て科学は国家機構にビルトインされてゆく．



解析学の権化 オイラー
「オイラーは，人が呼吸するように，またワシ
が風に身を任せるように，はた目には何の苦
労もなく計算をした」 （アラゴのことば）

解析学を駆使して天体力学の難問をあらかた
片づけたラプラスは，「オイラーを読め，オイ
ラーを読め，彼は私たちすべての師なのだ」と
若い数学者を叱咤激励した．

史上空前の多産とされており，一説には1年
平均800ページもの論文を書いていたとも言
われている．その余りに多すぎる論文や著作
ゆえ，1907年から刊行が始まった全集は既に
70巻を越えるものの，未だに完結していない．

１７０７ - １７８３



力学：解析学的に示された運動の科学 （１７３６年）

「プリンキピア」の解はニュートンが問題毎に示す解法の巧妙さを見
せつけるものではあるが，裏を返せば問題処理方法の定型が確立
されていないということで，わずかにしか異ならない問題でも別個の
解法を考案しなければならなかった．オイラーはこの欠陥の原因を
「プリンキピア」の幾何学的な記述に見て取り，それゆえその解決策
を力学の解析化に求めたのである．

明確に規定された「質点概念」を自覚的に力学に導入して，以下の
力学の基礎方程式を提唱した．

，

：質点質量， :速度,  :曲線の接線方向の力, :法線方向の力



力学の新しい原理の発見 （１７５０年）

以下の「ニュートンの運動方程式」の発見者はオイラーである．

力学全体の基礎方程式として上式を定式化したことの意義は次の３点である．

①運動方程式をニュートンのやったように微小だが有限の時間変化としてでは

なく，瞬間的な速度変化として与えたこと．

②力や加速度を３次元のベクトル量と捉えて，運動方程式を３次元直交成分に

分解して表したこと．

③運動方程式がすべての物体の構成要素としての質点に対して成り立つ，

すなわち，上式が質点・剛体・弾性体・流体を問わずすべての物体に対する

力学原理であると宣言したこと．



大・ 小の性質を示す平面曲線を見出す方法（１７４４年）

力学における 小作用の原理は，モーペルテュイと
ほとんど同時期にオイラーが提唱していたのである．
そしてオイラーのものは，概念的にも数学的にも
モーペルテュイのものより格段に厳密に定式化され
ていた．

ニュートン没後，力学は原理的な探求の他にいくつ
かの「重要問題」への挑戦という形で展開してきた．
その重要問題とは「 速降下線」，「懸垂線」（およ
び「複合振り子の移動中心」）の問題を指している．
これらの問題が重要なのは，問題それ自体よりは，
これらの問題への挑戦が結果として解析学の発展
を促したこと，つまり変分法という新しい分野を解析
学に拓いたという点にある．



速降下線についての問題提起 （１６９６年）

 速降下線については，ガリレオが「新科学対話」で考察し，半円と
なると推測しているが，これは誤りである．

１６９６年６月にヨハン・ベルヌーイが，ライプチヒの Acta Eruditorum
に 速降下線の問題を提起し，解を募集している．

１６９７年３月に，ライプニッツ，ニュートン，チルンハウス，ロピタル，
ヤコブおよびヨハン・ベルヌーイの６人の解答が掲載された．

ニュートンの解答は，英国の Philosophical Transaction に匿名で掲
載されたが，ヨハンは「ライオンは爪をみただけでライオンとわかる」
といって，ニュートンの解答であると推測した．



ベルヌーイ一家

ニコラウス (1623 – 1708)

ヤコブⅠ

1654-1705 数学者

ニコラウスⅠ
1662-1716  画家

ヨハンⅠ
1667-1748  数学者

ニコラウスⅡ
1667-1759  
数学者

ニコラウスⅢ
1695-1726

ダニエル
1700-1782
数学者

ヨハン ＩＩ
1710-1790



ベルヌーイ家の有名な数学者

ヤコブ ヨハン ダニエル



ヨハン・ベルヌーイの解答

（ は垂直落下距離）

 
とおくと

スネルの法則より



ヤコブ・ベルヌーイの解答

ヤコブ・ベルヌーイが 速降下問題を解くのに用いた基本定理は

①ある曲線が 大・ 小の性質を示すなら，その曲線のどの小部

分も同じ性質を示す．

②ある量の 大または 小値の近くで独立変数が無限小の変化を

しても，その値は 大または 小値に等しいのと同様，求める

曲線に対して 大・ 小であるべき量は，それと無限に近い曲線

に対しても同じ値をとる．

ヤコブ・ベルヌーイの計算は極めてまわりくどいが，上記の考え方の
方がオイラーの変分法に影響を与えた．



二人の解法に対するマッハの評価

ヨハンはまだ何の方法も持ち合わせていないのに，その幾何学的な
想像力によって一見のもとにこの問題を解き，たまたま知っていたこ
とをこの問題に利用するすべを心得ていた．彼のこのやり方は実際
注目に値し，目がさめるほど美しい．私たちは，ヨハンに自然科学の
分野で活動する真の芸術家の才能のひらめきを認めるのである．

兄のヤコブは科学者としては全く異なった性格をもっていた．ヤコブ
はもっと批判的精神をもっていたが，ヨハンほどの創造的想像力は
賦与されていなかった．ヤコブも同じ問題を解いたが，はるかに煩雑
な方法であった．しかし，その代わりにこの種の問題の一般的解法
を根本的に発展させることに成功したのであった．

この両方の能力が同一人物の中にあれば問題はないが，異なる人
物に分かれていると烈しい表立った闘争に陥ることがある．



等周問題（The Problem of Queen Dido）

フェニキアの王女ディドーが
紀元前８１４年に北アフリカ沿岸
（ヌミディア）に渡った際に，その
土地の支配者から一頭の牡牛
の皮で囲まれる土地を譲りうけ
ることになった．そこで王女は牡
牛の皮を細長く切って紐のよう
にして土地を囲み，海岸線から
半円を描いて 大の領地を得
た，という話がある．この土地が
カルタゴの始まりとされている． Dido’s people cut the hide of an ox 

and try to enclose a  maximal domain



単純な変分問題の定式化

すべての引数に関して２回微分可能な関数
が与えられているとき，境界条件

を満たし，区間 において連続的微分可能
な関数 のうち，積分

を 小または 大にする関数 を決定すること．



オイラー方程式の導出

• 曲線ABを とする．

•
•

•

• a m n o b

A

M N
Q O B



•

•

• 積分が極値をとる条件は，関数 をわずかに変化させても積分
の値が変わらないことと言うことができる．そこで，前頁左図のように

に対する関数値 を だけ変化させる．
（ を関数 の「変分」という）.  この の変化に伴う

の変化は , ．

•



• 従って，この変化に対して積分値が変化しないためには 式より

ところが が任意であるから，そのためには である．

• において，さらに極限

をとれば，結局，問題の積分が極値をとるための必要条件として，

すべての に対して

すなわち

が得られる．これが現在変分法についてのオイラー方程式と呼ばれ

ているものである．



オイラー方程式の別の導出法

• もう少しスマートに書けば，次のような議論になる．

, 

として，積分を区分求積法で表す．

• 積分 を と近似し，

これを を変数とする多変数関数と見なして，それが

すべての に対して極値をとる条件を求める問題に置き換える．



• が現れる項は

であるから， での や の値を や 等と表すことにす
れば，極値をとる条件は，すべての に対して

これより， の極限操作で前記のオイラー方程式が得られる．

• こうしてみれば，オイラーの議論が幾何学的であることがわかる．
また，微分と変分の概念的区別も明確ではない．この２点に対する
批判が以下のラグランジュの出発点となる．

• オイラーの方法は，きわめて数値計算的であり，アルゴリストとして
の面目躍如である．



ラグランジュの出発点

ラグランジュは１７３６年，イタリアのトリノで生まれた．少年時代に
エドモンド・ハレーの論文を読んで解析学に開眼し，驚くほど短期間
にニュートン，ライプニッツ，オイラー，ベルヌーイ，ダランベールの
著作をマスターしたといわれている．

多岐にわたるラグランジュの数学研究の出発点であり，「解析力学」
にいたるまでの生涯を貫く中心的テーマは変分法であるが，それが
オイラーの研究からインスピレーションを得たものであることは，まず
間違いがないであろう． ラグランジュの数学者としてのキャリアは，
１７５４年のオイラーとの文通から始まる． 翌５５年のオイラーへの
第２信で，変分法についての新しいオリジナルな考察を伝えた．
オイラーはただちに３０歳年下の青年のアイデアを認め，その才能を
見抜いたという．



ラグランジュの改良点

• ラグランジュの改良は基本的にはオイラーの方法を幾何学的とみて，
より代数的で操作的な方法を提唱することであった．

• そのために彼は新しい記号を創出する．すなわち，独立変数 の
微分変化 に対応する関数 の微分変化 として使わ
れる記号 と，関数 の任意の変化としての変分 として使われ
る記号 を区別して，微分と変分の概念的な違いを明確にする．

• オイラーにおいては微分 や変分 は「量」（すなわち長さ）
であったが，ラグランジュにおいては や は「演算子」である．

• 演算子の間には以下の規則が置かれる．

,    ,    



•

•  

• 上記 後の式で被積分関数の第２項を部分積分すれば

• 端点を固定した変分では右辺第１項＝０であるから

• 上記 後の式を現在ではオイラー・ラグランジュ方程式と呼ぶ．



オイラー・ラグランジュ方程式の厳密な導出

• 変分を とする．ただし，

•
• 第２項を部分積分すると

• 端点条件から，上記第１項＝０

•

• は任意であるから



平面上の２点間の 短距離

•

•

•

•

•
x

y

1

2

dx

dy
ds



補題

• すなわち，Integrand が に依存しない場合

(証明）

上式に をかけると

従って



懸垂線（ポテンシャル・エネルギー 小）

•

• 前の補題から

(Catenary) x

y

x1 x2

1

2



速降下線 ( Brachistochrone )

•

•

•

• とすると

•
( Cycloid )



Parametric Form

•

•



２点間の 短距離 ( Parametric Form )

•



ラグランジュの未定乗数法

• g = c のもとで f を 大化する．

• g = c の軌道に沿って歩くと、こ
の軌道は一般に多数の f 軌道
を横切ることになる。 f 軌道を横
切る場合には，f の値は増加し
たり減少したりする．

• ただし軌道 f =d が軌道g =c と交
差せず接触だけする場合に限り、
f の値は変化しない．すなわち，

大， 小，停留の場合



変分法におけるラグランジュ未定乗数法

• 拘束条件 のもとで， の極値を

求める．

の極値を求める．

• オイラー・ラグランジュ方程式は



Dido’s Problem
• ２点 を通り，長さ の上半平面曲線のうち，区間

とともに 大面積を囲む曲線を求める．すなわち

のもとで， の極値を求める．

• のオイラー・ラグランジュ方程式は



等周問題 ( Isoperimetric Problem )

• 周長一定条件 のもとで，面積

を 大化する．



ラグランジュの「解析力学」

ダランベールが「力学は自然学の基礎である．あらゆる自然現象は
運動の法則によって規制される」と語ったとき，「力学的世界像」の旗
がふられた．この「力学的世界像」が具現化されるための第一関門
は，「運動の法則」を「あらゆる自然現象」に適用しうるものとすること，
つまり力学の基礎方程式の一般的適用可能化－汎用化にあった．

力学の一般的適用可能な定式化は，ラグランジュが「解析力学」を
作り上げることによって初めて達成された．それは，解析学の見事な
成功であり，ハミルトンは「科学詩の一種である」と評している．そし
てこの「解析力学」によってはじめて，一般化座標と一般化力を用い
た全く解析的な方程式が得られ，それまでの力学にまとわりついて
いた幾何学的描像が一掃されたのである．



ダランベールの「力学論」

ダランベールは，力－運動の原因－というものを導入せず，「その
原因によって生ずる運動のみに着目する」．従ってダランベールに
とっては，力学理論は運動の原因がわからなくても成立しうるもので
なければならなかった．すなわち「私たちの力学的探究は，未知の
動かす力ないし原因で活動させられている物体の運動にまですら，
この原因が働く際に従う法則が知られているかあるいは知られてい
ると仮定さえすれば，おし拡げられる」．

ヤコビ：オイラーの著作は楽しく読むことができるが，ダランベール
の数学は今日では１行でも飲み下すのが困難である．

トゥルーズデル：ダランベールの著作から「わずかな実質的内容」を
探しだすのは，「スズメが牛糞の山からわずかな栄養物をついばむ」
ようなものである．



ダランベールの原理の定式化

• 質点 に働く重力のような既知の力を ，そのとき質点が実際に
得る加速度を とする．この既知の力 はダランベールの表現で
は「物体に刻み込まれた運動」といわれ，正味の力 は「物体が
現実に行う運動」と呼ばれる．従って，束縛による未知の力を と
すると， となり，質点系に束縛条件を満足する仮想
変位 を与えたとき， が成り立つ．

• 他方，束縛条件による力 －すなわち「消失される諸運動」－は，
それだけでつり合っている． すなわち， ．

• 結局， が成り立つ．この式には，直接知るこ

とのできない束縛の力 は登場しない．



ラグランジュ方程式

• いま， の 個の質点に対するダランベールの原理を

(1)
と表現する．ここで， は「既知の力」であり， は束縛の条件を破

らない仮想変位で，こうすれば，束縛による「未知の力」は現れない．

• この 個の質点が 個の束縛の条件

(2)
を満たしているとする．このとき， は の独立なパラ

メーター を用いて



(3)

と書くことができる．この を一般化座標という．

• この を用いれば

(4)

のように (1) 式の第１項を表すことができて，ここに，

を一般化力という．



• (1) 式の第２項は

(5)

であるが，

から (5) 式は

(6)

と表される．



• ここで，全運動エネルギーを とおけば，(1) 式は

となるが， はすべて独立だから

(7)

が得られる．とくに，既知の力がポテンシャル を用いて

と表されるときには

従って (8)



• ポテンシャル が，位置 （ をまとめて 等と書く）だけの
関数で，速度 を含まないとすれば

だから

とおくと，(8) 式は

(9)

• を作用（ラグランジアン），(9) 式をラグランジュ方程式と呼ぶ．

• ハミルトンの発見： (9) 式は，作用積分

の変分を として得られるオイラー・ラグランジュ方程式である．

• をハミルトンの原理と呼ぶ．



ラグランジュ方程式の例

• 内の質点

ラグランジュ方程式は， となり，ニュートンの運動方程式

と一致する．ケプラー問題の場合には， として

となる．

• 非線形振り子

ラグランジュ方程式は



ラグランジュの生涯

１７３６年生まれのラグランジュは，１９才でトリノ王立砲学校の教官
となり，１７６６年，フリードリヒ大王に招聘されオイラーの後継者とし
てベルリン・アカデミーの数学と物理学の主任となる．１７８７年，絶
対君主ルイ１６世に敬意をもって迎えられ，革命が始まって後もパリ
にとどまり，革命政府から年金を得て度量衡委員会を務め，革命の
退潮期にはエコール・ノルマルの教授に，そしてナポレオンの帝政
時代にはエコール・ポリテクニクの教授となり，科学・技術振興政策
に協力した．

フリードリヒ大王の信頼を得，マリー・アントワネットの寵臣となった
人物が，アンシャン・レジームを倒した大衆の偶像となり，さらには革
命の成果をかすめとったナポレオンから多大な尊敬を受けた．



オイラー，ラグランジュの見落とし

M P O Q

P'

Q'

光は常に 短距離を進む
わけではない．

複数個の解



ハミルトンの原理

• 小作用の原理の近代的な定義は，「相空間」と呼ばれる空間で述
べられる．相空間はハミルトンの大きな発見で，その基本的なアイデ
アは，運動している物体や考えている系の各瞬間の状態を，位置だ
けではなく速度とともに記録しようというものである．

• ハミルトンの発見はもう一つある．それは 小作用の原理が間違っ
て命名されたということである．作用の量は可能な限り小さくなったり，
大きくなったりするわけではなく，「停留化」するのである．

• 「停留化」というのはデリケートな数学的概念であり，モーペルテュイ
の単純な考え－神が世界を動かすために必要な作用の量を節約し
ているという考え－から遠く離れてしまった．

⇒ The Parsimonious Universe ,  The Lazy Universe



ルジャンドル変換

• 変数 の関数 を考える．

• 新しい変数 を次式で定義する．

とすると， は の関数となる．

• とすると

• 上式より



ハミルトンの正準運動方程式

• ラグランジアンを とするとき， に共役な運動量を

ただし

と定義する．上式により を の関数とみて （ルジャンドル変換）

とおき，これをハミルトン関数と呼ぶ．そうすると，運動方程式は

で与えられる．（証明） ①第１式はルジャンドル変換の式から．

②第２式は と

ラグランジュ方程式 から得られる．



正準運動方程式の特徴

• ほぼ対称的な一階微分方程式で， には や は含まれない．

• （ の二次関数）の場合 である．

,  （ルジャンドル変換）

• が時間に依存しない場合は

• 運動を一般的に考察するうえでハミルトン正準運動方程式は極めて
広い理論展開を可能にさせる．ハミルトン正準運動方程式は統計力
学や量子力学の基礎付けにも寄与している．



非線形振り子

が

等エネルギー曲線である．



ハミルトンの生涯 （１８０５－１８６５）

幼い頃より神童として知られ，１０歳で１０ヵ国語（英語，ラテン語，ギ
リシャ語，ヘブライ語，アラビア語，サンスクリット語など）を操るなど
才能はずば抜けていた．本格的に数学を始めたのは１５歳の頃で，
当時 先端のラグランジュ，ラプラスの書物を学び，わずか１６歳で
ラプラスの「天体力学」に誤りを発見し専門家を驚かせた．大学入学
後も圧倒的な才気を見せ，学部４年で天文台長に推挙されている．

光学への解析力学の応用，ハミルトニアン，数学理論による自然現
象の予言（円錐屈折），解析力学の精密化，代数系の基礎付けなど
全半生の業績は非常に華々しく，「ニュートンの再来」と呼ばれた．

ハミルトンは，平面上の点である複素数を３次元以上に一般化する
ことに心血を注ぎ，１８４３年ブルーム橋で四元数を発見した．



四元数 ( Quaternion )

•
•
•
•
•
•
•
• のとき は直交変換

• 非可換体，回転の計算が簡単



ハミルトン - ヤコービ方程式

• 作用関数 : を固定する.

と を結ぶ停留曲線

• ハミルトン – ヤコービ方程式

• 古典力学と量子力学の橋渡しの役割を果たした．

• ハミルトン – ヤコービ方程式の厳密な数学理論の完成は１９８０年代．

流体方程式と関連が深く，数値解法の研究は１９９０年代に盛んに

行われた．



まとめ

ニュートン力学

・運動量と力を用いる．⇒ ベクトル力学

・幾何学的で，一般に取り扱いに不便である．

解析力学（ライプニッツを嚆矢とする）

・運動エネルギーとポテンシャルというスカラー量から出発

・力という概念は不要である．

・変分原理を用いて運動方程式を導く．

・解析的で，具体的な問題を扱う場合に大変便利である．



変分レベルセット法による石鹸膜の計算
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レベルセット法の概要 --- Hamilton-Jacobi 方程式

• の領域内 における曲線 に囲まれる領域 に対して，
それに付随するレベルセット関数を下式で定義する．

• において成り立つ を時間で微分すると

• は界面 の法線速度であり，上式は界面の移動を記
述する方程式である． は問題に応じて定義される．通常オイラー
座標系における矩形メッシュ上で差分法を用いて計算される．
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レベルセット法の概要 --- レベルセット関数

界面のトポロジー変化を自動的に扱うことができる．
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レベルセット法の概要 --- Calculus Toolbox

/



石鹸膜の計算 --- エネルギー関数

• 個の領域 に対するレベルセット関数を とする．

• 表面張力エネルギー

• 拘束条件

• ペナルティ付エネルギー関数 小化
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オイラー・ラグランジュ方程式

•

•

• Frechet 微分

•

•

•



再急降下法

•

•

ここで， はFrechet 微分， は収束コントロールパラメーター

• を時間ステップとみなせば以下のＰＤＥが得られる．

• 適当な初期レベルセット関数 から出発して上記ＰＤＥを解く．

65



石鹸膜の計算の場合の Hamilton – Jacobi 方程式

•

• は不定であるので， と置き換える．

•

• とすると
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三角形の場合の石鹸膜

一般の三角形（ 大角＜120°）正三角形
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フェルマー点

• 120度以上の角を持たない三角形に
おいて、3頂点からの距離の合計が
も小さくなる点である。
• 120度以上の角を持つ三角形の場合、

も大きい角を持つ頂点がこの性質を
満たす。

• 120度以上の角を持たない三角形の
場合、フェルマー点 F は三角形の内
部にあり、∠AFB=∠BFC=∠CFA=120 
を満たす。

• 外側に描いた3つの正三角形の外接
円はフェルマー点で交わる。



正方形の場合 --- ２パターン
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正五角形の場合
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正六角形の場合

• ３パターン
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正六角形の場合 --- 正解
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