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はじめに
 p.3 に 序論としての実例 をおいた。時間 6s ，距離 72m, 速度 12m/s の三つは，そのうちの二
つから残りの一つが定まるという意味で相互に結び付けられている。三つを結びつけるシステム
が二つある。一つは速度を矢線して扱うもので，式 (1-1), (1-2), (1-3) のグループが従い，もう一
つは時間を矢線として扱うもので，式 (2-3), (2-2), (2-1) のグループが従う。　
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[1] が今回の論考の出発点・土台となる（その最初に3ページ分を資料として添える）。そこでは
時間と速度という二量の積（＝複比例）として定まる距離を面積で表現することから始めてい
る。その過程で，二本の直線が平行に並び，矢線が二直線間の点の対応を与えていた。[1] の1ペ
ージでは赤い時間の直線と緑の距離の直線が横に平行で，青い速度の矢線が時間から距離への対
応（比例の作用）を与えていた。2ページでは青い速度の直線と緑の距離の直線が縦に平行で，赤
い時間の矢線が速度から距離への対応（比例の作用）を与えていた。3ページでは，（横に平行
な）赤い時間の直線から緑の距離の直線への比例の作用として速度の矢線を構成し，（縦に平行
な）青い速度の直線から緑の距離の直線への比例の作用として時間の矢線を構成した。
　その際に，距離の直線は可変である。物差しとしての距離直線は（例えば 1s の真上に 3mが

くるように）伸縮している。

　今回の図示は性格が違う（長方形の部分（“面積図”）が消えて二本の平行な直線とその間の矢
線が残っている，と単純に考えることはできない）。緑の距離の直線も可変でなく固定されてい
る。その代わり二つの直線は対数目盛りであり，しかも合同（つまり，等長）である。（3ページ
の図式 1 で，点 72m と 6s の（この平面での）横座標は ともに log72 であり，点 12m と点 

1sの（この平面での）横座標はともに log12 である。 計算尺と同じ原理で 相対的に横へずれる

だけである。）

　4ページから本論が始まる。図式 1-1 ,1-2, 1-3, 2-3, 2-2, 2-1 の順に6個の図式に1ページずつを
割り当てた。 これらの図式 は状況を視覚的に表現し，人間がそれを把握することを助ける。数学
では式の概念の拡張として，可換図式（commutative diagram）が頻繁に使われる。それは点と
矢線から構成される。この論考で図式と呼んだのは，図から図式へ向かう途中の段階の表現であ
るが，式の一種であるという要素を強調して図式と書いた。

(i)　  四つの色を使い分けた。黒は距離を，青は時間，赤は速度，そして緑は数に割り当てられて
いる。
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(ii)   作用（action, 働き）は数学の中核となる概念である。この文脈では，作用は比例の作用（線　　　
　　型作用）のことである。作用は視覚的には矢線（arrow）で表され，作用の対象と目標は点で　
　　表される。

(iii)  式の中で，作用はその対象の右から（左から右へと書き進む流れでは，後から），という表
　　記順序を採用する（日本文化でこの慣習は定着している）。

(iv)   速度 12m/s という矢線は前進，後退として2通りに作用する。前進は × 12m/s として（例え
　　ば）対象 6s に作用することであり，後退は ÷ 12m/sとして（例えば）対象 72m  に作用す　

　　ることである。同じ 12m/sは 左側で対象 1s にも作用している。その目標（的, target）は 

　　12m で，これら対象と目標のペアが 12m/sという表現の形を定めている。12 m/s は量分数

　　の簡略表現である。

(v)   量分数はこの論考の主題である。

(vi)   (1-2) の掛け算と(1-3) の割り算はペアとなる式で，基本的に同じ構造をもつ。割る操作
　　　が右からであるのは当然だが，それとの整合性からも，掛ける操作も右からであるのが自　
　　　然である（「数協協式」は 12m/s ×  と左から掛け, ÷ 12 m/s と右から割る）。

(vii)   6個の図式のそれぞれに，文字の式と数値の式を並べた。数値の式には ‘（ダッシュ，プラ
イム）をつけた。

(viii)　6個の図式のそれぞれに，標準的な長さの式（等式連鎖）には(1-1) のように，長い式には 
(1a-1) のように，短い（というより式の部品としての）等式には (1b-1) のように，記号を使
い分けた。それぞれにダッシュなしとダッシュ付きがあり，一つの図式に計6個の等式が付属
する。6個の図式での等式の総計は 36個である。

(ix)  その他に 5ページの (1c-2)’ や 6ページの (1c-3)’ ような式（量分数の中での計算）もある。
　　　これは [1] で強調した方式である。
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　 序論としての実例：    6sと12m/sと72m, 三者の関係

図式 1   速度を矢線として

　

　　　　

図式 2   時間を矢線として
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本論の始まり　　　図式 1-1    速度を，矢線として構成する

　　

　　

        
     図式  (1a-1)‘ の二つの矢線のうち，右側の矢線は出発点においては第0辺の量分数として与え
られた。量分数の本質は比例の表現であり，そのことは分数としての変形ルール（分母・分子に
同じ数を掛けても同じ数で割っても分数としては不変）に反映している。変形された第2辺の量分
数の形は時間 1s に距離 12m を対応させることで定まる比例作用（等速運動）であり，，それは

速度 12m/sによって実現される。この結果を踏まえて，右側の矢線は（左側の矢線と共通の）

12m/sというラベルを与えられている。
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図式 1-2   速度に沿う前進（距離を求める）

　　         　　

　　

　式は数学の言語である。等式の連鎖は数学の思考の流れを表現する。
(1a-2)’ を例にしよう。n番目の等号の右にある辺を第n辺と名付ける。最左辺は出発点にあた
り，これが第0辺である（初期辺）。
第0辺：  比例作用素 9m/sが時間 6s に右から作用している。

第1辺： 9m/s を量分数として明示した。それは分母の 1s を分子の 9m に運ぶ（対応させる）こ　　　

　　　　とで定まる比例作用（関数）である。

第2辺：　9m = “ 1s 当たりの 距離” であり，× 6s
1s
 = “ の 6s 分” ，したがって，

第 3辺:   9m × 6 = ”1s  当たりの 距離 9m  の 6s 分” 

量分数の変形で

　　　　　
図式 1-2 の右側の矢線 9m/sは (1c-2)’ の第4辺 の量分数として機能している。分母の 6s を分子

の 54m に運ぶ。これは (1a-2)’ と同等な結果である。
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図式 1-3    速度に沿う後退（時間を求める）

　　　　

                     

(1a-3)’ について
（1a-2)’ と数学的構造がそっくり同じである。矢線に沿う前進と後退の違いだけ。
第0辺：　比例作用素 9m/s を逆向きに（矢線に沿う後退として）作用させる。当然，右側から。

第1辺：  9m/s  を量分数としての完全形で。割り算は分子 9m を分母 1s に運ぶ。

第2辺：　1s  =  “ 9m 当たりの時間” ，× 72m
9m

 =  “ の 72m分” ，したがって

第3辺：　1s× 8 = “9m 当たりの時間 1s  の 72m 分 “ 

量分数の変形で

             
上の図式 1-3 の右側の矢線 9m/sは 式 (1c-3)’ の第4辺の形で機能している。9m/s  で割ること

（矢線に沿っての後退）によって， 分子の72mは分母の 8s に運ばれる。これは （1a-2)’ と同

等な結果である。
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図式 2-3    時間に沿う後退（速度を求める）

　 　 

　

(2a-3)’ について（ 次ページの (2a-2)’ の解説を先に見て下さい）
第0辺：　比例作用素としての時間 6s が，距離 72m に右から，（割り算として）逆作用する。

第1辺：　6s を量分数としての完全形に書き換える。6s の逆作用（割り算）だから分子の 6m を

分母の 1m/sに運ぶ。

第2辺：　1m/s  =  “ 6m  当たりの 速度”,　× 72m
6m

 =  “ の 72m 分”, したがって

第3辺：　1m/s×12  =  “ 6m 当たりの速度 1m/s  の 72m 分”
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図式 2-2    時間に沿う前進（距離を求める）

　 　　      

 

       
(2a-2)’ について
第0辺：　時間 6s  は比例作用素（矢線）として，速度 9m/sに右から作用する。

第1辺：　6s を量分数としての完全形に書き換える。6s は分母の 1m/s を分子の 6m に運ぶ。

第2辺：　6m  =  “ 1m/s 当たりの 距離”,   × 9m
1m
  =  “ の 9m 分”,  したがって

第3辺：　6m × 9 = ” 1m/s当たりの 距離 6m  の 9m 分”
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図式 2-1   時間を，矢線として構成する

       

         
        
     図式  (2a-1)‘ の二つの矢線のうち，右側の矢線は出発点においては第0辺の量分数として与え
られた。量分数の本質は比例の表現であり，そのことは分数としての計算ルール（分母・分子に
同じ数を掛けても同じ数で割っても分数としては不変）に反映している。第2辺の量分数の形は速
度 1m/sに距離 8m を対応させるもので，それは時間 8s によって実現される。この結果を踏まえ

て，右側の矢線は（左側の矢線と共通の）8sというラベルを与えられている。

カードを配る
　トランプのカードを配るような離散的な計算を，これまでの速度の計算と対比してみる。特殊
な数値の取り方で”割り切れる”ようにしている。その制限内で，これまでと完全に同じ数学的な
構造が再現される。
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図式 1      配り方 13 枚/人　を矢線として       　  

図式 2   人数 4人 を矢線として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カードを配る（前ページ）の解説

(1-1) と（1-3）は（普通は）”割り算” として括られている。しかし，(1-1)  は量分数（比例作
用，矢線）を構成する作業であり，(1-3) はむしろ（1-2) とペアになる計算で，”矢線 13 枚/ 人 
に沿う後退”としての割り算である。(1-2) と (1-3) の近さ（数学的構造の一致）は長いバージョン
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の (1a-2) と (1a-3) を比較することでより明らかとなる（矢線に沿う前進と後退というペア，”分
母から分子へ” と ”分子から分母へ” というペア）。

(1a-2) について
最初の辺（第0辺）では “1人当たり13枚（配る）” という配り方が 4 人 に作用している。
自然言語では「4人に1人当たり13枚ずつ配る」となる。作用は作用対象 4人 の後に（右側に）書
かれる。これが状況の設定である。
第1辺（それは第1の等号 = の右にある）では “ 1人当たり13枚” が量分数として明示される。
第２辺では，”比例” という計算ルールの現れとして　　　　　
　　　「一人当たりのカード数」＝ “13 枚”　の「4人分」＝　“ × 4人/1人”
に変換されている。「1人当たりのカード数の人数分」の正確な式化が 第2辺であり，その結果は 
第3辺の “13枚 × 4” である。第3辺を取り出したのが (1b-2) にあたる。

（1a-3）について
　量分数で割ることは (掛けることが “分母を分子に運ぶ” であることの逆で）”分子を分母に運
ぶ” ことで定まる比例作用である。第１辺は「13枚当たり1人」という作用を 52 人に適用するこ
とを示している（図式1で一目瞭然）， 第２辺で，それは 
　　「13枚当たりの人数」＝ “1人” の「52枚分」= “ × 52枚/13 枚” 
に変換され，その結果が 第3辺の 「1人 × 4 」である（この移行に (1b-3) が使われる）。

作用の語順
(1a-2) と (1a-3) を並べただけで，13枚/人 の作用が “4人” の右からの “ × 13枚/人” であるべき
必然性がわかる。言うまでもなく，(2a-2) のように 人数 “4人” を矢線（比例作用素）と意識する
ときは，順序が逆転し， “13枚/人” が作用対象（被作用の存在）として左に（前に）置かれる。

（2a-3) について
第0辺： “÷ 4人”を 52 枚 に適用する。第1辺： “÷ 4 人” を量分数としての完全形で表示する。
それは “4枚” を “1枚/人” に運ぶ。
 第2辺： 「カード4枚当たりの配り方」＝ “ 1枚/人” の「52枚分」＝ “× 52枚/4枚”
 第3辺：  包含除 (2b-3) により，”1枚/人 × 13 “ へ。
第4辺：「「1人当たり 1枚」という配り方が13回」＝「1人当たり13枚」
(1a-1) と比較 する
人数 4人 とカード総枚数 52 枚 から量分数（比例作用，矢線）として配り方 13枚/人 を求めてい
る。このプロセスでは，部品として等分除 (1b-1) が現れる。
(1a-1) が人数 4人 を分母におく量分数の構成であるのに対して，(2a-3) では 4人 は作用素とし
て，逆向きに（後退として）適用される。（1a-1) では 等分除 “÷ 4” が部品であり， (2a-3) では
包含除（4枚を分母におく量分数）が部品である。

　ここに述べた計算体系と「数教協」式とどちらが適切か？　比較しようにも，「数教協」では
数学言語自体が未熟であり，「量の計算体系」はまだ確立していない。　　　　
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