オイラーは何故モーペルテュイを擁護したか？
—最小作用の原理を巡る誤解—
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モーペルテュイと最小作用の原理
最小作用の原理という言葉はモーペルテュイ（Pierre Louis Moreau de Maupertuis, 1698–1759）
が最初に使った。

º
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自然において何らかの変化が起こるときには、その変化に必要な作用の量は、可能な限り少ない．
作用の量とは、諸物体の質量とそれらの速度、およびそれらが通過する距離の積である．

(Maupertuis 1746, p.298)
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/ 1744 年：光の反射・屈折の問題 (Maupertuis 1744)
/ 1746 年：物体の衝突の問題 (Maupertuis 1746)

最小作用の原理を巡る先取権論争
1751 年 3 月、ケーニヒ（Johann Samuel König, 1712–1757）が論文を出版 (König 1751)
/ 作用の理論はライプニッツの手紙の中に書かれていると指摘
その後の展開 (Terrall 2002; Winter 1957)

/ 1751/10/7 モーペルテュイがベルリン・アカデミーに報告
→ ケーニヒに「手紙」の原本を提出するよう求めるが、ケーニヒはこれに応じず

/ 1752/4/13 アカデミーが、「手紙」は偽物だと決議
→ 両陣営による中傷合戦へ

/ 同年秋にはヴォルテールやフリードリヒ大王自らもこれに加わる
→ 極めて悪名高い「文学論争」となる
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先取権論争におけるオイラーの関与
オイラー（Leonhard Euler, 1707–1783）はこの論争で、モーペルテュイを精力的に擁護

/ アカデミー決議はオイラーの報告に基づく (Euler 1750a)
/ その後もいくつかの論駁を書く (Euler 1750b; Euler 1751b; Euler 1751a; Euler 1753)
その際、この原理の「普遍性（universalité）
」を強調

¶

³

およそモーペルテュイ氏の原理の力は、この上ない普遍性にある。

(Euler 1753, p.178)
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オイラーと最小作用の原理
オイラーは 1744 年の著書で、独自の考察を行っていた (Euler 1744b)
運動する物体の軌道においては

R

mu ds が最小である

m：質量、u：速度、ds：軌道の曲線要素

/ モーペルテュイはこれを自らの原理の「美しい応用」と評す (Maupertuis 1746, p.282)
…質量と速度と距離の積、という定義に合う

/ しかし、オイラーはこれを 1743 年 4 月には見出していた
…ダニエル・ベルヌーイの手紙（1743/4/23）から分かる (Fuss 1843, t.II, pp.524–525)

伝統的な説明
オイラーがモーペルテュイを擁護した理由について、一般によくなされてきた説明は、大きく２つ
ある (Pulte 1989, pp.200-201)
「心理的」説明
…アカデミー数学部長のオイラーが、総裁のモーペルテュイに遠慮した

「形而上学的」説明
…オイラーはモーペルテュイの目的論的思考が気に入った

オイラーがモーペルテュイを擁護した主要な理由は、全く違うところにある
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モーペルテュイの「静止の法則」
モーペルテュイはベルリンに来る前、「静止の法則」を発表していた (Maupertuis 1740)
オイラーはこれを知り、その内容を一般化 (Euler 1986, モーペルテュイ宛書簡 1745/12/10)

R

物体が静止しているときには、 F dr の和が最小である
F ：物体がある点に向かって引かれる力、r：その点から物体までの距離

1748 年の進展
オイラーはこの年の 4 月から 6 月にかけて、
「静止の法則」に関する重要な発見をする

(Euler 1986, モーペルテュイ宛書簡 1748/4/26–6/14, 計 7 通)
R R
/ 垂らされた糸の形状の場合： ( F dr) ds が最小
…他にも、この式が最小となるような例がある

R R
/ 運動する物体の軌道の場合： ( F dr) dt が最小
…この式は以前の

R

mu ds に帰着する、とされる

オイラーの理解
R

「絶対的な作用の量」

「静止の法則」
： F dr が最小

（quantité d’action absolue）

⇓
R R

垂らされた糸など： ( F dr) ds が最小

R R
運動する物体の軌道： ( F dr) dt が最小

「適用された作用の量」
（quantité d’action appliquée）

R
/ オイラーは、 F dr という量が普遍的である ことに気づいた
R
/ 1744 年の mu ds も、「適用された作用の量」と理解される
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オイラーは何故モーペルテュイを擁護したか？
「心理的」説明や「形而上学的」説明は、せいぜい副次的なものにすぎない

オイラーは「静止の法則」こそが最小作用の原理の基礎であると捉えており、
モーペルテュイがそれに関わる「普遍的な量」を与えたと理解した

最小作用の原理を巡る誤解
/ モーペルテュイは「質量と速度と距離の積」を作用と名付けたのであり、「静止の法則」は
それとは全く無関係だと思っていたので、オイラーの議論が理解できなかった

/ オイラーは逆に、モーペルテュイの『静止の法則』(1740) が最小作用の原理についての論文
だと思っていた

'
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$

で す か ら 、こ の 点 に 対 す る 力 の 作 用 の 量 は [ F dr] で し ょ う 。こ れ は 、貴 殿 が
静止の一般法則についての作品の中で作用の量を表現する のに使われたやり方と、完璧に
一致しています。

(Euler 1986, モーペルテュイ宛書簡 1748/6/14)
※ただし、オイラーも後には「質量と速度と距離の積」だけを作用と呼ぶようになる

&

%

/ 伝統的な歴史記述では、両者が「最小作用の原理」という言葉を同じ意味（モーペルテュイ
の意味）で理解していると思われている

「オイラーは何故モーペルテュイを擁護したか？」という謎自体が、
最小作用の原理という言葉を巡る様々な誤解から生まれてきたものである
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Fuss, P.H. ed., 1843. Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres
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