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2. 数学専門書

離散幾何学フロンティア

著者 ： 秋山 仁
出版年：

2020 年

発行所：

近代科学社

総頁数：

251 ページ

解説 ：
『人類未踏の分野に足を踏み入れよう』
『閃きと直感をフルに働かせることによって神秘のベールをはがして
みよう』
『新しい鉱脈につながる学問分野を切り拓こう』
『子供も大人も専門家もみんながワクワクする定理を作ろう』
『数理ゲームやパズル、数理マジックを使って、実演してみよう』
『数学の理論に裏打ちされた、エッシャーばりの芸術作品を作ってみ
よう』
こんな思いで研究を続けてきたなかで、最近の結果をまとめたものが
本書です。
数学の楽しみ方には、いろいろあります。たとえば、歴史的数学者
たちの手によって、築き上げられた崇高な理論体系を学ぶことが一般
的でしょう。しかし、分野が確立される黎明期の頃には、どんな分野
も素朴な疑問やアイデアが飛び交い、それらが切磋琢磨され、その後、
大きな流れに発展するものがあります。本書で扱うトピックの多くは、
この十年位の間に考えられた、まだ出来立てホヤホヤの結果です。地
面から芽を出したばかりの名もない草花の双葉のようなものです。本
書には既に理論体系が確立された分野を学んだ時に得られるような荘
厳さはないかもしれませんが、逆に、色々なアイデアが次々に展開さ
れ新しいものが作られていく新鮮さやダイナミズム、また、古くから
ある確立されている分野が思いがけず役に立った時の感動がありま
す。それは、熱気溢れる創生期の現場にいる研究者たちが研究活動の
中で普段感じている醍醐味に他なりません。そんな臨場感を読者諸賢
に実況中継したいと願いつつ本書をしたためました。
これから、この双葉が生長してどんな花を咲かせるのか、どんな実を
結ばせるのか、また、どんな分野とリンクしていくのかを、本書の扱
うテーマのエキスパートとなられる読者の皆様とじーと見守ることが
できれば筆者の望外の喜びであります。
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離散幾何学における未解決問題集
著者：P.ブラス・W.モーザー・J.バッハ
監訳：秋山 仁
訳者：武藤 伸明，徳永 伸一，伊藤 大雄，福田 宏，奈良 知恵，中村
義作，小林 みどり，酒井 利訓，譚 学厚，宮内 美樹，小舘 崇子
出版年：

2009 年

発行所：

シュプリンガージャパン

総頁数：

441 ページ

解説 ： 離散幾何学は点や直線など、各種の図形の相互配置を組合せ
論の立場から研究する学問であり、古くはオイラーやガウスにまで遡
ることができる。しかし、本格的・体系的に研究され始めたのは 20 世
紀の後半になってからであり、この間に劇的な進歩を遂げた。離散幾
何学の研究対象は、詰め込みと被覆、タイル張りと結晶、極値条件を
満たす点や直線の配置など、広範多岐にわたっている。多くの優れた
研究成果とともに、未解決問題も数多く生まれている。本書は離散幾
何学のほぼ全分野にわたって、重要な未解決問題を網羅したものであ
り、さらにそれらが生まれた経緯も詳述されているので、離散幾何学
の全貌を把握することができる。
○本書で取り上げられている主なトピックス、同一図形による詰め込
みと被覆の問題、どの 2 点間の距離も整数になる点の配置問題、
Sylvester―Gallai 型の点の配置問題、タイル張りの問題、格子点の問題、
Helly 型の配置問題、Ramsey 型の配置問題

証明の展覧会 Ⅰ

原著者：
訳者：

Roger B. Nelsen
秋山 仁, 酒井 利訓,奈良 知恵

出版年：

2003 年

発行所：

東海大学出版会

総頁数：

196 ページ

解 説 ： ア メ リ カ 数 学 会 (MAA) が 出 版 し た “Mathematics Magazine”
“College Mathematics Journal” に連載されていた“Proofs without words”
をまとめた翻訳書。図や表を眺めるだけで、定理の意味や証明が分か
る本。幾何学と代数、三角関数、微積、解析幾何、不等式、整数の和、
数列と級数に関する定理が扱われている。
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証明の展覧会 Ⅱ

原著者：
訳者：

Roger B. Nelsen
秋山 仁, 酒井 利訓,奈良 知恵

出版年：

2003 年

発行所：

東海大学出版会

総頁数：

176 ページ

解 説 ： ア メ リ カ 数 学 会 (MAA) が 出 版 し た “Mathematics Magazine”
“College Mathematics Journal” に連載されていた“Proofs without words”
をまとめた翻訳書。図や表を眺めるだけで、定理の意味や証明が分か
る本。幾何学と代数、三角関数、微積、解析幾何、不等式、整数の和、
数列と級数に関する定理が扱われている。

数学発想ゼミナール (新装版 1)
原著者： Loren C. Larson
訳者： 秋山 仁, 飯田 博和
出版年：

2003 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

1-118 ページ

解説 ：むずかしい問題も、少しアングルをかえて眺めたり、単純な発
想や考え方をいくつ積み重ねて取り組んでみると、意外に簡単に解け
てしまうことが少なくありません。本書では、数学の問題を解くため
に必要な鍵となる考え方を一つずつ紹介し、他書にはないユニークで
挑戦的な例題や問題を解くことによって、読者が柔軟な発想力を身に
つけられるように配慮されています。問題自身が魅力的で思わず解い
てみたくなるような問題や、解法が鮮やかで目の前がぱっと明るくな
るような問題が全 3 巻合計で 700 題精選されています。
“どのようにし
たらうまく解けるか”そして“どのように考えれば、そのような解法
が思いつくのか”が的確に解説されています。第一巻では発見的方法、
帰納法と鳩の巣原理が丁寧に解説されています。
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数学発想ゼミナール (新装版 2)
原著者： Loren C. Larson
訳者： 秋山 仁, 飯田 博和
出版年：

2003 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

119-272 ページ

解説：むずかしい問題も、少しアングルをかえて眺めたり、単純な発
想や考え方をいくつ積み重ねて取り組んでみると、意外に簡単に解け
てしまうことが少なくありません。本書では、数学の問題を解くため
に必要な鍵となる考え方を一つずつ紹介し、他書にはないユニークで
挑戦的な例題や問題を解くことによって、読者が柔軟な発想力を身に
つけられるように配慮されています。問題自身が魅力的で思わず解い
てみたくなるような問題や、解法が鮮やかで目の前がぱっと明るくな
るような問題が全 3 巻合計で 700 題精選されています。“どのようにし
たらうまく解けるか”そして“どのように考えれば、そのような解法が
思いつくのか”が的確に解説されています。第二巻では、数と式、代数、
級数の和について詳説されています。

数学発想ゼミナール (新装版 3)
原著者： Loren C. Larson
訳者： 秋山 仁, 飯田 博和
出版年：

2003 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

273-457 ページ

解説：むずかしい問題も、少しアングルをかえて眺めたり、単純な発
想や考え方をいくつ積み重ねて取り組んでみると、意外に簡単に解け
てしまうことが少なくありません。本書では、数学の問題を解くため
に必要な鍵となる考え方を一つずつ紹介し、他書にはないユニークで
挑戦的な例題や問題を解くことによって、読者が柔軟な発想力を身に
つけられるように配慮されています。問題自身が魅力的で思わず解い
てみたくなるような問題や、解法が鮮やかで目の前がぱっと明るくな
るような問題が全 3 巻合計で 700 題精選されています。
“どのようにし
たらうまく解けるか”そして“どのように考えれば、そのような解法
が思いつくのか”が的確に解説されています。第三巻では、初等解析
学、不等式、初等幾何学が平易に解説されています。
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やさしい数学 微分と積分まで

著者：

楠田 信

監修：

秋山 仁

出版年：

2002 年

発行所：

森北出版

総頁数：

224 ページ

解説：高校の数学の範囲の復習から始め、数学を苦手とする理工系大
学 1 年生向けの微分・積分のテキスト。高大接続を意識して書かれた
本。

図説 世界の数学の歴史
原著者： Richard Mankiewicz
訳者：植松 靖夫
監修： 秋山 仁
出版年：

2002 年

発行所：

東洋書林

総頁数：

193 ページ

解説：英国で長年に亘って数学を一般の人々に広めるための活動に尽
力してきた Richard Mankiewicz が 2000 年に出版した著書の邦訳書。人
類の文化発展の歴史の中で数学が極めて大きな役割を果たしてきたこ
とを、歴史的にも学術的にも価値のある図画や写真を紹介しながら展
開していく絢燗豪華な人類 4000 年の“知の歴史”の絵巻。

難問とその解法―作用素・数論
編者：Gábor J. Székely
日本語版編者：秋山 仁
訳者：中村 義作, 藤井 信彦
出版年：

2002 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

127 ページ

解説 ： 才能のある若者を発掘するためにハンガリーで毎年開催され
ている「数学コンテスト」の良問を収録したもの。一問ごとに丁寧な
解答・解説がついている。この巻には作用素・数論に関わる奥深い問
題が多数収録されている。
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難問とその解法 確率論
編者：Gábor J. Székely
日本語版編者：秋山 仁
訳者：渡辺 靖夫
出版年：

1999 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

100 ページ

解説 ：才能のある若者を発掘するためにハンガリーで毎年開催されて
いる「数学コンテスト」の問題を収録したもの。一問ごとに丁寧な解
答・解説がついている。本書は確率論の問題を収録。

難問とその解法微積分・複素解析
編者：Gábor J. Székely
日本語版編者：秋山 仁
訳者：渡辺 靖夫, 山口 勝, 赤松 豊博
出版年：

1999 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

158 ページ

解説 ：才能のある若者を発掘するためにハンガリーで毎年開催されて
いる「数学コンテスト」の問題を収録したもの。一問ごとに丁寧な解
答・解説がついている。微積分・複素解析に関わる問題を収録。

難問とその解法測度論・数列と級数・集合論
編者：Gábor J. Székely
監修：秋山 仁
訳者：大矢 建正, 藤井 信彦
出版年：

1998 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

178 ページ

解説 ：才能のある若者を発掘するためにハンガリーで毎年開催されて
いる「数学コンテスト」の問題を収録したもの。一問ごとに丁寧な解
答・解説がついている。測度論・数列と級数・集合論に関わる問題を
収録。
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難問とその解法 幾何・組合せ
編者：Gábor J. Székely
監修：秋山 仁
訳者：中村 義作, 松永 清子
出版年：

1998 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

199 ページ

解説 ： 才能のある若者を発掘するためにハンガリーで毎年開催され
ている「数学コンテスト」の問題を収録したもの。一問ごとに丁寧な
解答・解説がついている。幾何・組合せに関わる問題を収録。

グラフ理論最前線 (入門 有限・離散の数学)
著者： 秋山 仁
出版年：

1998 年

発行所：

朝倉書店

総頁数：

220 ページ

解説 ： 1996 年秋、筆者が日本数学会において“日本の離散数学の歩
み”と題した特別講演を行なった時の内容が基になっている本である。
学部学生から、グラフの研究を始めたい研究者に向けて、日本のグラ
フ理論研究の発展の流れ、また多くの研究者たちが関心を持っている
研究トピックや予想についてまとめられている。グラフ理論研究の最
前線の様子が分かる。

離散数学入門 改訂版
著者：秋山 仁, Ronald L. Graham
出版年：

1996 年 (初版：1993 年)

発行所：

朝倉書店

総頁数：

193 ページ

解説 ： 離散数学、つまりグラフ理論や組合せ理論、計算幾何学、アル
ゴリズム論、最適化問題などは今世紀になって産声を上げたヤングス
ターです。どれをとっても数学者にとって挑戦に値する問題の宝庫で
あることが認識され、以後、計算機の発達と持ちつ持たれつの関係を
保ちながら、役に立つ数学として活発に研究が行なわれてきました。
現在アメリカ数学会の出版する Math. Reviews でも離散数学は最多の
ページを占め、また数学的に奥深い数多くの成果が得られています。
本書は当時、アメリカ数学会会長をしていた R. L. Graham 氏との共著
です。
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ゲームにひそむ数理

著者：秋山 仁, 中村 義作
出版年：1998 年
発行所：

森北出版

総頁数：

169 ページ

解説：石取りゲームなどのニムゲームの必勝法を考えることにより、
数理的思考や論理性を養うことができる。ゲームを楽しみながら“思
考の泉”を頭の中に掘り起こしたいと考えている人々に贈る一冊。

【書評】

パズル通信「ニコリ」1998 年 7 月号 ニコリ・トピックス
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初等離散数学

著者：秋山 仁, 占部正承
出版年：1998 年
発行所：

森北出版

総頁数：

152 ページ

解説：大学初学年生向けに編まれた離散数学入門書。高校生や文系の
大学生でも関心が持て、かつ理解できるように書かれている。組合せ、
離散幾何、グラフ理論の 3 つの各分野から興味深いトピックだけが精
選され取り上げられている。

幾何学における未解決問題集
原著者：Hallard T. Croft, Richard K. Guy, Kenneth J. Falconer
訳者：秋山 仁
出版年：

1996 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

288 ページ

解説 ： 古代ギリシャ時代から現在に至るまで、幾何学のさまざまな
問題に、多くの人々が魅了され続けてきた。その中には、解決に高度
な数学的洞察力や技巧が必要な問題もあれば、独創的なアイデアによ
ってあっけなくに解かれた問題もあった。本書はこうした人類の挑戦
をいまだに退け続ける未解決問題を収録したものである。
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現代数学の風景

編者：野崎 昭弘
秋山 仁 (分担執筆：140-153 ページ)
出版年：

1993 年

発行所：

サイエンス社

総頁数：

283 ページ

解説：現代ほど数学が必要されている時代はない。しかし現代数学は
深く幅広く、その全体を体系的に解説するのは容易なことではない。
そこで現代数学のあちらこちらを、スナップ写真でも取るように切り
取って、わかりやすい解説を提供しよう―というのが本書「現代数学
の風景」の趣旨である。内容は 3 部に分かれているが、およそ次のよ
うにお考え頂きたい。
(第 1 部) 現代数学の基礎数学
(第 2 部) 現代数学のトピック
(第 3 部) 応用数学のトピック
本書の解説は、かつて雑誌「数理科学」、「Computer Today」に掲載さ
れたものである。中にはかなり昔に書かれたものもあり、必要な修正
はもちろん行ったが、今読んでも十分おもしろい、読み街のあるもの
だと思う。(編著者：野崎昭弘氏による “はじめに” から抜粋)

グラフの構造 (組合せ論演習)
原著者： László Lovász
監訳者： 秋山 仁, 榎本 彦衛
出版年：

1988 年

発行所：

東海大学出版会

総頁数：

185 ページ

解説 ： László Lovász 教授による組合せ数学の問題集”Combinatorial
Problems and Exercises” の邦訳書。組合せ数学の演習書の定番。
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グラフの不変数 (組合せ論演習)
原著者： László Lovász
監訳者： 秋山 仁, 榎本 彦衛
出版年：

1988 年

発行所：

東海大学出版会

総頁数：

200 ページ

解説 ： 組合せ論の世界の第一人者の一人、László Lovász 教授の世界
的に不朽の名著 ”Combinatorial Problems and Exercises” の邦訳書。

集合論的グラフ理論 (組合せ論演習)
原著者： László Lovász
監訳者： 秋山 仁, 榎本 彦衛
出版年：

1988 年

発行所：

東海大学出版会

総頁数：

200 ページ

解説 ： 組合せ論の世界の第一人者の一人、László Lovász 教授の世界
的に不朽の名著 ”Combinatorial Problems and Exercises” の邦訳書。

現代組合せ論
☆中国語への翻訳あり
著者： Peter Frankl, 秋山 仁
出版年：

1987 年

発行所：

共立出版

総頁数：

237 ページ

解説 ： 組合せ論研究の基礎となる極値集合論が第 1 章で解説されて
いる。また第 2 章以降では、自然科学全般への幅広いリンゲージを持
つラムゼー理論、さらに第 3 章ではデザインについて、それらの基本
から解説し最先端レベルに最短距離で最先端のトピックスに到達でき
るよう書かれた学部生向けに書かれたテキストである。
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现代组合论
現代組合せ論 中国語版
著者： 秋山 仁, Peter Frankl
監訳者：管 梅谷
翻訳者：崔玉亭
出版年：

1992 年

発行所：

山东教育出版社

総頁数：

240 ページ

グラフ理論への道
原著者： N. L. ビックズ
訳者： 秋山 仁, 一松 信, 恵羅 博
出版年：

1986 年

発行所：

地人書館

総頁数：

331 ページ

解説 ： グラフ理論の最初の論文と言われるオイラーの“一筆書き定
理” (1736 年) を皮切りにその後 200 年の間の名著 37 編が原文のまま
紹介されている。

コンピュータサイエンスのための離散数学入門
原著者： C. L Liu
訳者：成嶋 弘, 秋山 仁
出版年：

1986 年

発行所：

マグロウヒル社

総頁数：

545 ページ

解説：集合論、論理、計算可能性、順列と組合せと確率、数え上げ、
グラフ理論、オートマトン、群と環、ブール代数とデジタル回路を取
り上げている。トピックも豊富であり、学部生にとって格好の自習書
にもなる。
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数学発想ゼミナール 1
原著者： Loren C. Larson
訳者： 秋山 仁, 飯田 博和
出版年：

1986 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

228 ページ

解説：Problem‐Solving Through Problems” の邦訳書。後に、この本が
新装版 3 巻に分けて、出版されている。

数学発想ゼミナール 2
原著者： Loren C. Larson
訳者： 秋山 仁, 飯田 博和
出版年：

1986 年

発行所：

シュプリンガー・フェアラーク東京

総頁数：

228 ページ

解説：Problem‐Solving Through Problems” の邦訳書。後に、この本が
新装版 3 巻に分けて、出版されている。

入門 組合せ論

原著者： ラスロウ・ロバース 他
翻案者： 秋山 仁, Peter Frankl
出版年：

1985 年

発行所：

共立出版

総頁数：

136 ページ

解説：組合せ論の基礎・基本を初学者に理解できるように解説した本。
集合と写像、組合せ論の基本的証明法、順列と組合せ、グラフ、グラ
フ因子、漸化式について詳しく説明した本である。
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グラフ論要説

著者：浜田 隆資, 秋山 仁
出版年：

1982 年

発行所：

槙書店

総頁数：

172 ページ

解説 ： グラフ理論を初めて学ぶ初心者向けに書かれたテキスト。主
要なトピックや定義・定理を短時間でおさえられるように、簡潔をモ
ットーとして書かれている。無機的な数学書になってしまわない様に、
各トピックには楽しい応用例が紹介され、読者の興味・関心をかきた
てる工夫が随所になされている。

グラフとダイグラフの理論
原著者： M. ベザット, L. フォスター, G. チャートランド
訳者： 秋山 仁, 西関 隆夫
出版年：

1981 年

発行所：

共立出版

総頁数：

434 ページ

解説 ： Frank Harary の門下生によって書かれた学部生及び研究者を
対象としたグラフ理論のテキスト。有向グラフ(ダイグラフ) について
も詳しく解説されている。

コンピュータサイエンスのための
組合せ構造とグラフ理論入門
原著者： C. L Liu
訳者：成嶋 弘, 秋山 仁
出版年：

1978 年

発行所：

マグロウヒル社

総頁数：

342 ページ

解説：本書は集合論、組合せ論、グラフ理論および群論、環論、ブー
ル代数の各分野から、応用数学、コンピューター・サイエンスおよび
工学専攻の学生にとって基礎的かつ重要と思われる題材を選び述べた
ものである。大学 2, 3 年生を対象とする離散系の数学 (Discrete
Mathematics) のための教科書を意図したものである。本書の内容を理
解するには高等学校の数学程度の予備知識があれば十分である。
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スチュワート 微分積分学
III. 多変数関数の微積分
著者： James Stewart
訳：伊藤雄二・秋山仁
出版年：

2019 年

発行所：

東京化学同人

総頁数：

473 ページ

解説： James

Stewart の“Calculus”は長年米国を中心とする英語圏

の学生たちに愛読され続け、いくつも版を重ねて第８版となり微積分学
のバイブル本と呼ばれるようになりました。本書が支持される主な理由
は次のように考えられます。
１．微積分学が物理、機械、電気、電磁気などの原理や現象、理論を解
明するために不可欠であることは日本の教科書でも言及されています。
しかし本書ではそれらの分野はもとより、社会学、経済学、医学、スポ
ーツ、気象学、経営学を含む幅広い分野への応用が目から鱗が落ちるよ
うに解説されています。
２．難しくて抽象的な概念を教授するとき、いきなり難解な用語で厳密
に教えるのを避けています。まず、平易な例や、図やグラフ、比喩をふ
んだんに用いて、その概念の大まかなニュアンスが読者にわかるように
説明の仕方や説明の手順が周到に配慮されています。
３．テクノロジーの進化した時代には、テクノロジーと共働してゆくた
めの微積分の学び方が大切です。本書を学んだ読者が微積分の基礎的な
理論を熟知したうえで、実際の仕事を処理する際にコンピューターと共
働し実生活で自在に微積を使いこなせるように、誰でも使える Web の
ソフトが紹介されています｡
その他、隠された大きなメリットがあります。それは本書を読破した
読者は微積分学のみならず、大きな別の理論の習得の仕方も自ずと体得
していることです。この経験は今後読者諸賢がさまざまなものを学んで
ゆく際に必ず役に立つと思います。
１． ベクトルと空間の幾何
２． ベクトル値関数
３． 偏微分
４． 重積分
５． ベクトル解析
６． 2 階の微分方程式
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スチュワート 微分積分学
II 微積分の応用
著者： James Stewart
訳：伊藤雄二・秋山仁
出版年：

2018 年

発行所：

東京化学同人

総頁数：

473 ページ

解説：
本書の内容は以下の通りです。
１．

逆関数：指数関数，対数関数，逆 3 角関数

２．

不定積分の諸解法

３．

積分のさらなる応用

４．

微分方程式

５．

媒介変数表示と極座標

スチュワート 微分積分学
I 微積分の基礎
著者： James Stewart
監訳：伊藤雄二・秋山仁・飯田博和
出版年：

2017 年

発行所：

東京化学同人

総頁数：

473 ページ

解説：
本書の内容は以下の通りです。
１．

関数と極限

２．

導関数

３．

微分の応用

４．

積分

５．

積分の応用
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