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§§§§1.1.1.1.エジプトエジプトエジプトエジプトははははナイルナイルナイルナイルのののの賜物賜物賜物賜物    

エジプトは人類最古の文明の発

祥地のひとつだが，中緯度高圧帯にあって

降雨量は少ない。現在は砂漠の一部のよう

になっている。 

 エジプトで文明を支えられるほ

どの農業生産を実現できたのは，エジプト

に流れ込む大河ナイル川のおかげである。

ナイル川は遠くタンザニアやエチオピア

にその源を発し熱帯雨林地帯やサバンナ

を通過している。そのため上流で雨季にな

ると水かさが増えそれが下流に押し寄せ

て毎年同じ時期に増水して氾濫する。氾濫

した水は上流の肥沃な土を含む泥水なの

で，洪水が引いた後はまるで畑に肥料を撒

いたような状態になり，作物がよく実るの

である。 

その意味で，ヘロドトスの言うとおり，まさに「エジプトはナイルの賜物」なので

あるが，この氾濫は農民にとってありがたいと同時に厄介なものでもあった。氾濫は決まっ

た時期に，ゆっくりとした増水という形で起きるので日本の洪水のように人が流されるなど

の被害はない。高台に作ってある家に閉じこもるかファラオの墓を作る出稼ぎにいけばいい

だけの話である。しかし洪水が引いたあと、こんな事件が･･･ 

 

農民 A：さて，洪水も引いたし，今年もおいらの畑に種を撒くかな。おや，おまえ，おいら

の畑で何をやってるんだ？ 

農民 B：変な言いがかりはよせ。ここはおいらの畑だぞ。 

農民 A：なにを言うか，ここはおいらの畑だ。それが証拠にだな，ほれ，見てみろ、おいら

の作った境界の石が置いてあるだろう。 

農民 B：馬鹿をぬかすでねえ。その石は，ほれ，あっちのほうにあったのが，洪水で流され

てきちまったんだよ。ここはおいらの畑だ。 

農民 A：どうしてもそんな無茶を言うのだな。ようし，こうなったらただじゃおかねえ。 

農民 B：なにい，やる気か？ 

 

 洪水で畑の境界を決めていた石が動いてしまうので，自分の畑がどこにあったのか，

よくわからなくなり争いも絶えなかったに違いない。この種のい

さかいを解決するためには，測量の技術が不可欠である。 

 

§§§§2.2.2.2.三角形三角形三角形三角形のののの要素要素要素要素    

測量の技術は図形の形と大きさを正確に測る技術である。

その技術は，煎じ詰めれば，三角形を正確に測る技術になる。 

畑の形はもちろん三角形とは限らないが，仮に左の図の

ような形の畑があっても，点線のように区切りを入れてやれば，

畑は三角形に分割することができる。このように三角形を測る技

術があれば，いくらでも複雑な図形を測量することもできる。 

三角形を測るとはどういうことだろうか。三角形に関係した量を決定して，それを

もとにまた同じ三角形が作図できるようにできればよいのではないだろうか。どんな量をど
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んな組み合わせで測れば，それをもとに同じ三角形を作図できるのだろうか。 

このために，まず，三角形に関係した量を考えられる限りあげてみよう。辺の長さ，

角の大きさ，面積，内接円の半径，外接円

の半径，中線の長さ，垂線の長さ，角の二

等分線の長さ，･･･などずいぶんたくさんあ

る。その中で，農民が一番関心がある量は

面積であろうが，ここでは三角形の辺の長

さと角の大きさを基本的な量と考えよう。 

 まず，三角形 ABCにおいて頂角
CBA ∠∠∠ ,, の大きさをそれぞれ単に

CBA ,, とあらわす。またそれぞれの頂角の

対辺の長さを小文字で cba ,, とあらわす。

たとえば辺 ABの長さはcとあらわす。 

 これらの６つの量 cbaCBA ,,,,,
が三角形を特徴付ける量であると考え，それを三角形三角形三角形三角形のののの要素要素要素要素という。この三角形の６要素

が再現できれば，三角形は測定できたとみなすことにしよう。 

 

§§§§３３３３....三角形三角形三角形三角形のののの決定条件決定条件決定条件決定条件    

皆さんはよくご存知のように，三角形を再現するために，その６要素すべてを測定

する必要はない。そのうちのある組み合わせを測れば，残りの要素を測らなくても三角形の

形と大きさは決まってしまう。中学ではその条件を三角形の合同条件として習ったであろう

が，ここではわれわれの目的に添って，三角形三角形三角形三角形のののの決定条件決定条件決定条件決定条件と呼ぶことにしよう。 

中学校の教科書によると，その条件は次のとおりである。 

(１)三辺を測る。 

(２)一辺とその両端の角を測る。 

(３)二辺とその間の角を測る。 

いま§２で定義した三角形の要素を使って書き表せば(１)はabcを，(２)は

bCAaBC, またはcABを，そして(３)は BcaAbc, またはCabを測ると三角形が決定できる
ということである。 

これは中学生の常識のようになっているようだが，まずその常識に疑義をさしはさ

んでみよう。三角形の決定条件は本当に(１)，(２)，(３)のような形で定めなくてはならない

のだろうか。実はそんなことはない。 

たとえば決定条件(２)を攻撃してみよう。三角形の内角の和は１８０°であるから，

たとえば ABを測ればCは ( )BAC +−°= 180 という式で定まってしまう。だから一辺とそ

の両端ではない二角，たとえばaABの組み合わせを測っても，三角形は決定できる。だか
ら，決定条件(２)は、 

(２’)一辺と二角を測る。 

に変更すべきである。 

 

 問い 

 決定条件(３)はそのとおりでなければいけないか？つまり，二辺とその間でない角

を測って三角形を決定することはできないか，考えてみよ。 

 

 さて，ここで，三角形の決定条件はすべて三角形の６つの要素のうちの３つを測定

A  B  

C  

c  

a  
b  
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するという条件であることに注目しよう。これは三角形の決定条件を満たす３つの要素の組

み合わせを測定すれば，残りの３つの要素は測定しなくても決定できるということを意味し

ている。 

 ここでは次のことをわれわれの目標にすることにしよう。 

  

 

 

 

 われわれの目標とする操作を三角形三角形三角形三角形をををを解解解解くくくくという。ここでは，残りの要素を作図

などで求めるのではなく，計算しようとしている。次の節からは三角形を解くために必要な

ことがらを順を追ってみていこう。目標はあくまでも三角形の解法であることをいつも念頭

に置いてほしい。 

 

§§§§４４４４....鋭角鋭角鋭角鋭角のののの三角比三角比三角比三角比    

６要素の一部を使って，残りの要素を計算しようとするためには要素間の関係式が必要であ

る。たとえば三角形の内角の和は１８０°であるという事実は要素間の関係式 

 °=++ 180CBA  

であらわされるから，二角 BA, を測れば，Cを計
算で求めることができる。このような関係式がど

んな決定条件を与えてもほかの要素を計算するの

に十分な種類発見できればわれわれの目標は達成

できる。 

 °= 90C の直角三角形 ABCは角 Aを定
めると辺の比が定まる。これを三角比と呼んだの

であった。(復習) 

 
c

a
A =sin ， aAc =sin  

 
c

b
A =cos ， bAc =cos  

である。正弦や余弦の値が表として与えられているとすると，上の式は角の大きさ Aが与
えられたときに，辺の比を計算する関係式であると読むことができる。つまり，鋭角の三角

比が表として(あるいは関数電卓の計算結果として)与えられている場合，直角三角形ならば，

三角形の解法に必要な要素間の関係式がわかっていると考えていい。 

 われわれが目指しているのは，直角三角形でない場合にも似たような関係式を発見

することである。改めて書いておこう 

 三角形の要素間の関係式を発見することが目標である。 

 

§§§§５５５５．．．．正弦定理正弦定理正弦定理正弦定理とととと第一余弦定理第一余弦定理第一余弦定理第一余弦定理    

直角を含まない三角形 ABCを図に
示した。この三角形の要素，つまり辺の長さと

角の大きさの間の関係式をどうやって発見し

たらよいだろうか。前の節で直角を含む場合は

三角比の定義式が要素間の関係式になってい

ることを観察したばかりである。直角がない場

合は適当な線を描き加えて直角を作ればいい

三角形の決定条件を満たす３つの要素の組の値を与えて，

残りの要素の値を計算すること。 

A  

B  

C  

A  B  

C  
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ということを発見するのは，かなりたやすいことであろう。次のページに頂点Cから辺 AB
に垂線CF をおろした図が描いてある。 

垂線を１本引くことにより，直角三角

形が２つ作り出された。三角形 ACF と三角形
BCF である。それぞれの三角形について正弦
と余弦の定義の式を書いてみると， 

 

三角形 ACF について･･･ 

AC

CF
CAF =∠sin ， CFCAFAC =∠sin  

AC

AF
CAF =∠cos ， AFCAFAC =∠cos  

 三角形BCF について 

BC

CF
CBF =∠sin ， CFCBFBC =∠sin  

BC

BF
CBF =∠cos ， BFCBFBC =∠cos  

 確かに関係式はできたがそれで満足していいだろうか？しつこいようだが，われわ

れの目標を振り返ってみよう。三角形の要素間の関係式を発見することであった。いまわれ

われに与えられた三角形は ABCである。その要素とはabcABCのことである。今得られた
式の中で，もともとの三角形の要素だったものを標準的な記号で表して書き直してみよう。 

三角形 ACF  三角形BCF  

CFAb =sin ･･･(１) 

AFAb =cos ･･･(２) 

CFBa =sin ･･･(３) 

BFBa =cos ･･･(４) 

 CFBFAF ,, といった，もともとの三角形の要素でないものが残っている。この点

が問題であるが，それは，(１)から(４)をうまく組み合わせて消去することができる。 

 (１)と(３)からは簡単にCF が消去できて，要素だけの関係式 

 BaAb sinsin = ･･･(５) 

を得る。また， cBFAF =+ であることに着目すると，２式(２)，(４)を加えることにより 

 cBaAb =+ coscos ･･･(６) 

を得る。それぞれ要素間の関係式が正弦，余弦を用いて表されているので，(５)式を正弦定正弦定正弦定正弦定

理理理理，(６)式を(第一)余弦定理余弦定理余弦定理余弦定理という。 

 いまは頂点Cから垂線CF を引いたが，頂点 BA, から垂線 BEAD, を引いてもそ

れぞれ正弦定理，余弦定理を作ることができる。このように同じ作業を繰り返し行わなくて

はならないときはできるだけ作業を簡略化しよう。頂点 Aから垂線 ADをおろしてできる
図は適当に向きを変更すると，このページの上の図で頂点 CBA ,, をそれぞれ ACB ,, と名

前を書き換え，辺 cba ,, もそれぞれ acb ,, と名前を書き換えたものと考えることができる。

したがって，その図から出てくる結果の定理も，同じ書き換えを実行すれば得ることができ

る。垂線BEについても同じように考えることができる。 

 結果をまとめよう。次のような要素の関係式が６つ発見できた。 

正弦定理 

AbBa sinsin = ･･･(ア) BcCb sinsin = ･･･(イ) CaAc sinsin = ･･･(ウ) 

余弦定理 

A  B  

C  

F  
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 cAbBa =+ coscos ･･･(エ) 

 aBcCb =+ coscos ･･･(オ) 

 bCaAc =+ coscos ･･･(カ) 

 これで一見われわれの目標は達成できたような気がするのだが，それは大きな間違

いである。実は，この定理群には二つの重大な欠陥があるのだ。 

 

§§§§６６６６....第一第一第一第一のののの欠陥欠陥欠陥欠陥－－－－鈍角鈍角鈍角鈍角のののの三三三三

角比角比角比角比    

もうすでに気づいて

いる人もあるかも知れないが

前のページのような図はいつ

でも描けるわけではない。C
から下ろした垂線が辺 ABの
外側に出てしまうこともある

はずである。このときには，

§５で調べたのとは違う関係

式になってしまう。 

右上の図は垂線CF  

がBより外側に落ちてしまう場合をあらわしている。このとき，二つの直角三角
形 ACF とBCF について正弦と余弦の定義の式を書いてみると， 

 

三角形 ACF について･･･ 
CFCAFAC =∠sin ， AFCAFAC =∠cos 。 

 三角形BCF について 

CFCBFBC =∠sin ， BFCBFBC =∠cos  

ここまでは前節と同じである。しかしこれを要素であらわそうとすると， CBF∠ はBでは

なく B−°180 であるため，前節とは異なる結果となる。 

三角形 ACF  三角形BCF  

CFAb =sin ･･･(１) 

AFAb =cos ･･･(２) 

( ) CFBa =−°180sin ･･･(３’) 

( ) BFBa =−°180cos ･･･(４’) 

 この 4つの式から CFBFAF ,, を消去するときにも違いが現れる。 

 (１)と(３’)からは簡単にCF が消去できて，要素だけの関係式 

 ( )BaAb −°= 180sinsin ･･･(５’) 

を得る。しかし，今度は cBFAF =+ ではなく cBFAF =− が成り立つので，２式(２)，(４’)

の差をとることにより 

 ( ) cBaAb =−°− 180coscos ･･･(６’) 

を得る。 

 こういう困難にであったとき，とることのできる態度は二つある。ひとつは，前節

で発見した正弦余弦定理は鈍角が出てきたときには適用できないので，鈍角がある場合の正

弦余弦定理(５’)，(６’)を新たに定理として付け加えるという考え方である。これは大変謙虚

で誠実な態度だが，そうやって困難が現れるたびに定理や公式の数を増やしていたのでは，

A  

 

B  

C  

F  
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とても煩雑なことになってしまう。 

 もう一つの考え方は，一度発見した定理や公式はできるだけ広い適用範囲を持つよ

うに工夫しようとする考え方である。そもそもこの節のような場合に，定理(５)，(６)を適

用しようとすると正弦や余弦を求める角が９０°を超えてしまうので，直角三角形では定義

しようがない。つまり鈍角の正弦や余弦などはまだ考えられていないわけである。それなら

ばいっそのこと定理(５)，(６)が定理(５’)，(６’)を含むように鈍角の正弦や余弦を定義した

らいいではないか。 

 そこで °> 90B のとき定理(５)が定理(５’)を表すように正弦を定義してみよう。両

方の定理の左辺は同じであるから，右辺同士が等しくなるようにすれば， 

 ( )BB −°= 180sinsin  

である。このように鈍角の正弦を定めれば定理(５)を鈍角の場合も引き続き使用することが

できる。 

 同様に定理(６)と(６’)を比べると， 

 ( )BB −°−= 180coscos  

と定義すれば，定理(６)をBが鈍角の場合でも使い続けることができる。 

 このように，一度発見した法則ができる限り広い適用範囲を持つように用語の定義

を工夫するということが数学の理論を簡略化するために大切な原則であることがわかるで

あろう。 

 

問い 

数学のほかの場面で，同じ原則が使われている例を発見せよ。 

 

§§§§７７７７．．．．第二第二第二第二のののの欠陥欠陥欠陥欠陥－－－－第二余弦定理第二余弦定理第二余弦定理第二余弦定理    

 次の欠陥は(第一)余弦定理に特有のものである。正弦定理や余弦定理はいったい何

の目的で発見したのか，しつこいようだがもう一度振り返ってみよう。三角形の決定条件が

与えられたときに，決定条件に含まれない残りの要素を計算で出すために，要素間の関係式

を必要としていたのであった。 

 ここで，実際に三角形の決定条件が与えられたときに，正弦定理余弦定理がどのよ

うな形で利用されるのか，例をあげて調べてみることにしよう。たとえば決定条件として 

 条件(２’)一辺と二角があたえられている 

場合を考えてみよう。今，三角形 ABCで，一辺と二角 ABbが与えられているとしよう。

正弦定理 AbBa sinsin = ･･･(ア)を見ると，この関係式は辺２つ角２つの合計４つの要素の

間の関係式である。今考えている条件では，式に含まれている４つの要素 ABabのうち ABb

という３つが与えられているので(ア)を与えられていない要素 aについて解けば aを計算
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することができる。 

 このように，定理の式に登場する要素の中でひとつを除いてほかのものが全部与え

られている場合，残りのひとつの要素を計算することができる。 

 さて，ここで，三角形の決定条件はすべて，要素３つを与えるという条件であった

ことを思い出そう。したがって，決定条件を代入してある要素が計算できるためには，定理

は４つの要素の間の関係式という形をしていなくてはならない。５つ以上の要素が含まれて

いる関係式では，決定条件を代入してもわかっていない要素が２つ以上残ってしまうため，

連立方程式などの工夫をしないと残りの要素の計算ができない。 

 これで(第一)余弦定理の欠陥は明らかに

なったであろう。この定理は，辺三つと角二つの

合計５つの要素を含む式なのである。 

 §５にあった図をもう一回掲げてある。

今この図を用いて(第一)余弦定理の代わりの式を

導くのだが，その際に要素を４つしか用いてはな

らないことにする。辺２つ角２つの式は正弦定理

ですでに導いているから，欲しい関係式は辺３つ

と角一つを含む定理である。そこで，この図から

式を出すときに角Bを用いないと取り決めよう。 

 つまり三角形BCF には，三角比の定義式が使えないことにある。その代わりに直

角三角形で使えるものは三平方の定理である。直角三角形BCF に三平方の定理を用いて 

 
222 BCCFBF =+  

それぞれを要素であらわすと 

 AbcAFcBF cos−=−=  

 AbCF sin=  

 aBC = 。 

これを代入して 

 ( ) 2222 sincos aAbAbc =+− ， 

左辺を展開すると 

 AbccbAbAbAbcc cos2sincoscos2 2222222 −+=++−  

となるから， 

 
222 cos2 aAbccb =−+ 。 

この関係式は確かに３辺と１つの角を含み，余弦を用いているので第二余弦定理第二余弦定理第二余弦定理第二余弦定理と称する。 

§５と同じようにして文字を入れ替えると，あと二つの第二余弦定理を見出すこと

ができる。 
222 cos2 bBcaac =−+ ，

222 cos2 cCabba =−+ 。 

A  B  

C  

F  
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今までに得られた正弦定理，余弦定理をまとめておこう。 

§§§§８８８８....三角形三角形三角形三角形のののの解法解法解法解法    

前節までに三角形を解くための準備がすべて整ったので，この節では，三角形を解

く実際の手順を解説しよう。§3 で述べたように三角形の決定条件は(１)，(２’)，(３)の 3

つのタイプがある。一方われわれには武器として正弦定理と余弦定理(ア)～(ケ)が装備され

ている。ここで問題になるのは，ある決定条件が与えられたときにどの定理を利用したらよ

いかという判断である。せっかく定理を証明しても，いつどの定理を使ったらよいか判断で

きなければ役に立たない。 

(第一)余弦定理の欠陥を修正する過程で，われわれはすでにどの定理を利用すると

うまくいくのかという基準に関する知識を得ている。決定条件により与えられた要素の値を

定理に代入したときに，まだわからない未知の要素がただ一つ残れば，その定理は要素を計

算で求めるのに利用できる。未知の要素がまったく残らなかったり二つ以上残ってしまうよ

うな定理は直接利用することはできない。 

三角形の解法は上にあげた条件を満たすような定理を正弦定理と余弦定理(ア)～

(ケ)の中から発見することから始まる。それでは具体的な例を用いて，その手順を解説しよ

う。その前に，定理を選ぶ基準を再び確認しておこう。 

 

 

 

 

 

例題 三角形 ABCにおいて一辺と二角 aABが測定できたときに，残りの要素
を計算で求める手順を示せ。 

 

次の表は正弦定理，余弦定理(ア)～(ケ)が式の中に含む要素を書き出したものである。右端

の列は例題の決定条件で測定されていない要素だけを取り出したものである。３つの要素か

らなる決定条件が与えられたときに利用可能な定理は第一余弦定理ではありえないがここ

では完全のためにすべての場合を書き出してある。 

 定理 含まれる要素 未知の要素 

ア AbBa sinsin =  abAB  b  

イ BcCb sinsin =  bcBC  bcC  

ウ CaAc sinsin =  acAC  cC  

エ cAbBa =+ coscos  abcAB  bc  

正弦定理 

AbBa sinsin = ･･･(ア) BcCb sinsin = ･･･(イ) CaAc sinsin = ･･･(ウ) 

(第一)余弦定理 

 cAbBa =+ coscos ･･･(エ) aBcCb =+ coscos ･･･(オ) 

 bCaAc =+ coscos ･･･(カ) 

(第二)余弦定理 

 
222 cos2 cCabba =−+ ･･･(キ) 

222 cos2 aAbccb =−+ ･･･(ク) 

 
222 cos2 bBcaac =−+ ･･･(ケ) 

 

与えられた要素の値をすべて代入したときに未知の要

素がただ一つ残る定理が利用可能である。 
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オ aBcCb =+ coscos  abcBC  bcC  

カ bCaAc =+ coscos  abcAC  bcC  

キ 222 cos2 cCabba =−+  abcC  bcC  

ク 222 cos2 aAbccb =−+  abcA  bc  

ケ 222 cos2 bBcaac =−+  abcB  bc  

 表より，例題の決定条件が与えられた場合に直ちに利用可能な定理は一つしかない

ことがわかる。それは，正弦定理 AbBa sinsin = ･･･(ア)である。この定理を用いると辺の

長さbが計算できる。 

 次に残りの２つの要素を計算することになる。この段階ではbも既知の要素である
から右端の列にb以外の要素が一つだけ残っているものを探す。すると，(エ)，(ク)，(ケ)

の三式が利用可能で，その結果辺の長さcが計算できることがわかる。この三式のどれを使
ってもよいが，通常は平方の計算を利用しなくてもよい第一余弦定理(エ)を用いるであろう。 

 最後にまだ決められていない要素Cを計算する。この計算には，(イ)，(ウ)，(オ)，

(カ)，(キ)のどの式でも用いることができるので，一番計算が簡単なものを選べばいいのだ

が･･･。こういう態度を硬直的，官僚的，杓子定規などというのである。今，いったい何が

分かっていて，何を求めたいのか今一度反省してみよう。さいごまで分からないのは三角形

の頂角である。ところがほかの二角がわかっているのだから，三角形の内角の和が１８０°

であることを利用するだけでよい。 

 つまり定理の表に最初から「三角形の内角の和は１８０°である」という式 

 °=++ 180CBA ･･･(コ) 

を追加すればよかったのである。 

三角形を解く手順を調べるための表を(今分かった欠陥を修正して)再び載せてお

く。右端の列は，与えられた決定条件によって変わるので，空欄にしてある。 

 定理 含まれる要素 未知の要素 

ア AbBa sinsin =  abAB   

イ BcCb sinsin =  bcBC   

ウ CaAc sinsin =  acAC   

エ cAbBa =+ coscos  abcAB   

オ aBcCb =+ coscos  abcBC   

カ bCaAc =+ coscos  abcAC   

キ 222 cos2 cCabba =−+  abcC   

ク 222 cos2 aAbccb =−+  abcA   

ケ 222 cos2 bBcaac =−+  abcB   

コ °=++ 180CBA  ABC   

 

問い 

§３で調べた三角形の決定条件から三角形を解く手順をすべての要素の組み合わ

せについて調べよ。要素の組み合わせは決定条件(１)は１組，(２’)は９組，(３)は３組ある。
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上の表を利用するとよい。 

 

問い 

三角形の決定条件でない３つの要素の組，たとえば二辺と間でない角abBを与え
たとき，われわれの判定基準からはどんなことが分かるか？ 

 

 問い 

三角形の３要素を数値で入力したときそれが三角形の決定条件であったら入力さ

れなかった要素の値を数値で出力し，決定条件でなければ三角形が決定できないというメッ

セージを出力するプログラムが作れるか？ 


