
■■■■「「「「巨巨巨巨大大大大なななな数数数数」」」」とととと「「「「微微微微細細細細なななな数数数数」」」」ははははどどどどここここままままでででで必必必必要要要要かかかか

　人類の歴史上、物や数の大きさに対する認識は、人間の身体的な大きさとの比較から始まったことは容易に想像でき

る。実際、長さの単位である寸やフィートなどは手や足の長さが元になっているし、物を数えるのも指の動作である。

時代が進むにつれて、測定機器や測定方法の発達に伴って時間的空間的な視野が拡大し、物や数の大きさの認識も拡大

していった。つまり、歴史的には物や数の大きさの概念は観測し得る物理的な大きさと強く結びついていた。

　数学の世界では、数は物理的な大きさから離れて抽象的な概念として捉えられてきた。その結果、数の記法や演算方

法が抽象的に組み立てられ、それが具体的な世界に適用されることで、数学と物理が相互作用しながら発展してきた。

　この第 21 話では、数学の世界と物理的な現実の世界における「巨大な数、微細な数」の話題を追っていこう。

●●●●「「「「巨巨巨巨大大大大なななな数数数数、、、、微微微微細細細細なななな数数数数」」」」ととととはははは何何何何をををを言言言言っっっってててていいいいるるるるののののかかかか

　数学では、数は数直線上の切断面と定義され、数の大小は「右、左にある」という関係である。このことから、2 つ

の数 a, b の大小関係は、a>b , a=b , a<bのどれかである。「巨大な数」とはかなり右の方にある数のことである。

また、「微細な数」も客観的に定義された概念ではなく、身体的な感覚として「0 に近い正の数」と定義して論じる。

　数直線は無限に伸びているので、どこまででも「正負に巨大な数」が存在することは直感的には明らかであろう。厳

密には、それは背理法で証明される。実際、正数の場合、最大値 m の存在を仮定すると、m より大きな数は容易に作

ることができ、矛盾が導き出される。たとえば m が自然数であれば、次の自然数 m+1 の存在は疑いない（ペアノの
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図 1: 吉田光由著「塵劫記」
（岩波文庫）より

公理、第 8 話参照）。「微細な数」も同様であり、数学上は「巨大な数、微細な数」には限りがない。

●●●●「「「「巨巨巨巨大大大大なななな数数数数、、、、微微微微細細細細なななな数数数数」」」」ははははどどどどののののよよよよううううにににに呼呼呼呼ぶぶぶぶののののかかかか

　「巨大な数、微細な数」の呼び方をみていこう。数の表現方法は 10 進数による

位取り記数法が世界標準として使われている。日本では、たとえば“1230000”は

「百二十三万」と呼ぶ。つまり、1 桁ごとに「一十百千」、4 桁ごとに「万億兆京

垓・・・」という単位で呼ぶ。したがって、上記の数の場合“123,0000" のように

 4 桁区切りにすれば、それを利用して「123 万」と呼びやすい。

　一方、英語圏などでは 3 桁ごとに“thousand, million, billion, trillion, … " 

という単位で呼ぶ。したがって、上記の数の場合、3 桁区切りで1,230,000 とすると 、

“ one million 2 hundred thirty thousand " というように呼びやすい。

　ここで困ったことが生じている。日本では西洋化に伴って 3 桁区切りが使われ、

数字が読みにくいのである。たとえば“1,230,000" では区切りが無意味であり、即

座に「百二十三万」 と呼ぶことは困難であるが、文化の違いは致し方ない。

　ところで、日本では単位の呼称は古くから使われてきたが、1627年に吉田光由が

「塵劫記」にまとめている（図 1）。ここで興味深いことは、呼称の字面には風情

があることと、「細かな数」にも 1 桁ずつ呼称があることである。一方、英語圏な

どではこのような「細かな数」に対する 1 桁ごとの呼称はない 。

　この単位の呼称は、単位以外の日常語として転用されているものもある。たとえ

ば、「スーパーコンピュータ 京」「塵埃」「刹那」「五分五分の勝負」「九分九厘

の達成」などがある。特に「分、厘」については、「歩合」を表すとき、たとえば 

 0.345 を「三割四分五厘」と呼ぶ。これは本来の位とは 1 桁ずれており、このような異なる使い方をすることもある。

　また、単位の呼称の国際化に伴って、国際単位（SI:international system of units）の「K, M, G, T, P（キロ, メ

ガ,ギガ, テラ,ペタ）,…」「 m, l, n, p,f（ミリ, マイクロ, ナノ, ピコ, フェムト）,… 」などの接頭辞もよく使われる。
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●●●●「「「「巨巨巨巨大大大大なななな数数数数、、、、微微微微細細細細なななな数数数数」」」」ははははどどどどううううややややっっっってててて表表表表すすすすののののかかかか

　巨大な数や微細な数を表現する場合、上記のような呼称は煩わしいことが多い。実際、「万, 億, 兆」「割, 分, 厘」以

外はほとんど使わない。しかも、日常では金額以外では、測定値であったり概数のみに興味があったりするなど、すべ

ての桁の数は不要である。このような場合、たとえば 1230000=1.23% 610  , 0.0000123=1.23% -5 10 という表記、すな

わち指数表記を使う。一般に、数を指数表記 m% n10  で表すとき、m を仮数部（mantissa）、n を指数部（expone

nt）と呼ぶ。ここで m は 1(m<10 （負の値のとき -m ）、n は整数とする。このとき、m の桁数がその数の有効

数字の桁数である。また、n の値をオーダー（order:大小比較の基準）といい、およそどの程度の値なのかの目安とし

て利用する。たとえば、「その値は 610  のオーダー（百万～一千万程度）である」のように使う。

●●●●物物物物理理理理的的的的なななな現現現現実実実実のののの世世世世界界界界でででではははは「「「「巨巨巨巨大大大大なななな数数数数、、、、微微微微細細細細なななな数数数数」」」」のののの限限限限界界界界ははははああああるるるるののののかかかか

　我々が住む現実の世界の長さに目を向けると、人間の五感で想像し得る大きさを超えると、指数表記が便利である。

五感で想像できる世界の範囲は、個人差はあるものの -6 10 から  1 60  のオーダー（0.01mm ～ 1 万km程度）であろう。

オーダー 世界0 1対応する代表物

210 サッカーのピッチ

310 山の高さ

610 地球の半径、月の直径

1110 太陽までの距離0 11 天文単位

2010 銀河の直径

2210 アンドロメダ銀河までの距離

2610 観測可能な宇宙の直径 

オーダー 世界0 1対応する代表物

-2 10 1円硬貨の直径

-4 10 アメーバの大きさ

-9 10 DNA螺旋の半径、フラーレン0 1C60 の直径

-11 10 水素原子、ヘリウム原子の半径

-15 10 電子の半径

-18 10 素粒子間の弱い相互作用の到達距離

-35 10 プランク長0 1Plank, 量子論の創始者

 ここで、様々な物の大きさの世界をメートル単位で下記に列挙しよう（Eames 著, Powers of ten [10 の冪乗] 参照）。

表の最下段の世界が、現代人が知り得る大きさの限界である。つまり、最先端の研究では、宇宙論は宇宙の大きさの直

径を 1 260  (m) 、量子論は空間を分解できる最も細かい長さ（プランク長）を 1 -350  (m) のオーダーと見積もっている。

●●●●最最最最先先先先端端端端のののの数数数数学学学学やややや物物物物理理理理学学学学でででではははは、、、、ななななぜぜぜぜ「「「「巨巨巨巨大大大大なななな数数数数、、、、微微微微細細細細なななな数数数数」」」」をををを希希希希求求求求すすすするるるるののののかかかか

　数学上は「巨大な数、微細な数」には限りがなかったように、なぜ人類は現実の世界を超えて、そのような数を希求

するのだろうか。最後の話題として、数の大きさに対する飽くなき探究と想像を超えた発想を 2 つ紹介しよう。

　まず、インターネット等で最もよく使われる RSA 暗号の話題である。この方法は次のとおりである。数 a を暗号化

する側は、2 つの素数 p, q の積 pq を法として b6 na  (mod pq ) を計算する。このとき、pq と n は公開されるが、p と

 q は秘密である。復号化する側は、p, q, n のある関係から算出された m で mb =a となる原理を使って、元に戻すこ

とができる。現在では pq のオーダーが 1 300 0 を超える値が使われており、pq から素因数分解をしてp と q を見付ける
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図 2 : グラショウのウロボロス
（原図を基に筆者が作成）
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ことはほとんど不可能である。よって他者による解読は困難であるが、コンピュータの性能とイタチごっこでもある。

　もうひとつの話題は、グラショウのウロボロス（Glashow's Ouroboros）で

ある。グラショウ（ 1932年－）はノーベル賞を受賞した物理学者である。また、

ウロボロスとは古代文明にみられる不滅や生命力などの象徴のひとつであり、蛇

が自分の尾を噛んで環になった図のことである（図 2）。 彼は、この蛇の胴体を

宇宙の彼方から極微の世界まで繋がる数直線になぞらえて、この極微の世界の法

則が全宇宙の構造を支配しているという構想をこの図で説明した。現在では、自

然界を支配する 4 つの力（重力、電磁力、強い相互作用、弱い相互作用）を一つ

の形で表現する大統一理論（GUT:Grand Unified Theory）の構築が、宇宙の

最も「細かな空間」を探究する超弦理論を中心に進められている。


