なぜ、０で割ってはいけないか
中村文則
●すべて の数は ０に 等しい ？
右は「０は １に 等しい」 ことの 証明で
す。ここ で、①,②に おいて それぞ れ両 辺
に加える 数 を a 、かけ る数 を x−a と し 、
同様の計 算をす ると ０は a に等し くな り
ます。a はど んな数 であっ てもい いわ け
ですから 、結 局すべ ての数 は０に 等し い
ことがい えてし まい ます。

0=1 ?
x＝ 0 と す る
両辺に１を加えて ……①
x＋ 1＝ 1
両 辺 に x− 1 を か け て … ②
x2 − １ ＝ x− 1
両辺に 1 を加えて
x2 ＝ x
両 辺 を x で 割 っ て … … (*)
x＝ 1
∴ 0＝ 1

この証 明の誤 りは 、もち ろん(*)のと こ
ろで両辺 を x＝0 で除算 をした ことに よ ります 。除算 では 、０で 割るこ と
を認めて はいな いの で、約 束違反 をする とこんな とんで もな い結論 が導
かれてし まうの です 。実は ０の除 算の不 文律は、 ０の特 異性 と割り 算の
多義性に 関係し てい ます。

●存在し ないこ との 存在を 表すゼ ロ
日 本 の デパ ー ト で は １ 階 の 下 は地 下 １ 階 、 す な わち(− １)階 で あ り 、
０階はあ りませ ん。 温度計 には− １℃， ０℃，１ ℃、値 とし ての０ があ
ります。 試験で ０点 をとる ことと 、試験 を受けな いこと とは 違いま す。
何もない ことを ゼロ といい 、存在 しない ものを０ という 数字 で表す わけ
ですから 、ゼロ(0)はあるのか ないの かと いう議論 が生ま れて きます 。
位取りの空位を表す記号としてのゼロを発見したのは古代インドで

すが、バ ラモン 教が 無我の 境地に 自己の 存在、す なわち 悟り を求め た仏
教思想の 源流で あっ たこと を考え れば頷 けます。 やがて ゼロ はアラ ビア
を経てヨ ーロッ パに 伝わり ますが 、この 地ではな かなか 市民 権を得 るこ
とはでき ません でし た。ゼ ロとい う数字 はそれ自 体は存 在し ていな いの
に１のよ うに存 在す る数に くっつ けると １０，１ ００と 相手 の数を どん
どん大き くしま すが 、その 大きな 数にゼ ロをかけ ると今 度は 何も無 くな
ってしま います 。こ ういっ た不可 解な性 質と、数 字０の 形状 が魔物 を呼
び出す入 口に似 てい ること もあり 、ゼロ は悪魔の 数とみ なさ れ、ロ ーマ
法王によ って使 用が 禁止さ れた時 代もあ ったとい います 。
このようにゼロは数学の発展史の中では腫れ物に触るように疎まれ、
人間は不 可侵の 呪文 をゼロ に掛け てしま ったので す。

●割り算 と分数
数は人 間生活 の営 みと並 行して 拡張さ れ、計算 の効率 化の ために 四則
演算が作 り出さ れま す。指 折り数 える自 然数から 、もの を蓄 えるた めの
計算とし て考え 出さ れたの が加法 です。 やがて交 易の時 代に 移り、 もの
を与える 行為を 通し て負数 とそれ を計算 する減法 が考え られ 、さら に集
団におい てもの の計 算を合 理化す るため に乗法が 作られ ます 。そし て得
たものを 分配す る手 段とし て除法 が登場 するわけ です。
しかし 、割り 算の 結果は 必ずし も割り 切れるわ けでは あり ません 。
７÷３の ように もの の分 配が できな い場 合もあ るの です 。その ため ギリ
シア時代 には割 り算 を７： ３とし て比で 考えてい たとも いわ れ、比 を表
す：の記 号が転 じて÷に なり、 分数の 概 念が生ま れてき ます 。
分数もまた計算できない数としてゼロと同様に歴史の中で不遇の扱
いを受け たこと があ ったわ けです 。その ために、 割り算 は、 比とし ての
「割合 」、商 とし ての「 分数」 といっ た 二面性を もつこ とに なりま す。

●１÷０を考 えよ う
ゼロが 存在し ない のであ れば、 １をゼ ロで割る こと自 体が 無意味 とい
うことに なりま す。 だから 「分数 の分母 は０にし てはい けな い」と 演算
約束とし て計算 その ものを 否定す ること もできる わけで す。 しかし 、ゼ
ロは存在 する数 字０ とみる ことも できる わけです から一 概に 規則と して
片付けら れない 部分 もあり ます。
そこでここではゼロの特異性と除法計算の二面性を配慮することで、
いくつか の説明 を試 みてみ ましょ う。

１．数と しての 分数
ある数 に何か 掛け ると１ となる 数をそ の数の逆 数とい いま す。
すなわち 、数○ に対 して、
○×△＝１
となると き、△ を○ の逆数 といい 、△＝
例えば分 数

1
と表しま す。
○

1
2
1
は２の逆 数です 。分数 は、 2
として、２ に３ の逆 数
2
3
3

をかけた ものと 考え ます。 割り算 は逆数 の掛け算

a b a

1
b

を表して いるわ けで す。
これか ら、 １÷０は 、１ に０ の逆数 を掛 けるこ とと 考え ればい いこ と
になりま す。そ こで ０をひ とつの 数、す なわち存 在する 数と みて、 その
逆数を求 めてみ まし ょう。 逆数の 定義か ら
０×△＝１
となる△ が求め られ ればい いわけ です。 ところが 、０に どん な数を かけ
ても０と なりま すか ら、掛けて １にな る 数を見つ けるこ とは できま せん 。
これか ら０の 逆数 、すな わち

1
なる数 は存 在しな いこと にな ります 。よ
0

って１÷０も 計算 できま せん。

２．割合 として の分 数
１÷３ は 比 １ ： ３ の 意 味 を 表 す 量 的 な
割合とみ ること がで きます 。

１
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1
2 3
は、 有理 数 とし ては , と同 じ 値で す
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が、１： ３，２ ：６ ，３： ９とみ ると、
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みな違う 割合 を表し ている ともい えま す 。
１：３ は全 体を３ 等分し たもの を基準 と する場合 の１つ 分の 割合で あり 、
２：６は ６等分 した ものの ２つ分 の割合 と考える のです 。例 えば林 檎を
３個から １個取 るこ とと６ 個から ２個取 ることと は違う こと になり ます 。
したが って、

0
は３ 等分し たも のを基 準と した場 合の０ 個分 の割合 に
3

なります が、こ の場 合の０ は存在 しない ゼロと考 えます 。す なわち 、な
にも取ら ないと いう ことに なり 、無い と いう意味 のゼロ(0)がその結果 と
なります 。
では

1
はどんな 割合 になる でしょ うか。
0

全体を０ 等分、 すな わち分 けない という ことで基 準が無 とな り、割 合
そのもの を考え るこ とがで きない ことに なります 。した がっ て、そ の値
も考える ことが でき ないの です。
３．演算 として の分 数

1
は、１÷０の 計算 の結果 として みるこ と もできま す。
0
１÷０は 、１を 何も ない もの 、ある い０ という 数で 実際 に割っ たも ので
す。もち ろん、 何も ないも ので割 ること はできな いわけ です から、 この
場合は無 あるい は０ に限り なく近 づけた 数で割る と考え て、 どんな 値に
近づいて いくか 予想 してみ ます。 このよ うに０に は無と ０の 両者を 表す
「限りな く０に 近づ ける」 無限小 の０と いう意味 合いも ある のです 。
割る数を だんだ んと ０に近 づけて 除算し てみます 。実際 に電 卓で計 算し

てみるの もいい でし ょう。 その結 果が右 表です。
例えば 、0.001 に対して 合せ鏡 のよ うに 1000 の
値が求ま ります 。 10
き さ( 10

14

14

を逡巡と いい、原子核 の大

m )ほ ど の 値 で す が、 こ の 値 で 除 算 し た

14

結果は 10 で、百 兆の 大きさ にな ります 。 10
空虚、 10

21

20

は

は清浄と いい 、仏教 世界で はこの 辺り

1÷0.1＝ 10
1÷0.01＝ 100
1÷0.001＝ 1000
1÷0.0001＝ 10000
1÷0.00001＝100000

でもうほ とん ど何も なくな ってし まいま すが、さ
らに無 限小ゼ ロに 近づけ 、 10

80

80

で割った 結果 10

は宇宙全 体の 粒子数 を超え るほど の大き さになり 、
無限大(∞)となって いく のです 。

1÷(− 0.1)=− 10
1÷(− 0.01)=− 100
1÷(− 0.001)=− 1000

ところが 割る数 は負 の値か ら無限 小 0 に 近づけ
ることも でき ます。 その除 算した 値は今 度は負の

1÷(− 0.0001)=− 10000
1÷(− 0.00001)=−100000

無限大(−∞)に近づ いて いきま す。
このこ とから 、

1
の値は、 数直 線上で ０を 起点と して、 左右 の方向 に
0

無限に伸 びた先 にあ るとも 考えら れます 。結局、 その値 は確 定でき ない
ので、存 在しな いと 約束し た方が いいこ とになる わけで す。
仏 教 に は彼 岸 と い う 言 葉 があ り ま す 。

0

此の世に 対し て、彼 方の岸 にある 悟り
の世界の こと をいい ます。 彼岸か ら人
は輪廻転 生を 繰り返 し、前 世、現 世、
来世の三 世を 永久に 生き続 けてい きま

−∞

1
0

∞

す。位取 りを表 す数 として インド で考え られたゼ ロは不 可思 議な数 では
あります 。しか し、 仏教で はゼロ を空と いい、色 即是空 に象 徴され るよ
うに中軸 思想を 意味 してい ます。 空は、 すべてを 生み出 す元 であり 、空
で除算す ること は、 すべて の数を 彼方の 世界に送 りだし てい る、そ う解
釈すれば 、ゼロ は幽 遠な思 惑をも って生 まれてき たとい える のです 。

