
等周不等式

1 導入� �
定理 1.1 (等周定理). 平面内の滑らかな曲線で囲まれた領域 Ω を考える。Ω の面積を

|Ω|、周の長さを Lとすると、不等式

4π |Ω| ⩽ L2

が成り立つ。さらに、この不等式の等号が成り立つとき、Ωは円盤に一致する。� �
特に、長さが一定の曲線で囲まれた図形のうち面積が最大となるようなものが存在し、そ

れは円盤である。面積が同じ図形のうち最短の長さで囲えるものが存在し、それは円盤であ

る、ということもできる。定数 4πは円盤の場合から定まっている。Lを 2乗するのは、Ωを

拡大したとき、周長は 2倍、3倍...と大きくなるのに対し、面積は 4倍、9倍、...と増える

からである。等周定理が成り立つことは古くから認識されていたらしく、カルタゴの建国者

Didoに纏わる次のような伝説がある。

Dido は元々フェニキアの都市国家トュロスの王女であったが、故あって国を追われた。現在のチュニ

ジアに流れ着いた Dido は、その土地の王に分与を乞う。王は彼女に 1 頭の雌牛を与え、その皮で覆え

るだけの土地を与えると約束する。Dido は雌牛の皮を細かく引き裂いて海沿いの土地を取り囲み、砦

を築けるだけの土地を得た。これがカルタゴの始まりであるという。

海岸線を直線と見做すと、面積を最大にする囲い方は、実は半円である。これは等周不等

式からただちに従う。このような単純な結論に対し、等周定理の厳密な証明が与えられたの

はかなり近年 (Weierstrass, 1879)のことである。現在では様々な証明が知られており、その

先に豊かな数学背景が広がっていることも多い。今回は、等周不等式の証明について多少考

えつつ、その難しさについて理解したい。

2 三角形の場合

まずは三角形の場合を考えよう。



定理 2.1. 周の長さが等しい三角形をいろいろ考える。このうち、面積が最大となるものが

存在し、それは正三角形である。

証明. 面積最大となる三角形 ABC が、仮に正三角形でないとして矛盾を導く。AB ̸= AC

としてよい。Bと Cを焦点とする楕円に沿って Aをちょっと上にずらすと、面積は増えてし

まう。これはおかしい。

実はこの証明は不完全である。何故か？ここで示しているのは

最大値を達成する三角形が存在すれば、それは正三角形でなければならない

ということに過ぎず、
面積が最大の三角形が存在する

ということが分かっていない (!)からである。実際、周の長さが一定という制限がなければ、

これは明らかに正しくない。

Perronの冗談� �
1と異なる自然数に対し、それより大きい自然数が常に取れる (2乗すればよい)。従っ

て 1は最も大きい自然数である。� �
今の場合、大学 1, 2年生で学ぶ「連続関数の最大値定理」を用いれば、この問題は次のよ

うにしてクリアできる。

最大値の存在� �
三角形 ABCを xy平面に置き、点 Cを固定して Aと Bをいろいろ動かしてみる。この

とき、三角形の面積は A と B の座標成分について連続な関数である。さらに周の長さ

が一定であるとするならば、Aと Bは有界な範囲を動く。従って、面積が最大となるよ

うな A、Bの配置が存在する。� �
ちなみに、3辺の長さが a, b, cであるような三角形の面積は

16 |ABC|2 = (a+ b+ c)(−a+ b+ c)(a− b+ c)(a+ b− c)

で与えられる。これを知っていれば、a+ b+ cが一定のとき右辺の最大値が実際に a = b = c

で達成されることを直接示すこともできる。

もっと簡単なやり方が他にないものだろうか？さておき、次は四角形の場合を考えてみ

よう。



3 四角形の場合

定理 3.1. 周の長さが等しい四角形をいろいろ考える。このうち、面積が最大となるものが

存在し、それは正方形である。

証明. これは三角形の場合の議論が使える。実際、四角形 ABCD がもし菱形でないとする

と、AB ̸= ACとしてよい。三角形 ABCに対して先ほどと同じ A′ をとれば、A′BCDの面

積は大きくなってしまう。菱形のうち正方形が面積最大であることは簡単に分かる。

しかし、四角形の場合はもっと興味深いヴァリエーションがある。(素直な一般化よりも面

白い変化の方向性を探るのは、数学の常である。)

定理 3.2. 4辺の長さ a, b, c, dを固定して四角形をいろいろ動かす。面積が最大となるのは、

四角形が円に内接しているときである。　

これは等周定理の帰結でもある。なぜか？ 辺の長さが a, b, c, dであって円に内接するよう

な四角形をとってくる。このとき、四角形の外側で円に囲まれた部分は剛体と見做して、四

角形だけをぐにゃぐにゃ動かしてみるのである。すると、この操作で周の長さは変わらない。

だから、等周定理により、元の四角形のときだけ面積が最大になる。

図 1

この証明を見ると、等周定理と定理 3.2には何かもっと密接な関係があるのではないかと

いう気がしてくるだろう。

補題 3.3 (定理 3.2の Dido版と呼ぶべきもの). 1辺 ABを除いて他の 2辺の長さが変わら

ない三角形をいろいろ考える。面積が最大となるのは、AB を直径に持つ円に内接している

ときである。

証明. 面積最大なものが件の円に内接していないと仮定して、矛盾を導こう。頂点 C で角

ACBが直角でないとしてよい。Cを中心として CBを回転させ、角 ACB′ が直角になるよ

うな B′ を得る。



図 2

AB ̸= AB′ かもしれないが、CB = CB′ のままで、|ABC|よりも |AB′C|は大きくなって
しまった。これはおかしい。

定理 3.2の直接証明を与えよう。面積最大の四角形 ABCDがあったとして、これが円に内

接していないとして矛盾を導く。ABCDを ABCと ACDに分けてそれぞれに補題を適用す

れば、同じ周長のままで面積をもっと大きくできる。これはおかしい。

以上で定理 3.2が証明できた。もちろん、最大値の存在が分かっての話である。なお、Hero

の公式に相当するものとして、Brahmagupta-Bretschneiderの公式

16 |ABCD|2 =(−a+ b+ c+ d)(a− b+ c+ d)(a+ b− c+ d)(a+ b+ c− d)

− abcd cos2
β + δ

2

がある。ここで β, δ はそれぞれ頂点 B, Dでの内角とした。　

4 多角形の場合

同様のアイデアで、次が証明できる。興味のある方は次回までにぜひ考えてみてほしい。

定理 4.1. 周の長さを変えずに n角形をいろいろ考える。このうち、面積が最大となるもの

が存在し、それは正 n角形である。

定理 4.2. 各辺の長さを変えずに n角形をいろいろ考える。面積が最大となるものは、円に

内接する。



5 一般の場合–Steinerのアイデア

J. Steiner(1796～1863) は等周定理に関して様々な証明方法を考案したことで知られる。

残念ながらそれらは現代の視点から見ると全て厳密性に欠けたものであったが、座標や代数

を用いない彼のアイデアは幾何学的直感と魅力に溢れている。

まず次のことを指摘しておく。領域内の勝手な 2点に対しそれらを結ぶ線分がまるごとそ

の領域に含まれているとき、その領域は凸であるという。

補題 5.1. 周の長さが等しい領域で面積が最大なものは、凸でなければならない。

Steinerのアイデアは、「面積を最大にするためには、領域はさらに対称でなければならな

い」という直感に基づく。始めに勝手な凸領域 Ω1 を取る。さらに勝手な軸をとり、Ω1 を等

積変形して、線対称なもの Ω2 に置き換える。

図 3

まず、凸だからこのような操作ができることに注意する。さらに台形によって近似して考

えれば、(定理 2.1の議論により！)周の長さは決して増えないことがわかる。今度は面積を

保ったまま周の長さを減らしていくわけである。Ω2 に対しまた別の軸をとって、線対称な図

形 Ω3 をとる。軸をバラバラに選びながらどんどんこの操作を続けていけば、図形の列

Ω1,Ω2, . . .Ωn, . . .

はあらゆる軸に関して線対称な図形、すなわち円盤に近づいてゆく「だろう」。そうすると

|Ω1| = |Ω2| = · · ·
= |円盤 | = L(円周)

⩽ L(Ω1)



となる「はず」だ。以上が概略である。

Steinerのアイデアをもう 1つ紹介しよう。さっきと同様、最初に勝手な領域 Ω1 を取る。

Ω1 が円盤であるなら、ここで止める。Ω1 が円盤でないならば、同じ円周上にない 4点がと

れる。補題の証明まで考えると、この 4点を頂点とする四角形は Ω1 に含まれるとしてよい。

このとき、図 1と同様の変形を施して、周の長さは保ったまま、Ω1 のうち四角形の部分だけ

面積を大きくすることができる。このようにして得られた領域を Ω2 とおく。Ω2 が円盤なら

ば、ここで止める。もしそうでないならば、Ω2 に同じことをして、Ω3 を得る。以下これを

繰り返して
Ω1,Ω2, . . .Ωn, . . .

という列を得る。これは円盤に収束する「はず」である......。Steinerのこのようなアイデア

は、後に Carathéodoryによって厳密化された (1909)。

6 より厳密な証明

次の証明は 1909年に Studyが与えたものらしい。上と同様、「最大値が存在する」という

ことの代わりに「円盤に近づくようなうまい列が取れる」ことを示すのがポイントである。　

証明. 長さ Lの領域 Ω1 から始めて、周長を保ちつつ面積が増えるような列を作る。すでに

見てきたように、Ω1 は凸であるとしてよく、また、x軸 y 軸に関して線対称であるとしてよ

い。傾き 45度の直線で、第 1象限における Ω1 の周長を 2等分する。図 4のように、2つの

パーツが生じる。

図 4

面積の大きい方を選び、先端を原点まで移動し、コピー＆ペーストする。こうすれば、周長

を保ったまま、もっと大きい Ω2 を得ることができる。しかも Ω2 の対称性は上がっているの

である！ 以下同様のことを繰り返せば、対称軸が 2n 本の領域 Ωn を得ることができる。対

称軸における Ωn の端点は 2つの円盤に挟まれており、その間の距離は 2−n−2Lよりも狭い。

従って、円盤の間隔はどんどん小さくなり、Ωn はある円盤に収束する。



興味のある方は、最初にやった三角形の場合の等周定理で、このような議論ができないか

考えてみてほしい。

参考文献
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