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◎本書について（第３版序文より抜粋）

本書の第 2 版が世に出てから20 年の間に，数学の課程と数学史の取り扱いにかなりの変化があった．以前は
別だった専門分野から出現した技法と考えによって，傑出した成果が数学で達成された．第2版の序文で述べた
ように，数学史は量的に増え続けるが，同時に「内在史」対「外在史」の論争を打開し，数学原典への斬新なアプ
ローチを歴史家の適切な言語的，社会的，および経済学的手段に結びつけた相当な研究があった．
この第3版でも，ボイヤーの数学史へのアプローチを忠実に守ろうと努力した．今回の改訂は本全体に及んで
いるが，変えたのは，元の内容というより強調部分である．明らかな例外は，初版刊行後の新たな知見を入れた
ことである．

内容目次

【Ⅰ巻 】
起源
1.1. 起源
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20.4 総合非計量幾何学 ─フォン・
シュタウト
20.5 解析幾何学
20.6 非ユークリッド幾何学
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