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極限を11て って 1/α +1/b=1を 得る.こ の条件のも

とでα∈QX⇔ b/α ∈QXと すると,b/α =ρ /qと

分数で表せて いα]=[φ ]∈ f(α )∩ ∫(b)と 矛盾が生

ずる.従って

「√=|[α ]、 [わ ][2α ],[2ろ ],… …….[れ α],[れ ら]r・ …
|

の中には全ての自然数がただ1回現れる.

⇒告+÷ =1(α,b>0.α は無理数)」 が示された.

逆にレイリーの条件が、2つ のビーテイ数列ノ(α ).

′(b)が 全ての自然数をもれなく一つずつ含むという事

実を導 くことは、次のようにして示される.

[″ 2α]=[満 ]=た となる 7れ ,れ .た ∈Nが存在 したと

する.す なわち,た く
“
αくた+1,た くれらくた+]で ある.

式を変形 して
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2つ の不等式 の辺 々を足 し合 わせ て
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ヱ: これを変形 して たくη+れ くた+1と

なるが,′η,71.た ∈Nよ |'矛 盾する.よ って,∫ の中

には同じ目然数 |よ 2回 現れない
.

次に.あ る自然数 た∈Nが プの中に現れなかった

とする.す なわち,7れ αくたくた+1く (“ +1)α,η bく

たくた+1く (れ +1)0と なる ,,2,れ ∈Nが存在したとす

る。式を変形 して
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2つ の不等式 の辺 々を足 し合 わせ て =・1型 <÷ +

÷
=1<里

十十寸
圭 .従って た-1<″ +η くたとなる。

これは,′
",2.た

∈Nに 矛盾するので,任意の自然数

たは Iの 中にただ 1回現れることが言えて、逆 も成立

することが分かる.
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