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第 1 巻「古代･中世」 9 

序文 10 

本書の問題意識は、近代自然科学、とりわけ近代物理科学がいかにして近代ヨーロッパ11 

に生まれたか、にある。（＊と言いながら、ヨーロッパ以外への言及はない。） 12 

近代物理学の出発点は遠隔力としての万有引力の発見にあった。もう少し詳しく言うと13 

以下になる。 14 

物質や運動は古代から知られていたのであり、それだけでは物理学は生まれなかった。15 

機械論的な物質観の確立と力学原理の定礎はデカルトやガリレイに多くを負っているが、16 

しかしデカルトの力学は衝突による運動の受け渡しのみの可能な貧しい体系であり、ガリ17 

レイの力学も力概念を欠落させていたため、ガリレイは太陽系を動力学の問題として捉え18 

ることはできなかった。そしていずれもケプラーの発見の意義を理解できなかった。ケプ19 

ラーとフックとニュートンが力概念をそのなかに持ち込んではじめて、太陽系は動力学の20 

対象となり、ケプラーの法則はその真の意味を見出したのである。このように近代物理学21 

は力の概念を獲得したことによってこそ、豊な生命を獲得し、勝利の第一歩を踏み出すこ22 

とができたのである。したがって、追跡すべきはまずもって力概念の形成と発展である。（＊23 

50 年以上前の高校物理の知識しか持たない－それさえも怪しい－紹介者にとっては衝撃的24 

内容であったが、第 3 巻の主要テーマとして解説される。） 25 

 26 

 力という表象は、もともとは人が手で物を持ち上げたり運んだり、人間同士がじかに押27 

し合ったり引き合ったりするときの努力や抵抗の感覚から形成され獲得されたものであろ28 

う。そのように力は擬人的な観念であり、したがって当初から力は直接的な接触によって29 

のみ働き、離在の物体への力の行使には掴まえる手や腕、一般的には介在するものが必要30 

と見られたのは自然なことである。 31 

古代ギリシャで、プラトンは「琥珀や磁石がものをひきつけるというあの不思議な現象32 

にしても、けっして<引力>は存在しないのです」（『ティマイオス』）と説き、見かけ上の「引33 

力」が接触作用に還元されるべきことを主張した。アリストテレスもそれを踏襲している。 34 

 35 

ある物が離れたところにある別の物に作用するにはその間に何らかの物質的介在物がな36 
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ければならないというのは、古代以来、近代にいたるまで、ほとんどアプリオリに認めら1 

れ要請されていたのである。 2 

遠隔操作はありえないという古代以来の実感に真っ向から反していたものが、磁力の存3 

在であった。・・・磁石は接触なしに働くがゆえに、不思議なもの・謎めいたもの・神秘的4 

なものとして、古来、ときには生命的なものないし霊魂的なものと見なされ、しばしば魔5 

術的なものとさえ思念されてきた。 6 

（＊この魔術的なものを非科学的として排除しては磁力発見の過程を理解することがで7 

きないと、著者は強調する。） 8 

近代科学成立以前の磁石をめぐる魔術的な言説や実践を無視しては、力概念―万有引力9 

概念―の形成と獲得はケプラーやニュートンの天才の閃きということでしか説明がつかな10 

いことになってしまう。 11 

 12 

本書は近代科学の成立の謎を探るという問題意識のもとに、古代以来、近代初頭にいた13 

るまでのヨーロッパにおける力概念の発展、なかんずく磁力と重力の発見過程を歴史的に14 

追跡したものである。とくにその過程で魔術と技術がどのような役割を果たしたのかに焦15 

点を当てて論じる。（＊そのため、一見磁力や重力とは直接関係ないような、その時代の技16 

術や産業、それに社会状況にまで多くのページを割いている。だから、物理学の専門知識17 

がないものにも飽きさせずに惹きつけるともいえる。 18 

さらに、これまでの多くの自然科学史が古代ギリシャからルネサンスまで一挙に千年以19 

上も飛んでしまっていることを指摘し、）これまでの科学史は、現代の科学から見て意味を20 

持たない、ないしネガティブな意味しか持たないたぐいの事項－迷信や臆見や伝承そして21 

宗教上の言説－を「無意味」とか「反動」の一言でかたづけて無視する傾向にあったから22 

である。（＊謙虚な言葉使いながら、いわば科学史の本道に挑戦することを宣言している。） 23 

 24 

第 1 章 磁気学の始まり―古代ギリシャ 25 

 古代ギリシャで 初に磁石に言及したのはタレス（前 624－5469 ）と言われている。（ア26 

リストテレスの記述によると）タレスは「霊魂」の働きを説明するために磁力を持ち出し27 

ているのであって、磁石そのものを説明しようとしているわけでも、ましてや磁力を新規28 

な発見として語っているのでもない。このことは当時すでに磁石の存在や作用それ自体は29 

かなり知られていたことを示唆している。･･･つまり、タレスの根底にある思想は自然万物30 

に生命の内在を認める「物活論」であり、磁石の存在はそのことの直裁の例証と見られて31 

いたのである。 32 

 33 

 古代ギリシャで磁力のそれなりに合理的な「説明」を 初に試みたのはエンペドクレス34 

（前 495-435）である。エンペドクレスは万物の根を「土、水、空気、火」の 4 元素からな35 

ると考えていた（現代風に言えば、個体、液体、気体、エネルギーに相当する）。エンペド36 
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クレスの磁石理論は、（伝聞によれば）「磁石と鉄の両方から生じる流出物と、鉄からの流1 

出物に対応する磁石の通孔とによって、鉄が磁石の方へ運ばれる」というものである。（現2 

在知られている限りで）ミクロ機械論による説明の 初のものと言える。 3 

類似のミクロ機械論は、いくつかある（ディオゲネス、レウキッポス、デモクリトス）。4 

「類似のものどうしが引きあう」（デモクリトス）、「類似のものの間の共感」（プラトン）5 

という擬人的、生物態的、あるいは魔術的ともいえる意味で、それ以上の遡及の不可能な6 

自然の作用として受け取られ、中世において原子論が衰退していた間も含めてヨーロッパ7 

に連綿と語り伝えられ、2 千年余の長丁場にわたって影響を及ぼした。・・・ 8 

こうしたギリシャ時代の磁力についての理解は、現代の私たちから見ていかに稚拙に映9 

るにせよ試みられたこと自体が意味を持っている。つまり磁力は、霊的ないし生命的な力10 

あるいは神意や魔力としてそれ以上踏み込んだ説明を拒否するのではけっしてなく、無機11 

的な自然についての一般的な原理にもとづいて理解され解明されるべきものであるという12 

立場を打ち出しているという点において、それらは時代を画しているのである（＊という13 

のが著者の姿勢である）。 14 

ついでに、デモクリトスの原子論に触れておく。アリストテレスは「デモクリトスは味15 

を形状に還元している」と断じたが（『ソクラテス以前哲学者断片集』）、デモクリトスは、16 

感性的な性質がそれ自体としては無性質な原子の幾何学的形状や配置や結合状態から説明17 

されるべきである、と考える。つまり、「甘いものは（その原子が）丸くて適度な大きさの18 

もの、酸っぱいものは［原子の］形状が大きく粗く角が多く丸くないもの」であり、物質19 

の色は「原子の<並び方>と<形>と<向き>による」.こうした立場を「還元主義」と言い、そ20 

の後近代にいたるまでの原子論と機械論の基本思想となる。 21 

 22 

アリストテレス（前 384－322）には、磁石に関する記述はほとんどない。「磁石のよう23 

に、 初に動かすものは、それが動かしたところのものを、今度はそれ自身が他のものを24 

動かすようにする」（『自然学』）例として挙げているのであり、磁石そのものを説明してい25 

るのではない。磁石が他から作用を受けることなく鉄を引きよせ、その引き寄せられた鉄26 

がさらに別の鉄を引き寄せるという磁気の作用を周知の事実として、それを「 初の動か27 

すもの」なる概念の例解にしようしているだけである。 28 

アリストテレスの自然学（p43-48 に解説）によれば、みずから動くことなく他を動かす29 

運動の第一原因こそが、宇宙の秩序の原理であり「永遠にして 高善たる神」に他ならな30 

い。地上的存在でありながら他からは動かされることなく他を動かす磁石は、アリストテ31 

レス自然学と 4 元素理論には適合する位置を見出し得ない。さらに、生物については、身32 

体を「動かすもの」は「霊魂」であるという。「霊魂は動くことができない」が「霊魂が身33 

体を動かす」と論じている。こう見てくると、磁石は霊魂を有すると言い出しそうである34 

が、アリストテレスは何も語ってはいない。 35 

後にアリストテレス哲学を受け入れ、第一原因としての神をキリスト教の神と読み替え36 
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たトマス・アクィナス（13 世紀）が、霊魂のヒエラルキーを緻密化してそこに鉱物の霊魂1 

を組み込むことになるが、それによってはじめて磁力はアリストテレス自然学のうちに位2 

置づけられるようになったのである。 3 

 4 

第 2 章 ヘレニズムの時代 5 

※ルクレティウス(共和制末期のローマ人)と原子論 6 

『物の本質について』（前 70 頃、詩の形式で書かれ、宗教に対する蒙昧な恭順と死に対す7 

る恐怖から人類を解放することを目的としている） 8 

 9 

死すべき人間は、地上に、また天空に、幾多の現象の生ずるを見て、その原因がいか10 

なる方法を持ってしても窺い知ることができず、これひとえに神意によって生じるのだ11 

と考えてしまうがゆえに、誰しも皆恐怖にとらわれてしまう。 12 

 13 

かかる宗教的恐怖に打ち勝つためにこそ自然の解明は求められているとルクレティウスは14 

断言する。そして、エピクロスの原子論を支持し、磁力の解明を行おうとする。 15 

 16 

まず第一にこの石はきわめて多量の原子か、原子の流派が流れ出ているにちがいなく、17 

これが石と鉄の間にあるすべての空気を打ち払う。そしてこの中間の場所が充分に空虚18 

となると、ただちに鉄の原子が押し出されてその空虚の中へ一団となって滑り込み、そ19 

の結果、環そのものもこれに続き、かくして全体として動いてゆくことになる。それに、20 

強くかつ冷たい恐ろしさを持った鉄という物質ほど原子の緊密に絡み合って密着したも21 

のは他にはまったくない。それゆえにこそ、私の行っているように、鉄から多量の原子22 

が出てその空虚のなかに動いていけば、鉄環もまた続いてゆくにちがいないであろうこ23 

とは、すこしも怪しむに当たらない。現に鉄環はそうするのである。そして続いていっ24 

てついにその石にまで達し、目に見えない鎖によって石に付着するにいたる。(『物の本25 

質について』) 26 

 27 

 この論理では以下の 2 点が説明がつかない。 28 

①磁石が引力だけではなく斥力をも示すこと 29 

②磁石が鉄だけを引きよせ非金属や鉄以外の金属を引き寄せないこと 30 

①に対しては、青銅の器の中に鉄粉を入れると鉄粉が磁石から逃げ出そうとする事実を（見31 

たことがあると）指摘し、その理由としては、青銅から出る原子が鉄の通孔を先に占領し32 

てしまうために磁石から出る原子が鉄を押し出し、磁石から鉄を遠ざけることになる。 33 

②に対しては、密度が大きいために動こうとしないものがある。金がそれである。疎な物34 

体は磁石からの原子の流波が通過してしまう。木材はその代表である。 35 

 磁石が鉄にたいして引力だけではなく斥力をも示すこと、およびその力が金属によって36 
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遮蔽されないことについての、おそらくは初めての成文化された観察記録であろう。 1 

 2 

安直で欠陥をもった説明ではあれ、これは近代の機械論と原子論―総じて要素還元主義3 

―の原点である。千数百年後のデカルトやガッサンディの説明も、神との関係を別とすれ4 

ば、素朴さの点においてはルクレティウスと五十歩百歩と言える。しかし、ギリシャにお5 

けるこの還元主義の伝統は、ルクレティウスでもって終焉を迎える。 6 

 7 

※ガレノス（131－201、古代ギリシャ医学の思想をヨーロッパ中世とアラブ世界に伝承し8 

た人、ヒポクラテス医学とアリストテレス自然学の継承者） 9 

『自然の機能について』のなかで原子論批判を展開する。 10 

吸引には 2 種類あって,空虚充填によるものと質の親近性によるもの。 11 

肺が空気を吸収し心臓が血液を循環させるのは前者であり、胃や腸が皮膜を通して栄養分12 

を吸収するのは後者。磁力も後者に属する、生命的なものである。 13 

 14 

※アレクサンドロス(198－211 アテナイで逍遙学派（アリストテレス派）を再興) 15 

 磁力と静電気力での現象面での違い、つまり、琥珀の引力は多様な物体におよぶのにひ16 

きかえ磁石は鉄のみを引き寄せるという相違は、すでにこの頃にはかなり明瞭になってい17 

たようである。そしてまさにこの点こそが機械論的ないし原子論的磁力説明のアキレス腱18 

であることを、アレクサンドロスは見抜いていた。そして、中間に水が介在しても磁力が19 

作用することを発見し、磁力を「遠隔作用」と結論づける。さらに、アレクサンドロスは、20 

磁石が鉄との間にある空気や水を引き寄せることなく鉄のみに作用する点を、琥珀の引力21 

との決定的な違いと考える。 22 

原子論批判は鋭いものがあるが、自説は明確ではなく、結局は磁力を一種の生命的・生23 

体的力と見る物活論に逃げ込んでいる。磁力と静電気力との違いの指摘は、のちにカルダ24 

ーノとギルバートによって取り上げられることになる。 25 

 26 

磁力に関するギリシャ哲学の系統 27 

Ⅰ、・原子論による説明（デモクリトス、エピクロス、ルクレティウス） 28 

  ・ミクロ機械論的説明（エンペドクレス、ディオゲネス、後期プラトン、プルタルコス） 29 

＊二者の違いは明瞭ではない。磁石が鉄を引きつける理由として、前者は原子と言い、後30 

者は流出物と言っているくらいか。 31 

Ⅱ、・神的で霊的な能力（タレス、初期プラトン、アリストテレス） 32 

  ・生命的ないし生理的な磁力観（ガレノス、アレクサンドロス） 33 

＊この対立の構図が、近代になって重力をめぐる論争として再燃することになる（第 3 巻） 34 

 35 

古代ギリシャでは、磁石と磁石のあいだの力は知られていなかったようである。また、36 
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磁石や磁針の指北性も知られていなかったと見られる。 1 

 2 

第３章 ローマ帝国の時代 3 

「ローマ人たちはいかなる芸術的形式をも創案せず、独創的な哲学体系を築かず、また4 

科学的発見をすることもなく、ただ立派な道路を作り、体系的な法律を編み、能率のよい5 

軍隊を育てた」というバートランド･ラッセルの評（『西洋哲学史』）がローマ文化に対する6 

大方の見方を要約している。主題である磁石や磁力に関して、ギリシャのものとは異なる7 

言説が見られるので、それらを拾い上げる。 8 

 9 

※ディオスコリデス（40 頃－90）の『薬物誌』：観念的で思弁的な議論は見られず、薬物の10 

処方や効能のみが列挙されていて、実用性を重視したマニュアル本。ギリシャ的と言うよ11 

りローマの科学書。 12 

 13 

磁石は貞節な婦人と姦通した不貞な婦人を見分けるのに役立つとも言われている。こ14 

れを床の中に潜ませておくと、貞節で夫を愛している婦人ならば、磁石の持つある種の15 

自然の抗力により、眠り込んだときでも手を伸ばして夫にしっかりしがみつくが、姦通16 

している婦人ならば、汚れた密事の夢に悩まされて床から転げ落ちてしまう。 17 

  18 

ギリシャではもっぱら磁力をいかに「説明」するかが問われていたが、ここでは、磁力19 

がどのように作用するのか、磁石が何の役に立つのかだけが問われている。 20 

 21 

※プリニウス（22－79）の『博物誌』 22 

ローマ時代から中世を経て近代にいたるまでヨーロッパ人に読み継がれた大著には磁石23 

に関する記述が散見される。例えば、「鉄は磁石に感染し、それを長時間保持し他の鉄を捕24 

らえることのできる唯一の物質である。そこでわれわれは、ときにいくつもの指輪の連鎖25 

を見ることができる。無知な下層階級の人々はこれを「生きている鉄」と呼ぶ。」と記され26 

ており、磁石の作用は生物の働きになぞらえているのである。端的に磁石に対する生物態27 

的理解といえよう。磁石の特異な性質、そこの露呈している自然の驚異を因果的に解明し28 

合理的に説明するという姿勢はまったく見られない。あえて探すならば、自然の様々な働29 

きを「共感と反感」と擬人化しているところであろう。火と水の間には「反感」が、太陽30 

と月の間には「反感」、月と水の間には「共感」があるとする。同様に磁石と鉄の間には「共31 

感」があるというわけである。 32 

 プリニースは磁石同士の間に引力が働くことを（われわれの知る限り）はじめて語って33 

いる。また、引力を示す磁石と斥力を示す別種の磁石があるとも信じられていた。また、34 

ダイヤが磁石と反発し合いダイヤが鉄に対する磁石の引力を妨げ、そのダイヤを山羊の血35 

が破壊する、という中世を通じて長く信じられてきた迷信的な記述もある。（＊当時磁石は36 
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貴重品であって－同量の銀と交換されていた－簡単に実験もできず、風説を頼りにするし1 

かなかったというような事情もあっただろう。） 2 

 3 

ローマ社会において、その後のキリスト教中世における磁石と磁力に対する姿勢、ひい4 

ては自然力一般の理解の原型がほぼすべて形成されることになった。 5 

第一に、磁石の働きを生物になぞらえて見る生物態的視点の浸透、第二に、磁石には物6 

理的な作用があるだけではなく生理的作用さらには超自然的な能力が備わっているという7 

想念の普及、そして第三に、自然万有の間の共感と反感の網の目でもって自然の働きが成8 

り立っているという自然観の形成である。 9 

 10 

＊歴史区分は、「ギリシャ・ローマ」より「ローマ･中世」 11 

 12 

第 4 章 中世キリスト教世界 13 

※アウグスティヌスと『神の国』 14 

アウグスティヌス（354-430）の思想はその後の中世思想の進路を決定し、1 千年近くに15 

わたってヨーロッパ人の精神に少なくとも外面的には（面従？）影響を及ぼし続けた。 16 

磁石に接した鉄の輪が次々に他の鉄の輪を吊り下げるとか、銀の皿で隔てられていても17 

鉄をひきつけることの不思議さが語られているが、これらは従来の指摘（プリニウスやル18 

クレティウス）の踏襲である。さらには、ダイヤモンドが磁石の力を妨げ、そのダイヤを19 

山羊の血が破壊するなどの民間伝承をも引き継いだのである。 20 

 磁石の力や鉄の磁化と言った不思議にたいして合理的で理解可能な「説明」を求めよう21 

とする姿勢は端から見られない。それどころか、このような自然の不思議にたいして理由22 

を求める心－現代風に言うならば「知的好奇心」－それ自体が、肉体的欲望と同類の忌む23 

べき克己すべき欲求に他ならないと見なされているのである。・・・研究それ自体のための24 

自然研究というのは信仰と別物と言うだけではなく、むしろ積極的に信仰に反することに25 

なる。・・・ 26 

 不思議を不思議のまま受け入れよ、それ以上の穿鑿は信仰に反するという、無知への居27 

直りにたいしてアウグスティヌスの与えた容認、むしろ積極的なお墨付きは、表面的には28 

自然研究をほぼ一千年の長丁場にわたってストップさせることになり、13 世紀にいたるま29 

で、ヨーロッパでは磁石と磁力についての合理的な認識はほとんど前進しなかったのであ30 

る。 31 

 32 

中世の人がどう考えていたかの例として、マルボドゥス（1035-1123）の『石について』33 

中の「黒玉」（石炭の一種、静電気力を持つ）に関する記述を取り上げると、 34 

１、水腫を直し、緩んだ歯を強くし、月経をもたらし、ライ病や胃病、陣痛に効く（生理35 

的薬効）、２、魔除けになり処女性の判別になる（魔術的作用）、３、摩擦により暖められ36 
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たならば近くにある麦藁を引きつける（物理的な力）、とある。 1 

磁石についても同じような認識であった。（ただし、処女の判別ではなく、不貞の発見） 2 

 3 

＊磁石や宝石などの異教的魔術的な思考が中世キリスト教世界で広まっていることをさま4 

ざまな文献から例証している。いわば官制通史が中世時代をスキップしてしまうことにた5 

いして著者は批判的である。 6 

 7 

実際のところ、キリスト教は土着の民族宗教に完全にとってかわったのではなく、異教8 

的要素や民族的伝承に対して、ときにはそれらのいくつかに異端であるとか魔術であると9 

かのレッテルをはりつけて排除しつつも、またときにはそのいくつかにキリスト教の衣を10 

着せることにより、実際にはその多くを黙認しその多くと共存してきたのである。こうし11 

て中世ヨーロッパにおいては、表層部におけるキリスト教のイデオロギー支配にもかかわ12 

らず、その自然観の深層には、前キリスト教的・異教的・土俗的・民族的ともいうべき精13 

神世界が残されていて、それがアウグスティヌスの禁令や勧告にもかかわらずそれなりの14 

形で自然に関する関心を喚起し続けてきたのである。･･･ヨーロッパ社会がキリスト教に支15 

配されていたにもかかわらず、磁石と磁力への関心は異教的で魔術的な研究と背中合わせ16 

であった。 17 

 18 

第 5 章 中世社会の転換と磁石の指向性の発見 19 

※中性社会の転換  20 

 魔術的とも呪術的ともいうべき色彩のまとわりついている中世ヨーロッパ人の磁力理解21 

は、13 世紀に大きな転換を迎える。その転換は、中世スコラ学を完成させたドミニコ会修22 

道士トマス・アクィナス、 初の実験物理学の論文というべき『磁気書簡』を著したペト23 

ロス・ペレグリヌス、「経験学」の創始者と称されるイギリス人フランチェスコ会修道士ロ24 

ジャー・ベーコンの三人によってなされた。彼らが活躍したのはいずれも 13 世紀後半、126025 

年代末である。 26 

 この時代にこの三人が文字通り踵を接して登場した背景には、ひろくヨーロッパ社会が27 

大きな変わり目にさしかかっていたということがあり、せまく磁力認識に限っていうなら28 

ば、航海用コンパス（磁気羅針儀）の使用の始まりが磁石のそれまで知られていなかった29 

性質を明らかにしたことが挙げられる。 30 

 31 

※古代哲学の発見と翻訳（＊ヨーロッパ人はイスラームに感謝したことがない！） 32 

 知的・思想的な側面では、ヨーロッパ人の自然の見方と自然に接する姿勢を転換させた33 

決定的な契機は、農業社会であった当時のキリスト教諸国を経済的にも文化的にもはるか34 

に凌駕していた先進的イスラーム社会にヨーロッパ人が接触し、イスラームの学問ととも35 

にその地に保存され学習されていた古代ギリシャの科学と哲学、とりわけアリストテレス36 
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の諸著作を発見したことである。 1 

 2 

 かくして 11 世紀末から 12 世紀にかけてヨーロッパ人は、イベリア半島とシチリアにお3 

けるイスラーム世界との接触のなかで、高度なイスラーム文化とともに、その地に継承さ4 

れたアラビア語に翻訳され研究されていた古代ギリシャの哲学と科学（とりわけ医学と自5 

然学）の圧倒的な遺産に出会ったのである。 6 

＊たくさんの事例をあげて論証している。専門外の領域なのに。 7 

 8 

※航海用コンパスの使用のはじまり 9 

 中世ヨーロッパにおける磁力理解を大きく拡げ変化させた直接の契機は、航海用コンパ10 

ス（磁気羅針儀）の使用の始まり、すなわち磁化された鉄針の指向性、ひいては磁石その11 

ものの指向性の発見にあった。 12 

 13 

12，3 世紀には磁石は船乗りたちに使われていたようであるが、その始まった時期を確定14 

できないという。 15 

「一本の針を磁石に触れて、その針を藁に突き刺して水面に浮かべると、それは必ず北16 

極星の方向を向く」とある。磁石そのものの指向性が発見されたのは、すこし後になって17 

13 世紀の前半であろう、という。中国では宋の時代（1088 頃）には磁石の指向性は知られ18 

ていた。 19 

 20 

第 6 章 トマス・アクィナスの磁力理解 21 

※アリストテレス発見の衝撃 22 

 12 世紀にアリストテレスが発見されるまでのヨーロッパ人の自然観によって立つ基盤は、23 

キリスト教とプラトン主義、もっとはっきり言うと『聖書』―それも『創世記』－と『テ24 

ィマイオス』（プラトンの著作）であった。『ティマイオス』では超越的製作者「デミウル25 

ゴス」が世界を永遠の「イデア」にならって形成し秩序へと導いたとする創世神話が語ら26 

れている。『ティマイオス』のこの教説は、神の意志による天地創造を説き自然のうちに神27 

の啓示を探るキリスト教にとって比較的受け入れやすいものであった。・・・ 28 

キリスト教およびプラトン主義とアリストテレスの自然観・世界像の違いはつきつめれば29 

「被造物としての自然」と「おのずから成った自然」の違いであり、「始めと終わりのある30 

世界」と「永遠の世界」の違いである。 31 

 そしてまたこのことによってアリストテレスは、自然が理性的で合理的な論証によって32 

探求され読み解かれるべき対象であることを示したのである。彼の自然観の根本は「自然33 

は何かのためであるから、これ[すなわち目的]を調べねばならず、またなにゆえに[という34 

原因への問い]にたいして、そのすべての意味で答えねばならない」（『自然学』）ということ35 

に集約的に表現されている。アリストテレスの膨大な著作群は、キリスト教の色眼鏡で自36 



11 
 

然を見ていた中世人に、それまで隠されていたおびただしい自然観察の事実を与えただけ1 

にとどまらない。さらにはそれらを統一的に捉える概念装置と論理図式―自然理解のため2 

の原理―を提供し、そもそも自然に向き合う姿勢、自然に対する眼差しそのものを変えて3 

しまったのである。 4 

こうしてアリストテレスの発見とともに、自然の秩序やその変化はそれ自体の原理－自5 

然に内在する力と目的－に支配されているのであり、自然的理性によって合理的に理解さ6 

れるはずのものであるという意識が、ヨーロッパの知識人の間に少しずつ芽生えていった。7 

トマス・アクィナスやロジャー・ベーコンの一世紀前、イスラーム社会から西欧へのアリ8 

ストテレスの翻訳の始まった 12 世紀が「自然の発見の時代」といわれているのは、その意9 

味においてである。 10 

 11 

1215 年、パリ大学ではアリストテレス自然学の教育禁止令（キリスト教がアリストテレ12 

ス自然学に脅威を感じる）が出され、アリストテレス研究と教育は、表向きは論理学と倫13 

理学に限定された。1255 年、事実上解禁され、神学部と独立に哲学部が設立（禁止令の解14 

除）される。（＊キリスト教のアリストテレスに対する姿勢を知るために例示した。イギリ15 

スでは禁止されなかった。） 16 

 17 

※聖トマス・アクィナス（1225 頃－1274） 18 

 キリスト教神学はアリストテレス哲学の浸透によって危機を迎えていた。そのアリスト19 

テレス哲学をキリスト教神学に調和的に取り込むことで、この危機を救うのに成功したと20 

いわれているのが、トマス・アクィナスであった。 21 

1256 年パリ大学の神学部教授に就任。学芸学部（哲学部）はアリストテレスで対抗。 22 

「神の意志は啓示によって人間に示されるのであり、信仰はこうした啓示に依拠している。23 

従って世界に始まりがあったということは、信じられるべき事柄であって、論証されるべ24 

き事柄でも学的に認識されるべき事柄でもない」（『神学大全』）とあるように、現実には神25 

学のドグマが先行していたのである。・・・自然的理性により認識される哲学的真理は、そ26 

の範囲内では信仰と矛盾するものではなく、信仰に調和的に包摂されるはずであるという27 

トマスの与えたお墨付きは、結果的には理性が自律的に活動しうる分野を保証することに28 

なった。・・・13 世紀の時点ではトマスの理論がむしろ自然学の神学からの自立を促した側29 

面を有することは認めなければならない。 30 

 31 

※トマス・アクィナスと磁力 32 

＊トマスは、アリストテレスの自然学（「因果性の図式」）によって磁力の働きを理論づけ33 

ているが、難解であり、その影響がそれほど大きいとも思えないので、省略。 34 

 35 

※磁石に対する天の影響 36 
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 アリストテレス自然学においては、惑星球を動かすこの「力」は、離存的で非質量的な1 

実体すなわち「天使」の働きであった。トマス・アクィナスにとっては、「神の意図は、･･･2 

諸存在者の 後のものにまで進む。したがってすべてのものが神の摂理のもとに服する」3 

（『離存的実体について（天使論）』）のである。そしてその「神の摂理の全般的な実行者」4 

として「われわれが天使と呼ぶ下位の離存的知性」が存在し日月星辰を動かしているだけ5 

ではなく、その恒星や惑星や月がさまざまなレベルの霊魂をもったものとしての鉱物・植6 

物・動物・人間という地上的存在にその力を付与しているのである。 7 

 トマスは、磁力は天の物体の働きによる、という従来なかった新しい見解を主張してい8 

るのであるが、それはこうした形而上学3的根拠からではなくて、この間にヨーロッパ人が9 

磁石と磁針の指向性（指北性）を知ったことの直接的結果であろう。磁石でこすった鉄針10 

がつねに北を指す―北極星に引かれているように見える―という特異な事実の発見は、後11 

期中世ヨーロッパ人たちにたいして天の物体（北極星）が磁石に直接作用し影響を及ぼし12 

ているということを強く確信させたことは確かである。 13 

 磁石の指向性の発見は、単に磁石理解にとどまらず、中世後期から近代初期にかけてヨ14 

ーロッパの自然観に―とりわけ天体が地上物体に力を及ぼすという占星術や魔術に通底す15 

る思想を根拠づけるものとして―絶大な影響を与えてゆくことになる。 16 

 17 

第 7 章 ロジャー・ベーコンと磁力の伝播 18 

（1214－1294） 19 

 トマス・アクィナスにおいては、哲学が重視されているにしても神の知と人間の知には20 

断絶があり、神学は哲学の及ばない領域を有し、哲学の知識は啓示の知恵にはかなわない21 

ものとされていた。しかしベーコンにおいては、「聖書の知恵は哲学によって解明されなけ22 

ればならない」とあるように、聖書の理解に哲学は不可欠で、神学は哲学によってはじめ23 

て正しく理解されるのである。哲学研究は聖書研究に資するのではなく、神学研究の中心24 

をしめるのである。・・・ 25 

 異教徒に包囲されているキリスト教社会は、言葉に拘泥し経験に学ばないスコラ学4の空26 

疎な議論を乗り越え、今こそ実践的で実用的な「経験学」に驀進すべしというのがベーコ27 

ンの熱き思いであった。こうしてベーコンは、科学の目標を自然に対する支配力を獲得し28 

自然を人間に役立てることに設定したのであり、これこそがベーコンをそれ以前のヨーロ29 

ッパの思想家と決定的に区別するものであった。 30 

 31 

（磁石に関して言えば）磁石から発する磁気力は空気を媒介として伝播し、それが鉄に到32 

                                                  
3個々の事象にたいしてその背景をつらぬく法理、共通性を求めるための考究である。

（Wikipedia） 
4 11 世紀以降、キリスト教神学者･哲学者によって確立された学問のスタイル。特定の哲学

や思想をさすものでなく、学問の技法や思考の過程をさすもの 
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達したときにはじめて、鉄が可能的・潜在的に有している磁性が現実化・顕在化させられ、1 

こうして鉄に磁石の形象（＊本来は「外見･形･様相」を指し、転じて「姿、まぼろし・幻2 

影、像、観念･概念、理想、種」などを意味する）が引き出され（＊光と同じように、「媒3 

質の異なる部分を介しての増殖による伝播」）、磁石は鉄をおのれに同化―磁化―させ、お4 

のれの方に引き寄せるのである。・・・遠隔的で魔術的に見えた磁力を、原子論や流体論に5 

よる還元主義以外の立場から近接作用として合理的に捉えようとしたはじめての試みであ6 

る。（＊『形象増殖論』は理解が難しい） 7 

 8 

 ベーコンは『経験学』を語り、自然における経験と数学の重要性を語り、さらには自然9 

力の技術的応用という学の理想を提示したが、少なくとも磁力においてはそれを実践する10 

ことはなかった。 11 

 12 

第 8 章 ペトロス・ペレグリヌスと『磁気書簡』 13 

 『磁気書簡』（『フーコークールの兵士シジェルに宛てたマリクールのペトロス・ペレグ14 

リヌスの書簡―磁石について―』）は、磁石についての目的意識的で能動的な観察・実験と15 

合理的な考察のまとまった記述の 初のものである（実験物理学の始まり）。 16 

 17 

実験１：磁石を球形に整形する。針を磁石の上に置き停止した方向に線を引く。針を別の18 

位置に移動し同様の作業を行う。二つ（複数）の線が交わったところが、一方が北で、他19 

方が南である。 20 

＊球形磁石は「天球」を模したものであって、地球ではない。 21 

 22 

実験 2：磁石＋・・－を分割すると、二つの磁石＋－；＋－となる。（磁気双極子の性質を23 

持つ）その逆も成り立つこと（異なる極同士をつなぐと単一の磁石になる）。そして、同じ24 

極同士は斥けあって単一の磁石にはなれない。 25 

 26 

北極同士、南極同士は反発しあい、北極と南極は引き合うという法則の発見はペレグリ27 

ヌスによる。極性を明確にしたのもペレグリヌスが 初である。 28 

 磁石（磁針ではない）の指北･指南性とその北極･南極の特定の仕方は以下のようになさ29 

れた。木製の皿に磁石を置き、十分大きな容器に入れた水に皿ごと浮かべると、皿は磁石30 

の二つの極が南北を指すまで回転する。「このように置かれた石［磁石］は、その北極が天31 

の北を指しその南極が天の南を指すまでその皿を回転させる。」この結果は磁石をどのよう32 

に回転させた後に実験しても変わらない。磁石それ自体の指向性についての、ヨーロッパ33 

における初めての実験的検証の記述である（『磁気書簡』）。それまで磁石の指向性と極につ34 

いて明確に捕らえたものはなく、実に磁石の極性はペレグリヌスによってはじめて発見さ35 

れたのである。 36 
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北極星は天の回転の中心に厳密に一致していないということから、北極星が磁石に影響1 

を及ぼしているという当時の見方（トマス・アクィナスなど）を斥けて、磁針が指してい2 

るのは、「天の極」とした。 3 

＊300 年後にギルバートが、地球が磁石であることを発見するには、天動説から地動説への4 

宇宙観の転換が必要だったのである。ギルバートはペレグリヌスに倣って球形磁石を作る5 

が、それは「天球」ではなく地球を模したものであった。 6 

＊ペレグリヌスは、実用的な研究、たとえば、磁力による永久運動車輪の実現、を目指し7 

ていたのであって、磁力の形而上学的研究に関心があったわけではない。トマス・アクィ8 

ナスやロジャー・ベーコンとは異なり、学者の知識と職人の技能を併せ持った「高級職人」9 

の先駆者であったと考えられる。『磁気書簡』には湿式の羅針儀（水のうえに磁石が浮いて10 

いる）と乾式コンパス（回転軸のまわりを磁石が廻る、現代のコンパスに近い）の図が載11 

っている。 12 

 13 

第 2 巻「ルネサンス」 14 

第 9 章 ニコラウス・クザーヌスと磁力の量化 15 

 クザーヌス（1401－1464）は、近代の始点か、中世の終点か、議論は分かれる。（中世を16 

抜け出た、いくつかの発想を堤示したことを評価する事例をいくつか提示する） 17 

自然認識における数（重量）の重要性を強調したニコラウス・クザーヌスによってはじ18 

めて磁力の強度を定量的に測定するアイデアがはじめて提起された。天秤秤によるその方19 

法は実際に実施されることはなかった。（磁石の力がその重量ないし質量に比例していると20 

いう思い込みから単位重量あたりの磁力を測定しようとするもの） 21 

 22 

第 10 章 古代の発見と前期ルネサンスの魔術 23 

 磁力と重力の認識に限って言うならば、ルネッサンスの功績はなんといっても魔術－な24 

かんずく「自然魔術」－を復活させたことにある。実際、力概念の発展とりわけ遠隔力の25 

受容にとって、魔術の復活は単なる後退ではなく、屈折してはいるが基本的には前進であ26 

った。・・・魔術は中世キリスト教社会においては異端として抑圧され地上からは放逐され27 

ていたが、地下世界の潮流としてのみ存続していた魔術が 15 世紀になって公然と地上世界28 

に出現したのは、それだけキリスト教会のイデオロギー統制が緩んだ証左であろう。 29 

初期ルネッサンスの人文主義運動を哲学的運動へと転換させていった契機は、1438，3930 

年にフェラーラとフィレンツェで開かれた東西キリスト教会議と1453年のコンスタンチノ31 

ーブルの陥落―東ローマ帝国の滅亡－にともなって、古典文化をよりよく継承していたビ32 

ザンチンの何人もの学者が数多くのギリシャ古典の写本を携えてイタリアに渡ってきたこ33 

とだといわれている。・・・とくにビザンチンの影響を受けて神秘主義的色合いを帯びた新34 
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プラトン主義5そしてヘルメス主義6が語られるようになったのであり、されに異端の思想と1 

して遠ざけられていた魔術思想が公然と論じられるようになった。 2 

 3 

（注）当時の人々は「古代人は現代人よりはるかに優れていた」と考えていたが、古代人4 

の書き残したものが必ずしも正しいわけではないということにヨーロッパ人が気づき始め5 

たのは、ヴァスコ・ダ・ガマやコロンブス以降ヨーロッパ人が新大陸や南半球にまで足跡6 

をのばし、その結果として古代人の地理的知識の誤りが明らかになっていった 16 世紀中期7 

以降のことである。それ以前の初期ルネッサンスの時代には、古代人の書いたものは一も8 

二もなく信用されていたのである。 9 

 10 

※魔術思想普及の背景 11 

ルネサンス期の人間中心説（人間は欲することにより一切を認識し万物に君臨しうる、12 

あるいは自然の主人にして支配者になり得るというこの想念）は、中世における神と人間13 

の関係を根本的に改めるものである。つまり、とするならば神に許されていた奇跡を人間14 

が行使することも許されるであろうが、それはまさしく魔術である。すなわち人間中心説15 

は、それと裏腹に魔術の復権を伴っていたのである。このようにして 15 世紀後半に復活し16 

た魔術思想は、かなり短期間にヨーロッパ全域の知識人の間に影響力を持つにいたった。 17 

それは、旧来のダイモン（＝精霊）魔術とは区別された「自然魔術」である。 18 

 19 

※魔力としての磁力 20 

（マルシリオ・フィチーノ（1433－99））（プラトンの『饗宴』にたいする『注釈』1469） 21 

 22 

魔術の仕事とは、2 つの別々なものでさえ本性さえ似ていれば、その本性の力を借りて、二23 

つを引きよせひとつにすることである。さて、世界にあるものはすべて一人の作り手によって作24 

られているので、本性は共通であり、だからたがいに結びついているわけである。それは動物25 

の身体と同じことである。頭脳、肺、心臓、肝臓などのわれわれの身体の部分は互いに引き合26 

い、助け合い、それらのどれかが苦しむときにはみんな一緒に苦しみを分かち合う。ところで、27 

相互の類似は相互の愛を、相互の愛は相互の引力を生むが、これこそ魔術の真髄である。こ28 

                                                  
5 プラトン自身のオリジナルの教説と後世の追随者の思想を区別するために使われる。構築

された哲学体系は、プラトンのオリジナルとはかけ離れていると言われる。（Wikipedia） 
6 ヘルメス主義とは、起源 2・3 世紀に新プラトン主義やグノーシス主義やカバラ思想の流

れを引く複数のヘレニズムの知識人たちによってエジプトで書かれ、あるいは編纂された

いわゆる「ヘルメス文書」に表明されている思想で、キリスト教の影響を受けているが、

しかしキリスト教から見れば本来は異教の教義である。神学･哲学･占星術･錬金術･魔術に

およぶその文書類は、中世においても断片的には知られていたが、1460 年頃にギリシャ語

の写本がフィレンツェにもたらされ、その主要部分がフィチーノの手でラテン語に訳され

1471 年に出版されたことによって、ヨーロッパに広く知られるようになった。 
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の魔術の力によって、・・磁石は鉄を、琥珀は麦藁を、硫黄は火を呼び寄せる。太陽はた1 

くさんの花や葉を、自分の方に向かせるし、月は水を、火星は風を引き寄せるのであ2 

る。・・・磁石は自分の持つ磁力という性質を鉄の中に移し入れ、鉄はその性質を受けて、3 

磁石に似たものとなり、磁石に引かれてゆく。この引力は磁石から起こり、磁石を目指4 

して戻ってゆくので、磁力といわれるのが普通である。 5 

 6 

磁石と磁針の指北性についてのフィチーノの説明はこうである。つまり磁力は北極星か7 

ら磁石に植え付けられたものであり、それが「隠れた力」として磁石に蓄えられていて磁8 

石の特異な性質を形成し、さらに磁石が鉄と接触することにより北極星から得たその性質9 

が鉄にも分け与えられ、その結果として磁化された針が北を指すというのである。そして、10 

磁石のこの働きがフィチーノの自然魔術の唯一の具体例であり原型であった。（琥珀の静電11 

気力も天から与えられたもので、天の東西を指すと推定している。） 12 

 人間は地上の諸物体の間の共感と反感の関係を適宜組み合わせてその力を利用できるだ13 

けではない。人間は天上の世界の影響をうまく組み合わせることにより、天の影響を人間14 

に有利な方向に向けさせることさえ可能となるのである。それがフィチーノらのいう魔術15 

であった。この魔術思想にとって、磁石の存在、磁力と静電気力の観察が大きな支えにな16 

っていた、と言える。 17 

 大方の歴史書では 1400 年代の魔術と 1500 年代の魔術を区別していないが、その二つは18 

質的にあるいは段階的に異なると見なければならない。前者は、新プラトン主義とヘルメ19 

ス主義の影響を大きく受けているが、後者は、後に見るようにロジャー・ベーコンの影響20 

から発し、アリストテレスの影響を大きく受けている。それゆえ前者の魔術は宗教的で思21 

弁的で言葉の世界に閉じこもる傾向にあったが、後者の魔術は経験的で数学的でかつ実践22 

的な性格を有し、さらに職人たちによって担われてきた技術と結びつく傾向を示していた。 23 

 24 

第 11 章 大航海時代と偏角の発見 25 

 羅針儀と火薬と印刷術の発見は、やがてヨーロッパ人を古代崇拝の幻想から覚醒させ、26 

逆に新しい学問の可能性を明らかにし、近代のヨーロッパ人に無制限の進歩という観念を27 

植え付けることになるのである。・・・コロンブスの第 1 回航海（1492）とヴァスコ・ダ・28 

ガマのインド航路の発見（1498）の衝撃がヨーロッパ中に広がり、広範な層の人々が別世29 

界の存在を認め関心を持つようになるのは 16 世紀後半のことであるにせよ、コロンブスや30 

ヴァスコ・ダ・ガマの航海こそは 1400 年代のルネサンスと 1500 年代のルネサンスを分か31 

つ出来事であり、ひいては近代と中世の分水嶺であった。 32 

 33 

ヨーロッパ人による磁気羅針儀の航海への使用は 12世紀以前であるがその正確な時期は34 

分かっていないが、16 世紀以降のヨーロッパ人の世界的活躍への道を開くものであった。 35 

大航海時代の見聞、つまり 16 世紀をとおしてのヨーロッパ人の経験により、古代からの言36 
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い伝えはことごとく否定されていったのである。古代人は優れた人間で、世界の真理を神1 

から授かっているという初期ルネサンスの思い込みは、（数々の）事実によって打ち砕かれ2 

ていった。ギリシャ哲学を「世間知らずの若者に語る暇な老人の話」（フランシス・ベーコ3 

ン）と喝破することになる。 4 

 5 

※偏角の発見とコロンブスをめぐって（＊コロンブスが偏角を発見した?） 6 

「偏角」（磁針の指す線と鉛直線の作る平面（磁気子午面）が地理的子午面となす角、＊7 

わかりやすく言うと、真北と磁北のなす角）と「伏角」（磁針方向が水平面となす角）の発8 

見、この発見は、磁気羅針儀使用の副産物であり、やがては磁針の指向性が天に由来する9 

ものではなく地球に起因するものであるという認識をもたらし、ひいては新しい地球の発10 

見―不活性な土塊としての地球ではなくそれ自体が磁石としての能動的な力能を有した地11 

球の発見―へと導くものであった。 12 

 13 

偏角の発見はコロンブスによるという歴史的指摘はあるが、実際には１５世紀半ばには14 

日時計や羅針盤の製造職人には知られていたようである。 15 

コロンブスは航海の途中で船の移動に連れて偏角の値は変化することを実際に観察した16 

ようである（航海日誌）。 17 

 新大陸への航海や東周りでのアジアへの航海が本格化すると、羅針儀の精度と性能を向18 

上させる必要が高まってくる。日時計を使って正確な北を求め、それと磁針の指す方向と19 

の差として偏角を求める。ヨーロッパから西に航行するにつれて東向きの偏角が単調に減20 

少し、ある地点（アゾレス諸島）でゼロを切った後、逆に西向きの傾きが増加していくの21 

が分かる。当時パリでは東約 7 度であった。 22 

 23 

 地磁気研究の歴史における 大の転換点は、オランダの数学者メルカトール（1512－94）24 

によって与えられた。彼はすべての磁針の指す点を地球上に置き、地球上の「磁極」とい25 

う概念を提唱したのである（1546）。・・・磁極の指している点つまり磁石に影響を及ぼし26 

ている点を天の極に求めたペレグリヌスとロジャー・ベーコン、北極星に求めたトマス・27 

アクィナスとフィチーノ、そして天球のさらに外側に求めたコルテスと異なり、ここには28 

じめてその点―磁気牽引点―が磁極として地球上に求められたのである。地球磁場の理解、29 

ひいては地球それ自体の理解の決定的な転換点であった。 30 

＊コペルニクスの『地球の回転について』は 1543 年に出ているが、まだ地動説はほとんど31 

知られていなかった時代である。 32 

 33 

 磁針は天の極からではなく地球の極に引かれているという認識は、この時期にほぼ完了34 

していたのであり、ギルバートによる地球自体が磁石であるという発見の直前にまですで35 

に到着していたのである。 36 
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 この過程はまた、新しい科学の担い手として船乗りや職人や軍人が登場し、同時に、科1 

学の方法が過去の文書の訓詁と釈義から現実の自然の観察と測定へと変化してゆく過程で2 

もあった。 3 

 4 

第 12 章 ロバート・ノーマンと『新しい引力』 5 

羅針儀製造職人イギリス人ロバート・ノーマンによる伏角の発見（文書化）（1581） 6 

実験 1：伏角＝“磁針北端の磁化の結果としての重量増加”説、に対しては磁化後の鉄片に7 

重量変化が見られないことの実験 8 

実験 2：磁針はその場所からいずれかの方向に引き寄せられるのではないことの実験（コル9 

クに指した針金を水中に浮かべ、磁化前後の動きを比較する） 10 

現代風に言えば、地球磁場が磁針に及ぼす力は、一方向への引力ではなく、その合力が11 

零になる「偶力」であり、そのため磁針はある方向に引かれるのではなくある方向に向け12 

られるにすぎないことの発見であった。 13 

 14 

（日時計製造職人ハルトマンと）羅針儀製造職人ノーマンにより、伏角が発見され、こう15 

して地球が磁石であるという発見への道は切り開かれたことになる。あきらかにそれは、16 

磁気羅針儀をもちいた遠洋航海の目覚ましい発展がもたらしたものである。それと同時に17 

この発見は、自然科学の担い手として、職人や船乗りが登場したことをも示している。 18 

 大航海時代とともに書物偏重の知から経験にもとづく知への転換が始まり、とりわけ地19 

球と磁石の関係の理解は深まっていったが、それは同時にこのように科学の新しい担い手20 

の登場を伴っていたのである。そしてそのなかで、技術と魔術は近代科学に収斂する方向21 

に変貌をとげつつあった。 22 

 23 

第 13 章 鉱業の発展と磁力の特異性 24 

※.16 世紀文化革命 25 

（＊鉱業の発展を記述することで、16 世紀当時の時代状況を伝える。） 26 

印刷技術の登場によって、16 世紀の中頃には技術者･職人によって書かれた俗語書籍が出27 

現することになる。 28 

 学問や思想を俗語で表現するということは、当時のヨーロッパ社会においては、現在想29 

像される以上に大変なことであった。俗語が学問的論述や宗教的教説の使用に適うまでに30 

は洗練されていなかったというだけではない。そもそも文化や歴史の異なる民族や地域か31 

らなるヨーロッパ中世というものを一個の統一体として語り得たのは、教会による宗教的32 

統一と支配層の共通語としてのラテン語の存在にあった。そして当時は、知的エリートの33 

言語としてのラテン語は教会の支配下にある教育機関でしか習得できないものであった。34 

そんなわけで教会は、宗教上の事柄だけではなく、学問世界全般さらには行政や政治の世35 

界においても、総じて社会の上層構造全域においてラテン語のみの使用を強制することに36 
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よって、ヨーロッパ全土におけるヘゲモニーを維持していたのである。裏返せば、俗語に1 

よる著述はそのヘゲモニーの動揺に直結することになる。 2 

 3 

勃興しつつあった鉱業界で、俗語による 2 つの大著が登場する。 4 

ビリングッチョ『ピロテクニア』（1540，火薬、鉱業、冶金業にかんする技術書） 5 

ゲオルギウス・アグリコラ『メタリカ』（1563 イタリア語版、鉱山業、冶金業） 6 

この 2 著は、「この時代に行われた技術上の革命をもっともよく著している書物の中の7 

重要なもの」と評されている（ファリントン）。特筆すべきは「ここにはルネサンスの流れ8 

である神秘的･魔術的なものはほとんどない。物質を扱いながら錬金術とは無縁であり、す9 

べての記述は実学的である」（ベック『鉄の歴史』）という点である。 10 

 『メタリカ』には、当時すでに鉱脈の方向決定や坑道の掘削に羅針儀が使われている様11 

子が詳細に記されている。それ以外にも、磁石は鉄鉱石の試金（磁石が鉄粉を引きつけ含12 

有量が豊富な鉱石を選別する）にも使われていた。 13 

 14 

 二人とも徹底した実学主義、経験主義的であるが、こと磁石に関しては中世時代の観念15 

（ダイヤモンドやニンニクが磁石の磁力を弱める、など）から抜け出てはいなかった（同16 

時に、鉱物は鉱山の体内で生育する、という古代から中世まで連綿と語り継がれてきた観17 

念も持ち合わせていた）。 18 

 磁力という遠隔作用の謎は、16 世紀中期の段階でいまなお近代科学の登場に大きく立ち19 

はだかっていたのである。 20 

 21 

第 14 章 パラケルススと磁気治療 22 

典籍医学を脱して経験・実証を重視した医者パラケルスス（1493－1541）。 23 

（＊この場合も、パラケルススが生涯実施した医療活動が丹念に渉猟される。そのことが、24 

現代から見れば奇妙なパラケルススの磁力観を浮き彫りにする効果を持つ。） 25 

 パラケルススは磁石がなぜ鉄を引き寄せるのかとか、磁力の本質は何かというような問26 

題には頭を悩ませない。パラケルススにとって重要なのは、医療にとって磁石はどのよう27 

な効能を持つかというその実用性にあった。 28 

 29 

その医療精神にはそぐわない「磁気治療」は、パラケルススから始まったといわれる。 30 

「磁石が吸引の効果を発揮する病気とは、女性のおりもの全般、粘液や血液などの分泌物31 

をともなう下痢全般である」（『本草学』） 32 

「金属は互いの間に敵意を行使し、その生来の性質ゆえに憎しみ合う。そのためマーキ33 

ュリー（水銀ないし水星）は磁石の力を奪い取り、破壊する。逆に、鉄と磁石は「共感」34 

の関係にあるので、磁石は鉄によって守られる。」つまるところ磁石に対するパラケルスス35 

の関心は魔術的なものであり、磁石についてパラケルススの主張する医療効果やその他の36 
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動きを根拠づけているのは「共感と反感」という古代以来の自然観であり、天の力を地上1 

で人為的に使役し得るというフィチーノ以来の魔術思想であった。 2 

 3 

パラケルスス医学の根底にある哲学思想―「化学哲学」－は、基本的には、大宇宙とし4 

ての天と小宇宙としての人間の照応と調和にもとづき天の力を人間が操作し使役するとい5 

うヘルメス主義であった。・・・このヘルメス主義的な「化学哲学」は、アリストテレス主6 

義も機械論哲学もがともに拒否していた遠隔作用を認め受け入れたことにおいて注目に値7 

する。 8 

 磁力との関係でいえば、パラケルスス主義の影響下に 17 世紀に普及した「武器軟膏」治9 

療にその影響を見ることができる。磁気治療というのは、刀傷に対して傷口ではなく傷の10 

原因となった刀の方に塗れば効果を発揮するという摩訶不思議な塗り薬を言う。（衛生観念11 

の乏しかった時代であり、なまじ傷口に不衛生な治療を施すよりは、刀にだけ薬を塗って12 

傷口は洗浄するだけにとどめておいたことで自然治癒することがあったのではないか。）こ13 

の武器軟膏による治療は、当時「磁気治療」と言われていた。この治療法を受け入れた論14 

者たちは、磁力は外傷に対して治療効果を有すること、および磁力は遠隔的に作用するこ15 

との二点でもって、その効能を信じていた。 16 

 17 

「星辰はわれわれの身体を傷つけ弱らせ、健康と疾病に影響を及ぼす力を有している。18 

それらの力は物質的にないし実体的にわれわれのもとに達するのではなく、磁石が鉄をひ19 

きつけるのと同様に、見えない感じられない形で理性に影響を及ぼす。月はこのような引20 

力を有し、それが人の理性をかき乱す。」（『人から理性を奪う病気』） 21 

 磁力は、星辰が地上の人間に影響を及ぼすのと同様に遠隔作用であると見なされていた22 

のである。いや、話は逆で、星辰の影響が磁力のようなものとみられていたのだ。のみな23 

らずパラケルススにあっては、「磁力を用いて骨折を骨折箇所に留め置くことも、傷口を癒24 

すこともできる。」（『本草学』）と語られているように、磁力それ自体で治療効果を有する25 

ものと考えられていた。 26 

                   ＊ 27 

 16 世紀においては、一方においては技術的発展が進み、他方においてはアリストテレス･28 

スコラ学の論理が役に立たないことが次第に明らかになりながら、それに変わる新しい科29 

学の論理が見つかっていない段階で、自然に関する経験や実践的な働きかけに根拠を置く30 

認識に対する論理を提供したのは、さしあたって占星術や錬金術の理論、ひいては魔術の31 

思想であった。 32 

 そして魔術的な自然観を通して、スコラの自然観を克服する重要な観点が生み出されて33 

いったのである。実際、地球をその体内に金属を生育させる能力を有する生命的で生産的34 

な存在であると見なす錬金術の自然観は、地球も自己運動を行い他に影響を及ぼしうる活35 

性的存在であるという見方を生み出し、やがて地球が下賤で不活性な土塊であり高貴な天36 
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球は地球と無関係に周回し続けているというそれまでのアリストテレスの宇宙像を打破す1 

ることにつながってゆく。また、天体は地上物体に影響を及ぼしていると考える占星術の2 

自然観は、新しい活性的な地球像と相まって、天体どうしは互いに力を及ぼしあうという3 

見方への道を開くことになる。磁石としての地球や天体間の重力といった近代科学の重要4 

な観念が生まれたのは、実はこの文脈においてであった。 5 

（＊この見方は、定説なのだろうか、それとも著者独自のものなのだろうか?） 6 

 7 

第 15 章 後期ルネッサンスの魔術思想とその変貌 8 

（ピエトロ・ポンポナッツィ（1462－1525）とレジナルド・スコット（1538－99）を例9 

として）こうして、魔術は自然法則に背馳するものではなく自然の理法に随順し自然の働10 

きを人為的に促進させ所望の効果を実現させる術であるという自然主義的で技術的な魔術11 

観が、16 世紀後半には前面に押し出されてゆくことになる。その際にキーとなった概念が12 

「隠れた性質」「隠れた力」「隠れた作用」という一連の表象であった。中世科学史の研究13 

家クロンビーによれば「"不思議なこと"は、ダイモンの仕業でないときには、自然の中にあ14 

るある種のものに内在する隠れた力によって、すなわち”自然魔術”によって引き起こされる」15 

（『中世から近代への科学史』）とある。つまりダイモン魔術と区別される自然魔術の実際16 

は、「隠れた力」の働きを経験的に研究し操作し使役する技術であった。 17 

 18 

ある種の事柄は、人間の目に隠されているがゆえに、論証によるのではなく、経験の19 

みによって信じられている。･･･なるほど私たちはなぜ磁石が鉄を引き寄せるか知らない20 

が、にもかかわらず経験は磁石が鉄を引き寄せるという事実を確かに示しているのであ21 

り、それゆえだれ一人としてそのことを否定しない。これが驚くべき事柄であり経験に22 

よってしか確かめられないように、他の事柄にもそのようなことがあると考えるべきで23 

あろう。人は理由がないからと言って驚くべき事柄を否定するべきではなく、それを試24 

してみるべきである。というのも、驚くべき事柄の原因は隠されているし、原因は多岐25 

にわたる故、プラトンにならえば人間の悟性では捉えきれないからである。･･･というわ26 

けで哲学者は、驚くべき事柄が事物の内にあることを実験によって語るのである。（『ア27 

ルベルトゥス・マグヌスの秘密の書』） 28 

 29 

 いずれにせよ重くて不活性な鉄の塊を素早く引きよせ軽々とぶら下げる磁力、あるいは30 

擦ることによって鉄針を常に南北に向かわせる磁石の能力は、まさに「隠れた力」「隠れた31 

性質」の典型であり、それゆえにまた磁石は「自然魔術」における恰好の実験対象であっ32 

た。中世における 初の実験物理学の論文（ペレグリヌスの『磁気書簡』）が磁石を扱った33 

ものであることは偶然ではない。 34 

 35 

※ジョン･ディーと魔術の数学化･技術化 36 
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英訳『ユークリッド原論』への「数学的序文」の著者（1525－1608） 1 

『箴言による入門』（1558）は占星術を数学的に基礎づけるという一貫した意図に貫かれて2 

いる。 3 

 4 

全宇宙は、優れた工匠によって調律された、そしてその弦が宇宙全体のそれぞれの形5 

象である竪琴のようなものである。それを巧みに扱い奏でる術を知る者であれば、その6 

驚くべき和音を弾き出すことができるであろう。人間は、自身がこの宇宙の竪琴と完全7 

に調和した存在である。 8 

 竪琴には共鳴音と不協和音もあるのと同様に、宇宙にはそのうちに、きわめて密な共9 

感が見いだされる部分と、不快な不協和と著しい反感を見られる部分がある。その結果10 

として、前者における相互の調和と後者におけるいさかいや衝突が、驚嘆すべき全体と11 

して協和と統一を生み出しているのである。 12 

 13 

 ディーの宇宙像も、フィチーノやパラケルススと同様に「共感と反感」のネットワーク14 

からなる有機的統一体であるが、彼らとの決定的相違は、ディーが宇宙とその内部の作用15 

を厳密に数学的に捉えようとしたことにある。･･･ディーによると、世界は神が創り出した16 

ものであり、その創造の局面では自然法則は当てはまらないが、その後は、神による世界17 

の消滅までは、世界は法則の支配に服している。そしてこの法則は、なるほど占星術的因18 

果性を表すものであるにしても、それは厳密な数学の論理に貫かれ、数学でもって理解で19 

きるはずのものである。･･･ 20 

重要なことは、ディーが数学の重要性の強調とともに、科学が技術と結びつくべきこと、21 

そしてまたそれまでのスコラ学のように言葉の分析と論証でもってなされるわけではなく、22 

経験を出発点とし、経験によって原因を追及し、経験によって結論を検証するものである23 

ということをはっきりと語ったことにある。これがダイモン魔術とはっきりと区別された24 

彼の自然魔術であった。 25 

 26 

※カルダーノの魔術と電磁気学研究 27 

16 世紀後半に文献魔術から実験魔術に変換する。その中心人物は、ジェラルモ･カルダー28 

ノとデッラ･ポルタである。以前の魔術思想との違いは、 29 

第一に、古代の文献に対する無条件の賛美や無批判な是認の姿勢が消滅していること。 30 

第二に、その結果として経験と実験的観測がより重視されていること。 31 

第三に、技術的応用に照準が合わされていること。 32 

 33 

カルダーノ(1501-1576)  『微細なものについて』より 34 

静電気力については、 35 

 36 
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琥珀は籾殻、麦藁、小さな金属屑、枯れ葉などの軽いものを引き寄せる。･･･その引き1 

寄せの原因は、油性ないし湿気にある。それを吸収しようと待ち構えている乾燥した物2 

体は、その源泉である琥珀に向かって動く。というのも、すべての乾燥した物体はそれ3 

が湿気を吸収し始めるやいなや、火が枯れ草の方に移動するのと同様に、湿気の源泉に4 

向かって動くからである。そして琥珀は、擦られたときにはその熱によりいっそう強く5 

引き寄せる。 6 

 7 

磁力については、 8 

 9 

琥珀は軽いものであれば何でも引き寄せるが、磁石が引き寄せるのは、鉄だけである。10 

あいだに遮るものがあれば琥珀は籾殻を引き寄せなくなるが、磁石の鉄に対する引力は11 

同様にしても妨げられることはない。琥珀が逆に籾殻に惹かれることはないが、磁石は12 

鉄に引かれる。そのうえ、琥珀は端では引き寄せないが、磁石は鉄を北端や南端で引き13 

寄せる。琥珀の引力は熱や摩擦によって大きく助けられるが、磁石の引力は引き寄せる14 

部分の汚れを落とすことによって強められる。 15 

 16 

磁力と静電気力が質的に別物であることを明記したのはこれが初めての成文化である。 17 

カルダーノの静電気力の近接作用モデルと、その磁力との違いについての観察はそっくり18 

ギルバートに継承されていく。 19 

 20 

第 16 章 デッラ･ポルタの磁力研究 21 

デッラ･ポルタ（1525 頃－1615） 22 

『自然魔術』1589：生活百科事典（初期ルネッサンスの魔術思想から神秘性や宗教色が洗23 

い流され、もっぱら実用性や実利性が強調され、それと並んで娯楽性が前面に押し出され、24 

世俗化･通俗化されていった挙げ句に生まれたもの－そのため通常の科学史からは無視さ25 

れてきた） 26 

 デッラ･ポルタのこれまでの論者との違いは、思弁的な文献魔術から実証性を重んじる実27 

験魔術への転換を彼が遂げたことである。つまりフィチーノやピコそしてアグリッパは過28 

去の文書を盲信し古代以来の文献に依拠して自然魔術を語っただけであったが、デッラ･ポ29 

ルタはそれをいくつかの分野で実行しようとし、その過程で過去からの伝承の真偽を実験30 

的に検証しようとしたことにある。 31 

 32 

自然魔術の一分野である光学（レンズ）を扱っている。 33 

 同様に磁石についての実験的研究の一歩を踏み出したのも、三百年前のペレグリヌスの34 

『磁気書簡』をのぞけば、職人ロバート・ノーマンの『新しい引力』であり、そして魔術35 

師デッラ･ポルタの『自然魔術』であった。通常の物理学史では、その位置には 1600 年の36 



24 
 

ギルバートの『磁石論』が置かれている。（＊このことを著者は強調したいのだろう） 1 

 2 

『自然魔術』では、それまで千数百年以上にわたって無批判に語り継がれてきた俗説を3 

実際に磁石を用いてひとつひとつ検証するという、素朴ではあれ地について実験を行って4 

いる。 5 

・ニンニクを塗られた磁石はその力を失う／・ダイヤモンドは磁石の力を妨げる／・その6 

ダイヤモンドの効力を雄山羊の血が破壊する、など 7 

 8 

＊一般に近代磁気論の確立は1600年のギルバートの『磁気論』によると見なされているが、9 

ギルバートはデッラ･ポルタから剽窃したものが多いことを筆者は指摘している。そして科10 

学史の世界でもその事実に目をつぶりデッラ･ポルタの業績を無視している事実を列挙し11 

てみせる。 12 

これまでの科学史では、ギルバートこそが磁石の理論を中世的迷妄から近代的科学理論13 

へと転換させた立役者であると見なされ、他方で、デッラ･ポルタは過度に等閑視されてき14 

た、と著者は言い、そして、デッラ･ポルタの復権を提案している。磁石の問題に関して古15 

代や中世の迷信と近代科学の分水嶺を跨いでいるのは、魔術師デッラ･ポルタ『自然魔術』16 

第 2 版 1589 というべきであろう、と。 17 

 18 

※デッラ･ポルタの理論的発見 19 

300 年も前にペレグリヌスによって知られていたことをのぞけば、デッラ･ポルタが発見20 

した新しい現象は多くない。鉄による磁力の遮蔽効果くらいのもの。『自然魔術』で も重21 

要なことは、磁石や鉄を引き寄せる磁力が遠隔力であることのみならず、鉄に対する磁化22 

作用（磁気誘導）もまた遠隔作用であり、さらに磁力が距離とともに減衰することを明確23 

に語り、そのこととの関連で「力の作用圏」という概念を作り出したことである。（＊ここ24 

でもこの概念の創設者の栄誉をギルバートが独占している） 25 

 こうしたアプローチが、磁力が魔術的で質的な作用から物理学的で量的な力へと転換す26 

るその決定的な一歩をここで踏み出し、その後の物理学としての力研究の進むべき方向を27 

指し示したものといえる。 28 

               ＊ 29 

 デッラ･ポルタの『自然魔術』は、鉄に対する磁石の引力だけではなく磁化能力もが遠隔30 

作用であることを示し、同時にその力が距離とともに減少することをも指摘した。そして31 

またクザーヌスに次いで磁力の定量的測定の可能性を語ることにより、さらには「力の作32 

用圏」という概念を語ることにより、数学的関数で表される力という近代物理学における33 

力概念の理解への端緒を開いたといえる。 34 

 のみならず、磁石をめぐる古代からの言い伝えの多くを実際に実験することによって否35 

定し、こうして文献魔術から実験魔術への転換を成し遂げ、磁石にまつわるいくつもの迷36 



25 
 

信を過去のものとしたのである。そして自然認識に対する中世的な秘匿体質から脱皮し、1 

魔術の脱神秘化･大衆化を図ったことにおいても、『自然魔術』は近代科学を準備するもの2 

であった。・・・デッラ･ポルタに欠けていたのは、個々の経験を分節化し体系づける観点3 

と理論であった。 4 

    ＊＊ 5 

（＊終わりに当たって第 2 巻の裏表紙の文言をそのまま引用する。） 6 

 古代以来、もっぱら磁力によって例示されてきた<遠隔力>は、近代自然科学の誕生をし7 

るしづける力概念の確立にどのように結びついていったのか、第 2 巻では、従来の力学史･8 

電磁気学史ではほとんど無視されてきたといっていいルネサンス期を探る。 9 

 機械論･原子論的な要素還元主義と、物活論･霊魂論的な有機体的全体論のふたつの自然10 

観がせめぎあった古代ギリシャのあとローマ時代からキリスト教中世にかけては後者が圧11 

倒的優勢を誇る。ではその次にくるルネサンスの時代に遠隔力の観念を担い、近代初頭へ12 

と引き継いだものはいったい何だったのだろうか。ガリレイやデカルトの機械論哲学がア13 

リストテレス･スコラにとってかわる哲学として現れて、科学革命をなしとげたなどという14 

単純な図式は、とうてい成り立たないのではないか。 15 

 本書は技術者たちの技術に対する実験的･合理的アプローチと、俗語による科学書執筆の16 

意味を重視しつつ、思想の枠組みとしての魔術が果たした役割に 大の注目を払う。脱神17 

秘化する魔術と理論化される技術。清新の気に満ちた時代に、やがてふたつの流れは合流18 

し、後期ルネサンスの魔術思想の変質－実験魔術－をへて、新しい科学の思想と方法を産19 

み出すのである。 20 

        その１，おわり 21 

   22 


