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わかみず会資料（’09.10.14） 1 

 2 

  『磁力と重力の発見』（山本義隆）1の紹介－その 2 3 

      第 3 巻「近代の始まり」篇 4 

         峰尾欽二 5 

 6 

第 17 章 ウィリアム･ギルバートの『磁石論』 7 

近代電磁気学の出発点に位置する『磁石論』の著者ウィリアム･ギルバート（1544－1603） 8 

『磁石論』（正式には、『磁石と磁性物体について、そして大きな磁石である地球につい9 

ての、多くの論述と実験によって証明された新しい自然哲学』）の序文には、「秘められた10 

ものごとの発見や事物の隠れた原因の探求にあたってのより明確な証明は、従来の哲学者11 

たちのもっともらしい推測や意見によるよりも、信頼に足る実験と論証によって与えられ12 

る」とあるが、実際にはその実験の多くはペレグリヌスやロバート・ノーマンやデッラ･ポ13 

ルタが先鞭をつけたものの追試や改良である。・・・ギルバートの真の新しさ、つまり『磁14 

石論』を真に先蹤
せんしょう

を見ないものと特徴づけているのは、実験そのものではなくその動機づ15 

け、そして実験結果に彼が与えた意味と解釈にある。 16 

 17 

ギルバートにとっては、電気学の研究は、メイン･テーマである地球磁気の研究に備えて18 

の準備的考察であった。しかしその過程で彼は、検電気を考察することにより静電気現象19 

の実験手段を初めて創出し、17・18 世紀の静電気研究の出発点を築いたといえるであろう。 20 

 ギルバートは電気力が直接的な接触による近接作用（琥珀から放出された電気発散気が21 

物体を引き寄せる）によると考えた。その根拠となったのは、カルダーノと同様に電気力22 

に対しては遮蔽効果が見られることであった。ただ、熱が琥珀現象の真の原因だというカ23 

ルダーノに至るまで語られてきた説を退け、静電引力の原因は、あくまで摩擦にあること24 

を初めて語っている。 25 

 さらにギルバートは、引力が類似性によるというそれまでのデモクリトスとプラトン以26 

来の言い伝えをも斥ける。 27 

 28 

類似は［牽引の］原因ではない。なぜなら地球上で我々の周囲にあるものすべては、29 

それらが［引き寄せるものに］類似していようがなかろうが、すべて琥珀やその種のも30 

のによって引き寄せられるからである。・・・逆に、石が石を、肉が肉をというように、31 

類似だからといってものが互いに引き合うわけではない。 32 

 33 

                                                  
1 『磁力と重力の発見』（第 1 巻「古代･中世」、第 2 巻「ルネサンス」、第 3 巻「近代の始

まり」、山本義隆、みすず書房、2003）、第 30 回大佛次郎賞受賞 
 



2 
 

古代以来の「共感と反感」なる魔術的な概念はきっぱりと拒絶された。 1 

 2 

※鉄と磁石と地球 3 

「磁石と鉄鉱石が本質的に同一である」という発見はギルバートによる（以前は石に分4 

類されていた）。磁石の大部分は鉄鉱山で発見される、磁石は鉄と同じように溶鉱炉の中で5 

溶ける、などがその理由である。 6 

 さらに、地球を磁石と見なすのはギルバートが初めてである。「強力な磁石はそれ自体が7 

地球の内なるもの」であり、「磁性体は地球に適合し、地球により統制され、そのあらゆる8 

運動において地球にしたがっている」（『磁石論』）のである。（著者によれば）地球を磁石9 

と見なす仮説は、何らかの実証的裏付けがあるわけではないし、ましてや実験から直接的10 

に導き出されたものでもない。 11 

 ギルバートは、地球が磁石であるという前提から球形磁石による実験を行っている。ペ12 

レグリヌスも同じことを行っていたが、彼の場合は、球形磁石は天球を模したものであり、13 

地球上の磁針が指すのは天の極であると結論づけていた。 14 

 15 

※磁気運動をめぐって 16 

『磁石論』には従来から知られた磁石の性質が記述されているが、ギルバートの独自の17 

目新しい発見は、磁石を「鎧装する」つまり鉄のキャップを被せると磁力が強化されるこ18 

とである（磁気回路?）。さらに、鉄の磁化の飽和状態（磁性体の 高度の完全な状態）につ19 

いての記述もある（磁力を測定する手段がないのにどうしてわかった?）。 20 

 21 

すべての磁性体は相互の力によって互いに走り寄るが、電気的物質は単に物体を引き22 

寄せるだけで、引き寄せられたものはそれに内在する力によって動かされているわけで23 

はない。この点に磁気的なものと電気的なものとの違いがある。 24 

 25 

 磁力と静電気力の本質的な違いを認識していた。 26 

 27 

※「指向」すなわち磁石の指北・指南性について 28 

磁針の指し示す点を天の北極であるとか、北極星であるとか、あるいは天球よりさらに遠29 

くの点であるとかしていた従来の議論をはっきりと否定し、地球上での磁石の指向性は磁30 

石が地球の自転軸にみずからを方向付けることとした（＊地球が「地球の軸性」を中心に31 

回転していると考えたことは、コペルニクスの地動説を受け入れたことと関係している。）。 32 

 33 

※「偏角」について 34 

「地球の表面は不完全で不規則で、その組成が様々で大きく膨らんでいる部分もあり、35 

このように組成においても形態においても一様でない」ことに帰している。「大地の大規模36 
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な崩壊や陥没がない限り偏角は永久に不変であるだろう」という主張は、1634 年にヘンリ1 

ー・ジェリブランドが偏角の永年変化を発見することで否定されることになる。 2 

 3 

※「伏角」について 4 

「北半球では、北を指す方の針の先は水面下に俯き、他方、南半球では、南を指す方の5 

針の先が大地の中心を向き、赤道のどちら側でも、その傾きは問題の地点の緯度とある一6 

定の関係にある」と説明し、磁石に対する接合（引力）の強さの異なるテレラ（球形磁石）7 

を使用しても、伏角の大きさは同一の緯度であれば同一になることから、地球でも同じこ8 

とになると主張する。「太陽や惑星や恒星などの天体の助けを借りずに霧中や暗闇で地球の9 

任意の位置の緯度を知るためのダイヤグラム」を乗せているが、観測によって確かめられ10 

ているわけではない。そもそも現実の地球では磁石の極と地理的な極は一致していないし、11 

それに各点の伏角の大きさも変動するので、かかるダイヤグラムは役に立たなかったであ12 

ろう、と著者はいう。 13 

 14 

※磁力の本質と球の形相 15 

磁力の本質は何か。 16 

「世界のあらゆる物体には、その物体を作り出している二つの原因もしくは原理が備わ17 

っている。すなわち質料と形相である。電気的運動は質料により、磁気的運動はおもに形18 

相により実現されるのであるが、これらは非常に異なっていてまったく似ていない。」 19 

電気力が「質料による」というのは、電気力が電気的物質から出る発散気によることを20 

指している。「質料」は文字通り「物質」を指していると見てよい。・・・磁気力は非物質21 

的な遠隔作用であり、したがって物質の還元主義2的説明を受け付けない。 22 

 23 

「形相」は、アリストテレスの用語で、「可能態」を「現実態」たらしめる意味で使用さ24 

れている。たとえば、磁石による鉄の磁化は「鉄の中で混乱して眠っていた自然的な磁気25 

力が、磁石によって覚醒され、磁石に協働し、その本源的な形相に敬意を表し、こうして26 

鋳鉄が磁石そのものと同様に完全な磁性体になる」と説明される。 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

                                                  
2 ＊還元主義：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

状態から説明されるべきであるとされる。たとえば、甘いものは、それを構成する原子が

丸い、酸っぱいものはその原子の形状が大きく角が粗い、など。 
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 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

「この地球の磁気は共感や影響や隠れた性質によって天空全体から導かれたのでもなけ22 

れば、特定の星から得られたものでもない。太陽や月にはそれぞれの形相があるように、23 

地球にもそれ自身のものとして磁気活力が備わっている。」「磁石はその力を地球から得て24 

いる、より正確には磁力は地球に固有のものである」と主張したのである。 25 

 26 

※地球の運動と磁気哲学 27 

ギルバートはコペルニクスの地動説をいち早く取り入れたイギリス人の一人である。 28 

どうしてそれが可能であったか、について脇道に立ち入って議論する。 29 

（アリストテレス自然学では地球は）自己運動の原理を有していない。とするならば、冷30 

たくて不活性な土と水よりなる地球が外からの働きかけなしに自転や公転をするなどとい31 

うことは、本来的にあり得ないことである。・・・地動説と天動説の相違は、運動に対する32 

観察者の視点の相対的な相違ではなく、自然観と物質観における絶対的な違いを意味して33 

いた。・・・なにしろ慣性原理も角運動量の保存も知られていない時代のことであり、地球34 

の運動（自転や公転）を云々するためには、何が地球を回転させているのかを語らなけれ35 

ばならなかったのである。地動説の普及には地球の運動原因の解明と特定という大きな問36 

 

          「球の本源的形相」  

 

矢印はヴェルソリウム（ギルバートが考案した方位磁針）の指す方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大小二つの球形磁石を同心に重ねて描いたもの。横線は極、上下線は赤

道、矢印は磁針の向き。球形磁石の大きさ、強さに関わりなく伏角は同

じ方向を向くことを示している。（原図は円弧が 4 本） 
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題が立ちはだかっていたといえよう。 1 

わがギルバートは「地球はその磁気的で本源的な力によってみずから回転する」とした。2 

つまり、地球を自転させその軸の方向を決定する原動因を指摘し特定することができた、3 

と考えたのである。（＊現代から見れば誤りではあるけれど、つじつまはあった。） 4 

 5 

※磁石としての地球と霊魂 6 

 無生物である地球が自己運動するということは、どういうことなのか。近代力学がいま7 

だ知られていない時代であり、それはそれでまた説明を要することであった。ギルバート8 

の場合、地球の日周回転に与えた意味も、目的論的なものであって、決して近代的なもの9 

ではない。｢自然は地球の霊魂ないし磁気活力によって地球の極の方向が 23 度強傾くよう10 

に配慮しているのである（適切な季節の変化が得られるように）｣と目的論的に解釈する。11 

地球はまさしく生命体であるということになるであろう。 12 

 これこそがギルバートの磁気哲学全体の核心にある地球像であった。ギルバートを近代13 

実証科学の創始者と持ち上げてきたこれまでの通常の科学史がそしらぬ顔で無視している14 

箇所である（＊市井の物理屋として一言言いたいのであろう）。 15 

 著者はギルバートの功績を三点にまとめる。 16 

第一に電気学と磁気学を分離し、検電器を創り出すことによって実験電気学を定礎し、さ17 

らに発散気を介した近接作用として電気力のモデルを作ったことで、実験と理論の両面で18 

その後の静電気学の出発点を築いたことにある。第二に、地球が一個の巨大な磁石である19 

ことを見抜き、地球磁気学を創り出したことにある。そして第三には、地球が本源的形相20 

として磁性を有する活性的な存在であるという磁気哲学を提唱することで、その半世紀前21 

に生まれた地動説に求められていた地球の自己運動の自然学的ないし形而上学的根拠を－22 

曲がりなりにも－与えたことにある。この三番目の契機は、現代から見れば誤っているた23 

め、科学史ではほとんど評価されてはいないが、17 世紀前半－とりもなおさず近代物理学24 

と近代的宇宙像の登場局面－では、この点がもっとも大きな影響を及ぼした。というのも25 

それは、天の物体にくらべて地球が卑しく下等でそれゆえ不活性で動けないという天動説26 

のイデオロギー的根拠をも、同時に打破したからである。・・・16 世紀半ばの幾何学的なコ27 

ペルニクス仮説と 17 世紀後半に登場する近代的な物理学的･動力学的宇宙論の橋渡しをす28 

るものであった。 29 

地球が磁石であるがゆえに自己運動するというギルバートの－現代からすると誤った－30 

物活論的で霊魂論的な思い込みこそが、17 世紀における物理学の飛躍的発展のひとつの重31 

要なきっかけであったといえよう。 32 

 33 

第 18 章 磁気哲学とヨハネス・ケプラー（1571－1630） 34 

『宇宙の神秘』（1596，25 歳）でケプラーが設定した問題は、地動説が正しいか否かで35 

はもはやなく、太陽中心説を受け入れた上で、太陽系総体の存在根拠についての問いであ36 
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った。 1 

 2 

三つの事柄が一番基本的な問題だったから、なぜそれが現にある通りで別のあり方を3 

しないのか、その原因を私は辛抱強く探求した。この三つの事柄とは、惑星軌道の数と4 

大きさと運動である。 5 

 6 

当時知られていた惑星の数は 6 つ、｢大きさ｣は軌道半径、｢運動｣は公転周期を指してい7 

る。これらは太陽中心説ではじめて成り立つ設問であって、ケプラーがはじめて問うた問8 

題である。しかし、その発想の根拠は必ずしも近代的なものではない。この宇宙は神が創9 

造したものであるから、地球を含む諸惑星の間にも何らかの秩序と調和が存在し、そこに10 

神の作品としての証が見られるはずだというものである。（当時はプロテスタント系神学校11 

の数学教授であった。） 12 

 13 

通常の科学史では、コペルニクスによる地動説の提唱が近代天文学ひいては近代物理学14 

の出発点であると語られている。しかし物理学の観点からすると、近代科学をそれ以前の15 

ものと分かつ真の転換点は、むしろケプラーと考えるべきである。というのも、なるほど16 

コペルニクスは太陽の静止する太陽系を唱えたけれども、天文学がいかなる科学であるの17 

かという点では、古代以来の考え方から完全には脱却していなかったからである。  18 

それにたいしてケプラーによる天文学の改革は、たんに太陽を中心におき、また円軌道19 

を楕円軌道と取り替えたことにはとどまらない。彼の改革の本質的な点は、惑星運動の動20 

因として太陽が惑星に及ぼす力という観念を導入し、天文学を軌道の幾何学から天体動力21 

学に、天空の地理学から天界の物理学に変換させたことにある。その根底には「天文学は22 

何を課題とする学問であるのか」についての決定的な転換があった。 23 

 24 

『新天文学』（1609、第 1 法則、第 2 法則）3 25 

副題:「チコ・ブラーエ卿の観測により、火星の運動の考察によって得られた、因果律も26 

しくは天界の物理学にもとづく天文学」 27 

『天文学概要』第 4 巻（1620、第 3 法則） 28 

副題:「天界の物理学、すなわち天にあるすべてのものの大きさと運動と比率が物理学的29 

なないし元型的な原因により説明される」 30 

『宇宙の神秘』第 2 版（1621） 31 

                                                  
3第 1 法則（楕円軌道の法則）: 惑星は、太陽をひとつの焦点とする楕円軌道上を動く。 

第 2 法則（面積速度一定の法則）: 惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に描く面積は、一定であ

る（面積速度一定）。 

第 3 法則（調和の法則）: 惑星の公転周期の 2 乗は、軌道の半長径の 3 乗に比例する。 
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注:「『新天文学』で基礎を築き『概要』第 4 巻で完成した天界の物理学」 1 

 2 

太陽が遠隔のすべての惑星に、遠く離れれば弱くなるという量的な違いはあれ、同種の3 

影響を及ぼし、それによってそれぞれの惑星の運動が決定されるという近代天文力学の基4 

本思想が－物活論ないし霊魂論の言葉によってであれ－表明されたのである。･･･ケプラー5 

は、太陽の惑星への影響の減衰を定性的に語るだけではなく、点光源から出た光の減衰に6 

ならって定量的に決定し、それによって惑星の公転周期を軌道半径と関係づけようとして7 

いる。 8 

『新天文学』では、(惑星の公転周期 T, 太陽からの距離 a) 9 

 T	 ∝ a         (1) 10 

第 3 法則では、（公転周期 T, 楕円の長半径 a） 11 

 T ∝	ａ³⁄²             (2) 12 

ケプラーにとっては、すべての惑星に妥当する比－太陽系のすべての成員を太陽に結び13 

つける一元的関係－が存在するという事実こそが重要なのであり、(1)が成立するか(2)が成14 

立するかはむしろ二次的関係に過ぎなかったのである。 15 

 16 

※ギルバートのケプラーへの影響  17 

＊もし火星の軌道が真円であったら、天文学は変わっていたろう。 18 

（チコ・ブラーエが 初にケプラーに与えた仕事が火星軌道の決定であった。火星は当時19 

知られていた惑星のうちではもっとも離心率が大きく、円からのずれが顕著で、それゆえ20 

楕円軌道の発見が可能になった。） 21 

 22 

太陽が惑星に及ぼす「運動霊」が存在すると語りながら、それが何であるのか、またそ23 

の存在が何によって立証されるのか、その肝心の点をとらえきれないでいたケプラーに対24 

して、ギルバートの『磁石論』の議論は目から鱗が落ちるというか、まさしく彼が探し求25 

めていた当の物を提供してくれるように思われた。 26 

 27 

鉛直に投げあげられた石がその間地球が回転しているのにどうして同一地点に戻って28 

くるのか、という問いに対する答えは、地球だけではなく、地球とともに目に見えない29 

無限の磁気の鎖が回転し、この鎖によって石がその下の地球の部分に結びつけられ、最30 

短距離で鉛直に地球に引き戻されるからだということです。(1608，ファブリキウスへの31 

手紙) 32 

 33 

ケプラーの第 1･第 2 法則は、惑星軌道の円形性と惑星運動の等速性の双方を葬り去るも34 

のであり、必然的にプラトンやアリストテレスの理解を過去のものとする。等速円運動で35 

あれば、それは自然の制作者の完全性を表しているといった神学的ないし審美的解釈によ36 
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り、ないしは完全な第 5 元素4の自然運動として、それ以上の根拠を問うことなく了解する1 

ことができる。しかし非等速な楕円となれば、そうはいかない。軌道が円であることと、2 

円にきわめて近いがしかしわずかに歪んでいること－現代風にいって対称性の破れ－は、3 

決定的な違いがある･･･こうしてケプラーは円の呪縛を脱し、力概念に基づく物理学として4 

の天文学を構想するに至ったのである。 5 

 6 

※ケプラーの特異な動力学 7 

『概要』第 4 巻でケプラーは「私は、私の天文学全体を、世界についてのコペルニクス8 

仮説とチコ・ブラーエの観測と、そして 後にイギリス人ウィリアム･ギルバートの磁気哲9 

学から創り上げた」と述懐している。実際ケプラーはギルバートの磁気哲学におのれの惑10 

星運動理論の物理学的根拠を見いだしたのである。ところが、地球は自転する磁石である11 

というギルバートの発見を太陽にまで押し広げ、太陽もまた自転する磁石でありその磁力12 

によっていくつもの惑星をそれぞれの軌道に沿って駆動しているという特異な動力学的太13 

陽系像である。 14 

 15 

「慣性」という用語はケプラーに始まる。「すべての物体は類似な物体の力の作用圏の外16 

に単独に置かれたならば、それがどの場所であれその本性によりそこに制止しているよう17 

に作られている」(『新天文学』)、これを「静止慣性」といい、かつ、惑星は「外部から加18 

えられた運動にあらがう能力を、その物体の嵩と物質の密度に比例して有している」（『神19 

秘』）、これを「物質の慣性」と呼んでいる(前者は、速度は力に比例すると考える誤りであ20 

り、後者はケプラーの発見である)。したがって、天体が運動するにはその瞬間に力が働い21 

ていなければならず、惑星の運動は太陽からの「運搬力」(物体を軌道方向に運ぶ力)と惑星22 

の有する慣性抵抗の競合によって決定されると主張した。 23 

 24 

ケプラーの動力学によれば、速度は常に力の方向に向いているのであるから、太陽が惑25 

星に及ぼす力は惑星軌道の接線方向を向いていなければならない。太陽から放射される力26 

の非物質的形象(運動形象)があたかも太陽から伸ばされている傘のように惑星にまで届き、27 

それが梃子のように働き、惑星を軌道に沿って押しているのである。そのためには太陽は28 

自転していなければならなかった。 29 

(ガリレイが太陽の黒点を発見し、その観測から太陽が実際に自転していることを突き止め30 

たのは、ケプラーが『新天文学』で太陽の自転を予言した数年後のことである。) 31 

 32 

第 19 章 17 世紀機械論哲学と力 33 

                                                  
4 アリストテレスは地上の 4 元素（火、空気、水、土）以外に第 5 元素があり、それが天空

を動かしていると考えていた。 
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時代は新しい自然観や研究方法を要求していた。その代表選手として通常あげられるのが、 1 

・ガリレオ・ガリレイ(1564－1642) 2 

・ルネ・デカルト(1596－1650) 3 

現実には彼らは、ケプラーの楕円軌道の意義を認めることができず、近代宇宙論の要と4 

もいうべき万有引力の発見を取り逃がした。実際、ガリレイは、遠隔力としての重力を受5 

け入れるにはあまりにも合理的精神の持主でありすぎた。他方デカルトについていうと、6 

彼は人間理性を買いかぶっていたというか、自然を単純に見過ぎていたといわざるを得な7 

い。 8 

彼らが提唱した自然観は機械論的自然観と呼ばれている。それは物体の幾何学的形状と9 

大きさ、そしてその運動や配置や個数のみを客観的なものと考え、物体が呈するもろもろ10 

の感性的性質を被説明変数と見なす還元主義である。･･･彼らの機械論では、物体の手触り11 

や熱･冷という皮膚感覚はもちろん、その光沢や色彩や臭気や味でさえも、物体の構成要素12 

の形状や運動が人間の感覚器官に与える刺激の結果に過ぎず、それゆえ物体の形状と運動13 

のみから説明されるべきものと見なされる。通俗化すれば、梨とリンゴの味が異なるのは、14 

その内部にある粒子が「私たちの口蓋を異なる仕方で突き刺す」からだ、ということにな15 

る。 16 

そしてその根底にあるのは、物質的物体は不活性で受動的であるという物質感である。17 

それゆえ機械論においては物質的物体は他の物体に対して直接の接触による衝撃ないし圧18 

を介してしか作用することができない。 19 

 20 

※ガリレイと重力 ＊ガリレイは惑星運動に関してはまったく無知であった 21 

ガリレイはその当時の常識にあえて逆らい、有名な『天文対話』の 終日に「潮の干満22 

の自然的原因は大地の運動」であると語り、潮汐を地球の自転と公転の重ね合わせの効果23 

とする特異な説を展開している(これでは潮の干満が一日に 2 回あることを説明できない)。 24 

ガリレイがこの説明に固執したわけは、根本的には遠隔力としての重力なるものを認め25 

られなかったからである。実際ガリレイは「ケプラーが月の水に対する支配力や、また隠26 

れた性質や同じような子供らしいことに耳を傾け、同意している」のは、驚くべきことで27 

あり、そんなものは「想像力の産物」に過ぎず、それが「潮の満ち干の原因である、ある28 

いはあり得るなどというのはとんでもないこと」だと名指して嘲笑している（『天文対話』）。29 

今から見ると、当時の思想状況で 強の同盟軍になるはずであったケプラーに対するこの30 

ガリレイの態度は傲慢で不遜に思えるが、片足をまだ中世に残していたケプラーと異なり31 

「近代人」ガリレイにとっては、月がはるかに離れた地上の物体（海水）に力や影響を及32 

ぼすなどというのは、つまるところ魔術思想の妄想か占星術の世迷い言であって、到底受33 

け入れられなかったといえよう。 34 

 またガリレイは、惑星の運動の原因としても太陽の引力を考えない。というのも、なる35 

ほどガリレイは、月下世界と天上世界というアリストテレスの二元論を否定し、太陽中心36 
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の太陽系を考えているけれども、実際には天体の自然運動としての円運動というアリスト1 

テレスの観念をそのまま踏襲したからである。 2 

 3 

ガリレイの自然科学は、事物や現象を数学的･幾何学的に把捉可能な諸徴表の集合として4 

捉え、その中に数学的法則性を読み取ることに尽きているのであり、それ以上に物体の本5 

質や実体が何であるのかとか、真の原因は何かなどを問うものではない。ケプラーと異な6 

りガリレイは自然学から存在論を追放したのである。･･･地上物体の等加速度落下という当7 

初の仮定が立証されたならばそれでよく、その限りで加速度の成因についてそれ以上穿鑿
せんさく

8 

するには及ばないのである。こうしてガリレイは仮説･検証･実験という近代科学の方法を9 

編み出した。 10 

 しかしそこには力概念が完全に欠落していたのであり、その意味でガリレイの力学は動11 

力学に到達することができず、数学的運動学にとどまっていたのである。･･･ガリレイは新12 

しい宇宙像のために戦った闘士にして殉教者のようにいわれ、事実、コペルニクス説の一13 

般的な普及と啓蒙には大きな功績を挙げたが、しかし惑星運動のダイナミズムについては、14 

ガリレイはまったく無知であった。 15 

 16 

※デカルトの力学と重力 ＊デカルトの磁力論は現代から見れば滑稽 17 

「慣性の法則」（第 1，第 2，第 3 法則）5を初めて正しく定式化し、「運動量の保存則」18 

の萌芽的形態、すなわち衝突の際の運動のやりとりを提唱したことで、初期の力学理論の19 

発展に大きな功績を残したけれども、デカルトの力学は力概念の欠落した衝突の理論に過20 

ぎないから、見かけの遠隔作用は、その間の空間には感覚にはとらえられない物質媒質－21 

「微細物質」ないし「エーテル」－が充満し、その圧力や衝撃を介して諸効果が伝達され22 

ることの結果として説明される。宇宙空間には微細な物質が充満し、それがそれぞれの天23 

体のまわりで大きな渦動を形成していると考える(真空の存在は実験するまでもなく論理的24 

に否定されている)。 25 

 惑星の運動についていうならば、太陽のまわりにも巨大な渦動があり、これが地球やそ26 

の他の惑星を運んでいるとデカルトは考える。しかし決定的な欠陥は、このようなモデル27 

では惑星の運動を定量的に導くことができず、精密な観測に裏打ちされたケプラーの 3 法28 

則を、それと同じレベルの厳密さで説明できないことであった。 29 

 30 
                                                  
5第 1 法則－あらゆるものはつねにできるだけ同じ状態を保とうとする。したがって、一度

動かされると、いつまでも動き続ける。 

第 2 法則－すべての運動は、それ自身としては直線的である。したがって円運動をするも

のは、その描く円の中心からつねに遠ざかろうとする。 

第 3 法則－物体はより強力な他の物体と衝突するときには、自分の運動を何ら失わないが、

より弱い物体と衝突するときにはその弱い物体に移しただけの運動を失う。 
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※デカルトの機械論と磁力 1 

デカルトの自然哲学は、自然を自動機械と見なし、「原理」からその仕組みを解明しよう2 

とするもので実験を必要ともしない。磁力については多くを語っているが、たとえば、地3 

球には南北に多くの通孔があり、その中をＮ極、Ｓ極の施条粒子が通過する、といった類4 

の、現代から見れば荒唐無稽の理論である。 5 

 6 

磁石は鉄を引き寄せる、というよりむしろ、磁石と鉄片は互いに接近するが、それは7 

引力があるからではなく、むしろ鉄が磁石の作用圏に入ったならば、それは磁石から力8 

［施条粒子のことか?］を借り受け、その磁石と鉄の両者から出てくる施条粒子が両者の9 

間にある空気を押しだし、その結果、磁石どうしの場合と同様に両者が互いに接近する10 

からである。（『哲学原理』） 11 

 12 

デカルト機械論は、17 世紀後半から 18 世紀にかけて一世を風靡するが、没落するのも早13 

かった。 14 

 15 

第 20 章 ロバート・ボイルとイギリスにおける機械論の変質 16 

イギリスにおける新しい時代の哲学の提唱者：フランシス･ベーコン(1561－1626) 17 

ベーコンの姿勢（＊磁力についてはほとんど語っていないが、その哲学姿勢はその後に影18 

響を与えているので、取り上げる） 19 

 20 

機械的技術においては、最初の考案者はごくわずかなことしか成し遂げず、時がこれ21 

に付け足し仕上げてゆくのに、諸学においては創始者がもっと多くのことを成し遂げ、22 

時がこれをすり減らし損なってゆく。現に大砲製造業や航海術や印刷術などは、はじめ23 

はやり方が下手であったが、時とともに改善され洗練されていったのであるが、それと24 

反対に、アリストテレス、プラトン、デモクリトス、ヒポクラテス、エウクレイデス、25 

アルキメデスの哲学と諸学は、最初はもっとも生彩があったが、時とともに退化させら26 

れ、先の生彩も失われていった。(『学問の進歩』1605) 27 

 28 

ベーコンが求めていたのは、第 1 に人間の実践に役立つ科学であり、第 2 に経験の拡大29 

が有効にフィード･バックされる学問であった。 30 

 ベーコンによれば自然と事物についての判断は「適切で妥当な実験」すなわち「問題に31 

なっているものを目指して巧みに考案され仕組まれた実験」によらなければならないので32 

ある。しかしベーコンは経験に際して一切の先入観を捨てて白紙の心で自然に向き合うべ33 

きと考えるのであり、したがって彼のいう実験は、検証すべき命題が事前に明確に措定さ34 

れている仮説検証型の実験ではなく、それゆえ近代的な意味での法則の発見を目指すもの35 

でもない。ここでいう「巧みに考案された実験」というのは、考察の対象としている性質36 
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を含むものと含まないものの双方についての考えられる可能なすべての事例を列挙し分類1 

し注意深く比較検討してゆくならば、おのずと対象の本質すなわち対象の形相が導き出さ2 

れる、という特異な実験計画を指している。 3 

 磁力に関しては、磁力の遠隔力は認めたが、魔術的事例としてあげているだけで、新し4 

い独自の展開はない。結局のところ、ベーコンの哲学は、その後の数理的な自然科学の展5 

開には直接つながるものではなかった。 6 

 7 

※ヘンリー･パワーと『実験哲学』 ※電磁気学史で無視されているヘンリー･パワー 8 

イギリスでデカルト機械論の立場から初めて磁力について語ったのが、ヘンリー･パワー9 

(1623－68)である。パワーはイギリスにおける顕微鏡を用いた自然観察の先駆者であり、10 

その結果を発表したのが 1664 年に出版された『実験哲学』（副題：『現在有名な原子仮説の11 

進歩と説明のための、顕微鏡による･水銀による･磁石による新しい実験、およびそれらか12 

ら生じるいくつかの論証と蓋然的仮説を含む』）であった。パワーはデカルト機械論にいく13 

つかの変更を加えているが、そのひとつは、デカルトにあっては、物質は不活性で受動的14 

で、その呈する運動はすべてはじめの神の一撃に由来すると考えられていたが、パワーは15 

物質の活動性の原質が特殊な存在物として自然それ自体の中にあまねく行き渡っていると16 

主張することで、デカルト主義とは本来的に異質な要素を導入したのである。このような17 

発想はボイルにも継承され、ひいては機械論哲学にはおさまらない「能動的原理」のニュ18 

ートンによる導入がイギリスでは比較的抵抗なく受け入れられる下地を形成することにな19 

る。 20 

 そしてパワーをデカルトと決定的に区別しているのは、原子の存在であれなんであれ自21 

然学の一切の理論は観測技術の進歩によってやがては実験的に検証しうるようになるであ22 

ろうし、また検証されなければならないという確信であり信念である。そもそもが『実験23 

哲学』という表題自体がデカルト合理論に対置されるベーコン的経験論の影響を顕著に示24 

している。 25 

 電気的作用と磁気的作用の違いについては、 26 

 27 

 （電気的物質と磁気的物質）それらの顕著な物体の間の著しい相違は、一方［電気的28 

物質］の発散気は（より粗大で物質的であり）任意の介在物によって妨げられるけれど29 

も、他方の磁気発散気は（きわめて微細なため）いかなる物体によっても妨げられるこ30 

とはないという事実にある。 31 

 32 

と説明されている。遮蔽効果の有無こそ、ギルバートが電気力と磁力を区別し、静電気力33 

を物質的な近接作用ととらえ磁力を霊的な遠隔作用と見た根拠であったが、パワーは単に34 

磁気発散気が微細で透過性であるとすることにより、その相違をさほど問題とすることな35 

く、磁力に対してもデカルトの渦動仮説を疑問なく受け入れている。 36 
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 望遠鏡や顕微鏡の実用化、さらに当時開発された気圧計や温度計の登場は、パワーにと1 

っては、機械論や原子論の空想が実験的に検証される可能性を指し示すものと思われた。2 

ところが、肝心の［磁気発散気］の存在そのものを直接立証することはなかった。 3 

 4 

※ロバート・ボイルの「粒子哲学」 ※新しい化学者ロバート・ボイル(1627－1691) 5 

科学の世界でボイルを有名にしたのは、フックの協力で創り上げた真空ポンプを用いた6 

一連の大気の実験と、とりわけ現在「ボイルの法則」と呼ばれている事実の発表であった。7 

それは実験－特定の目的のために作り出された装置を用いた計画的な実験と定量的な測定8 

－にもとづき、数学の言語で表される法則を確定するという 17 世紀における「新科学」の9 

実践の傑出した例であった。 10 

ボイルはおのれの物質観を「粒子哲学」と称している。ボイルの思想を特徴づけている11 

のは、第一には、自然的世界を自動機械のように見る自然観にあり、そして第二には物質12 

の呈するすべての性質がその立場から説明されるという物質観であり、総じて徹底した機13 

械論哲学にある。 14 

 さらに世界は自動機械(オートマトン)であり、細部に至るまで精巧に作られ合目的的に組15 

み立てられた機械である、という認識を持ち、それを作製した優れた知性(神)が存在するに16 

違いないという固い信念を持つ。 17 

＊ここでも神の存在信念は研究の妨げにはなっていない 18 

 19 

壮大なわりに単純な宇宙論を言葉の世界だけで展開したデカルトと異なり、化学者とし20 

てのボイルにあっては、その機械論は地上の物質の複雑で多彩な物理学的･科学的性質につ21 

いての実験によって個々に検証されなければならないものであった。 22 

 23 

アリストテレス主義(冷と熱は対立概念)と異なり、ボイルはベーコンにならって、熱－と24 

いうより物体が熱いということの本質－を、物質を構成する微小粒子の激しさによると捉25 

える。･･･ボイルの理解は現代の「熱運動」の表象にきわめて接近している。･･･「熱い･冷26 

たい」ということが質的な対立ではなく熱運動の激しさの度合いの差として一元化され、27 

測定不可能な「熱と冷」という質的理解から測定可能な「高温と低温」という量的理解へ28 

の第一歩が踏み出されたのである。ガリレイによる温度計の発明と並んで熱学が数理科学29 

としての近代物理学に発展してゆく前提がここに得られたことになる。 30 

 31 

ボイルは引力を認めず、遠隔力としての引力を直接的接触による衝撃ないし圧力の結果32 

と見なす。その限りでは機械論一般に共通の立場である。 33 

 ボイルは磁力そのものについてはほとんど語っていないが、磁化に関する記述はある。 34 

「鉄に伝達される磁気の変化は、少なくともその大部分は、鉄の内部構造の何らかの変化35 

を引き起こす機械的作用によって作り出される。」 36 
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 これからわかるように、パワー同様、ボイルは磁石や鉄は通孔を有するというデカルト1 

のモデルをそのまま受け入れ、その通孔を流れるものを、やはりパワーにならって「地球2 

の磁気発散気」としている。「磁気発散気」はデカルトの「施条粒子」と同様に(＊その形態3 

は若干異なるが)、地球の両極を経由して地球の内外を循環しているのであり、その流れの4 

打撃によって赤熱した鉄に通孔を開かせ磁石に指向性を与えるとされている。 5 

 6 

※特殊的作用能力の容認 7 

ボイルの考える宇宙空間には、特殊な性能を有する発散気のたぐいが幾種類も含まれて8 

いるのである。その意味でボイルの機械論はデカルトの機械論から大きく離れてゆく。し9 

かしそのことがむしろその後の化学理論、とりわけ気体化学の発展につながる可能性を与10 

えたといえよう。とはいえ、もともと実験を重視するボイルにあっては「磁気発散気」や11 

「電気発散気」はアプリオリに要請されているのではない。その導入は自ら行った－ボイ12 

ルの原点ともいうべき－真空実験に由来する特異な空気感にもとづいている。空気ポンプ13 

を用いて排気した容器内では生物が死に火が消えることを観察したボイルは、空気が生命14 

の維持や炎の持続に必要であるということを見いだし、そのことから、生命にとって欠か15 

せないものや燃焼を支えるものが空気の中に特殊な成分として含まれていることを確信し16 

た。･･･空気はもはやデカルトの言うような無性質で受動的な単一種類の微細粒子によるも17 

のではないし、かといってもちろんアリストテレスの言うような単純な元素でもない。 18 

･･･そしてそのような様々な作用や性質の受け入れを理論的に可能にしたのが、何種類もの19 

特殊な「発散気」の導入であった。自然学における機械論から物質論への転換の始まりで20 

あり、18 世紀の物質論的自然学の源流がここに発することになる。 21 

 22 

第 21 章 磁力と重力－フックとニュートン 23 

※フックと重力－機械論からの離反 24 

ロバート･フック（1635－1703） 25 

・重力に対するフックの姿勢 26 

 27 

通常の固形物質である天体は、流体中を動くにもかかわらず、直線上をではなく、円28 

もしくは楕円に沿って動くのであるから、最初に与えられた運動以外に、その運動を軌29 

道に沿って曲げる他の何らかの原因があるに違いない。そしてこの効果をもたらすもの30 

としては、次の 2つの原因以外を私は考えることができない。第 1は、惑星がその中を31 

通らなければならない媒質の密度は一様ではないと言うことである。すなわち、中心な32 

いし太陽から遠くにある部分がより内側にある部分にくらべてより密であり、内向きの33 

運動がたやすくなるに対して媒質の外側の抵抗がより大きくて、そのため直線運動がつ34 

ねに内向きに曲げられるからである。・・・直線運動を曲げる第 2の原因は、中心に置か35 

れている物体の、それ自身の方向に不断に引きつけたぐり寄せようとする性質としての36 
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引力によるのかもしれない。というのも、もしそのような原理が仮定されるならば、惑1 

星のすべての現象は力学的運動に共通のその原理で説明することが可能に思われるから2 

である。（1699.5.23 王立協会での報告） 3 

 4 

 デカルトが慣性の法則を正しく定式化して以来、惑星の公転にとって必要なのは、ケプ5 

ラーの言うような軌道接線方向への推進力ではなく、中心物体(太陽)の方向に軌道を曲げさ6 

せる力であることがすでに明らかになっていた。それに対してフックは、このように宇宙7 

空間に瀰漫
び ま ん

する流体媒質の圧力差という機械論的近接作用モデルと中心物体の性質として8 

の引力という遠隔作用モデルの両方を併記しているのである。･･･素朴機械論の根本的欠陥9 

を打破して近代物理学としての天体力学が形成される分岐点であった。 10 

 11 

フックは地球の重力が磁気的なものである可能性を語っている(1664.12.14 王立協会に12 

て)。つまり、このときには、地球の磁気が極に近づくにつれて強くなることはもとより、13 

ジェリブランドの発見により偏角の永年変化もすでに知られていたが、フックは地球の磁14 

気に起源を持つ重力が磁力と同様に極に接近するにつれて強くなる可能性や、重力が時間15 

的に変化する可能性さえ論じていたのである。フック自身、この時点では重力を磁力と事16 

実上同一視していたようである。 17 

 18 

 フックは 1664，65 年の彗星と 1677 年の彗星の観察から太陽の磁力の牽引と斥力の作用19 

を考えた。観測された彗星の軌道、つまりはじめは太陽に向かってほとんど直線的に接近20 

するが、太陽の近くで大きく曲がり、その後再び太陽からほとんど直線的に－太陽から撥21 

ねつけられるように－遠ざかってゆく彗星の運動を説明するためである。軌道は正しくは22 

楕円であるが、彗星の場合は離心率が大きくて遠日点がはるかに遠くにあるためきわめて23 

細長い楕円となり、しかも地球上で観測されるのは比較的太陽に近づいた部分だけのため、24 

彗星の太陽への接近と離反は、太陽の磁力による牽引と斥力によるものと考えたのである。 25 

 26 

※重力と磁力の測定 27 

 「フックの法則」（バネの力はその伸びに比例している）は、単にバネについてひとつの28 

経験的法則を発見しただけのものではない。力が数学的関数によって表されるという思想29 

のケプラーにつぐ表明であり、その具体的初めての発見であり、その意味において特筆さ30 

れるべきものである。 31 

 その姿勢を、地球の重力が本当に磁気的なものか否かを探る実験にも貫こうとしている。32 

地球の引力が磁気的なものであれば、地上高所で測定した重力は地上で測定したものより33 

も軽くなり、地下深部で測定した重力は逆に重くなるはずである。「有意な差は見いだせず」34 

失敗に終わる（＊地球半径の長さを考えなかったのだろうか?それに、天秤秤による実験は35 

意味あるのだろうか?もはや実験は個人的ではなく組織的（王立協会）である。）。 36 
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 さらに、天秤秤を用いた、磁石の磁力の強度と距離との関係の実験も失敗（＊磁石の両1 

極性のため磁力強度の測定は難しい）。 2 

 3 

※フックと「世界の体系」 4 

1679 年 11 月 24 日にフックはニュートンへの書簡で、「惑星の運動を接線方向への直線5 

運動と中心物体への引力運動の合成」ととらえる「私の仮説ないし見解」についてのニュ6 

ートンに見解を求めているが、まさにフックのこの示唆こそ、ニュートンに有効な解決方7 

法を教示するものであった。この方法によってはじめて、ニュートンは楕円軌道の動力学8 

を首尾よく扱いうるようになったのであり、こうしてケプラーの法則から重力の逆二乗法9 

則を数学的に厳密に導き出すのに成功したのである。 10 

 11 

フックは「世界の体系」が以下の 3 つの仮説によって解明されると主張する(1674『観測12 

によって地球の運動を証明する一つの試み』)。 13 

第1に太陽系のすべての天体の運動が距離を隔てて働く相互的な引力(中心力)に支配され14 

ていること、第 2 に、すべての曲線運動が慣性運動からの逸脱の結果であり、その逸脱を15 

もたらす原因がその力であること、第 3 に、その力は距離とともに減少することによって16 

特徴づけられることである。 17 

 力についての中心問題は、遠隔力の存在を仮定したうえで、問題はその定量的な振る舞18 

い、すなわち力の法則を決定することにあるというのだ。デカルト機械論からの離反はこ19 

こに完了を見る。 20 

 フックによるこの 3 つの仮説こそは、やがてニュートンが『プリンキピア』の第 3 篇「世21 

界の体系について」で詳細にかつ緻密に展開することになる内容の大筋をあらかじめ指し22 

示したものである。 23 

 24 

※ニュートンと重力 25 

アイザック・ニュートン(1643－1727) 26 

大陸ではニュートンに対する批判は根強かった。 27 

太陽が何もない空間を隔てて惑星に力を及ぼすと言うことは、働きかけるべき遙か遠隔28 

の惑星の存在や位置を太陽が知っていることであるかのように思われ、目的論（*「隠れた29 

性質」）や物活論（*超自然的力）や生物態的自然像（*自然に備わった性質）を過去のもの30 

として葬り去った機械論には信じられないことであった。 31 

 32 

ニュートンは『プリンキピア』（『自然哲学の数学的諸原理』）の冒頭で各種の力を定義し33 

たのちに「ここで私は力の物理的な原因や所在を考察しているわけではない。･･･引力とか34 

衝撃とか、中心に向かわせる任意の種類の傾向といった言葉は、区別なく互いに無差別に35 

使い、それらの力は物理的にではなく数学的にだけ考えられなければならない」と断って36 
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いるのである。 1 

 2 

・ライプニッツによる批判 3 

 4 

すべての物体は神が事物の始まりに作りたまいし法則にのっとって互いに引き合って5 

いるという人たちのゆき方は、ロベヴァル氏が『アリスタルコス』で語ったような［根6 

拠のない］ものです。というのも、その人たちは、そのような効果が得られるというこ7 

と以外は何ひとつ語らず、神がその目的を達成するためにどのようにしたのかを明らか8 

にするようなものを被造物のなかに何ひとつ認めず、奇跡や超自然なものに頼っている9 

からです。自然的原因が見いだされなければならない問題に対して、超自然なものがい10 

つも持ち出されているのです。 11 

 12 

ライプニッツにとっては、遠隔力を物質に備わる基本的な性質として認めることは、魔13 

術や奇跡を認めることとほとんど同断に見られていたのである。 14 

 15 

・ニュートンは反論する。 16 

機械論が目的とした力の伝達メカニズムの解明に変わってニュートンが提起したのは、17 

力の数学的法則の確立であった。「重力が現実に存在し、私たちの前に開かれたその法則に18 

従って作用し、天体と私たちの海に起こるあらゆる運動を与えるならば、それで十分なの19 

です」とあるように、このかぎりでニュートンは重力の原因や成因の追求を放棄したので20 

ある。･･･観測事実としてのケプラーの法則から F=Gm1m2/r2 という型の万有引力の法則21 

が数学的に導き出され、今度は逆にこの法則によって地上物体の落下と地球のまわりの月22 

の周回が説明され、潮汐現象が定量的に解明され、地球の形状が正しく計算され、さらに23 

彗星の回帰が正確に予測されれば、それでもって万有引力の法則の正しさは立証されるの24 

である。それ以上に「万有引力の本質は何か」とか「なぜ万有引力は存在するのか」とい25 

った存在論上の問題は自然科学(物理学)の問うところではないし、あるいは「万有引力は空26 

間をどのように伝播するのか」とか「万有引力は何を介して対象物体に届くのか」といっ27 

た事柄に頭を悩ます必要には及ばない。これがニュートンの公式的な立場であった。･･･ 28 

磁力のような霊魂的なあるいは魔術的な遠隔力を拒否し、そのからくりを解明することに29 

よって魔術を解体できると考えた機械論は重力の説明に挫折した。これに対してニュート30 

ンは、精密な観測にもとづいて重力を数学的な法則に従わせることによって、言うならば31 

魔術的な遠隔力を合理化したのである。 32 

 33 

 実際には、ニュートン自身は神秘的で宗教的な人物であり、これほど近代的には割り切34 

っていなかった。だからこそ天体間に働く遠隔力としての重力と言った摩訶不思議な作用35 

を受け入れることができたといえよう。実際ニュートンは、一方では万有引力にもとづく36 
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「世界の体系」を構想しながら、他方では錬金術に耽っていた。そもそもが『プリンキピ1 

ア』執筆を含めてニュートンが力学の研究に打ち込んだのはせいぜい 3 年余であり、他方、2 

その十倍近くの期間、ニュートンは錬金術の研究に没頭していたのである。･･･ 3 

 「重力の原因」に対するニュートンが 終的に行き着いた解答、つまり「機械論的では4 

あり得ない第一原因」は、「非物質的で生命ある知性を持った偏在する存在者」、言い換え5 

れば「神」であった。 6 

 7 

※ニュートンと磁力  ＊ニュートンは磁力に何しては前近代的 8 

 重力の問題は『プリンキピア』でひとつの解答を与えられたのであるが、それでも磁力9 

の問題は未解決に残された。 10 

 ニュートンが生涯に書き残したもののなかには、ことのついでに磁石に触れている箇所11 

は散見されるけれども、磁石や磁力それ自体を主題として正面から論じたものは見あたら12 

ない。･･･王立協会の会長として磁力の測定を指示しているが、磁力の強さと磁針と磁石と13 

の距離に関する関係を関数関係として定めることに失敗している。そのこともあってか、14 

ニュートンは磁力に関しては重力とは異なるアプローチをとり、一貫して「磁気発散気」15 

による伝播という機械論的なないしは物質論的な近接作用モデルを追求していた。 16 

 実際、ニュートンが 1673 年頃に書いた草稿『空気とエーテルについて』には「磁石の極17 

から極へと還流する磁気発散気によって鉄屑が子午線のような曲線にそろえられるのを見18 

たものは誰しも磁気発散気の存在を認めるだろうと私は信じる」とある。･･･もともとケプ19 

ラーやフックは遠隔的な磁力にならって重力を構想した。しかしひとたびニュートンによ20 

り重力法則が確立された後は、磁力は、その重力と同型の法則を満たさないことから、逆21 

に近接作用と見られるようになったのである。 22 

    ＊ 23 

 ニュートンは距離の 2 乗に反比例し互いの質量に比例する引力（万有引力）が天体間に24 

働くことをケプラーの法則から導き出しただけではなく、それが惑星や彗星や衛星の運動25 

を首尾よく定量的に説明することができれば、それ以上、その引力の本質やあるいは伝達26 

のメカニズムを穿鑿
せんさく

するにはおよばないという思想を提唱した。ニュートンは自然哲学か27 

ら存在論を追放したのであり、ここに近代数理科学としての動力学が生み出されたのであ28 

る。機械論は隠れた力の伝達の仕組みを解明しそのからくりを暴くことで魔術を解体しよ29 

うとしたが、ニュートンは力の法則を明らかにすることで魔術を合理化し、数理科学とし30 

ての物理学に取り込んだのである。ただしニュートンは魔術的な力を合理化するだけでは31 

なく、その力の起源を 終的に「空間に偏在する神」に求めることによりその力を神聖化32 

しなければならなかったのは、時代の制約であった。 33 

 34 

第 22 章 エピローグ－磁力法則の測定と確定 35 

（いくつかの実験と磁力の理論化を経て、クーロンの逆二乗法則の確定までを語り、） 36 
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かくして物質的世界は合理化され、遠隔作用として古代以来［隠れた力］の典型として見1 

なされてきた磁力からはその魔術的性格が脱色されていった。もはやニュートンが重力に2 

たいして考えていたような神学的な根拠すら語られていない。物理学は事物の本質につい3 

ての形而上学的な認識を求めることを放棄し、さしあたって現象の法則についての数学的4 

な確実性を求めることに自足したのである。そしてここに数理物理学が始まる。 5 

 6 

・トビアス・マイヤー（1723－62）の実験 7 

マイヤーがとった方法は、簡単な実験から「磁気素片」間に働く力を推定し、その結果8 

にもとづき特別な配置のときの磁石の間の合力を理論的に計算し、その計算結果が実測さ9 

れるかどうかを見るというものであった。（以下概略） 10 

 11 

                       一直線上に置かれた磁石 AB と磁針 ab の間の距離 aA を変えて 12 

磁針 ab を中心ｃのまわりに振動させ、その振動周期 T を測定す13 

る。実験結果より、 14 

 T ∝	 r 	         (ただし、r = aA、εは小さな値) 15 

を得、力 F は周期の 2 乗に反比例することから 16 

 F ∝	 r  17 

ここで、磁石のどの素片の間に働く力も正確に距離の 2 乗に反 18 

比例していると推測できる。さらに、「一様な厚さのまっすぐな19 

人工磁石」に対しては「素片の力が中心からの距離に単純に比20 

例して増加する」（中心はゼロ）と仮定する。 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

  
 
 

b     c       a       A
           C

            B
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直線上に配置した磁石間の引力を測定する実験 1 

  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Aa は磁石 AB と磁石 αβが直接接触しないように隔てるために A に付着させた非磁性体で15 

ある。磁石 αβは磁気子午面内で自由に回転できるように点 O から長さ Oc = Oγの紐でつ16 

るされている。磁石 αβはこの紐とつねに直交している。磁石 αβが AB からの引力で物体17 

Aa に接触している状態で AB をゆっくり持ち上げてゆくと、αβが一緒に持ち上がり、ab18 

の位置を超えて Oc が鉛直線と 19 

∠cOK＝θの角度を超えたとき、磁石どうしの引力 Fと磁石 αβの重力 W の釣り合いが破れ20 

て、磁石αβはAa から離れる。このときの距離 cK = x を測ると、A と αが距離 Aa だけ離21 

れているときの引力が、F = W	 sin θ = Wx L で得られる。 22 

 仮説から計算された値と実測値がほぼ一致したようである。 23 

 マイヤーの 大の功績は、デカルト以来の空想的な渦動仮説を磁石理論から一掃し、磁24 

力研究の方向を磁力の原因ではなく磁力の法則へと向けたことにある。 25 

 26 

･クーロン（1736－1806）による逆二乗法則の確定 27 

マイヤーの測定のそもそもの難点は、「素片の力が中心からの距離に単純に比例して増加28 

する」（中心はゼロ）という仮定そのものが直接的に立証されていないことにある。それに29 

対してクーロンが使用した磁石は、長さが約 60～70 センチ、太さが 0.32 センチの針金を30 

磁化して作った細くてまっすぐな人工磁石である。そして、その磁極は「端から（約 2 セ31 

ンチ）以内に凝縮している」（＊こういうものを作るまでに技術が発達してきていた）。こ32 

れならば、対極の磁力の影響を無視でき、2 つの磁石の 2 つの磁極間の作用に限定できる。33 

クーロンはねじり秤を用いて測定を行い、磁力間の引力（斥力）は磁極間の距離の 2 乗に34 

反比例することを導き出した。これは磁力に関する「クーロンの法則」と言われる。（アル35 

ゴリズムは付録に） 36 
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 1 

 かくして物質的世界は合理化され、遠隔作用として古代以来「隠れた力」の典型と見な2 

されてきた磁力からはその魔術的性格が脱色されていった。もはやニュートンが重力にた3 

いして考えていたような神学的根拠すら語られていない。物理学は事物の本質についての4 

形而上学的な認識を求めることを放棄し、さしあたって現象の法則についての数学的な確5 

実性を求めることに自足したのである。そしてここに数理物理学がはじまる。 6 

 7 

     ＊ 8 

 9 

 中世末期から近代初頭にかけて力とくに遠隔力、具体的には磁力やあるいは潮汐に見ら10 

れる天体間の力を主要に問題としてきたのは、魔術であり占星術であった。魔術、ことに11 

後期ルネッサンスの自然魔術は、電磁力を含む自然界の種々の力を「共感と反感」「隠れた12 

力」と名付け、その本質を分からないものとして不問にし、むしろ観察と実験によってそ13 

の振る舞いを調べ利用するという行き方をとった。実験と観察の重視という点では錬金術14 

も遅れをとらない。それは事物の本質からすべてを論理的に演繹する、裏返せば事物の本15 

質が分からなければものごとは理解できないとするスコラ学に対立する行き方であった。 16 

 他方、近代初頭にスコラ学にかわる新哲学として登場した機械論は、力の説明、つまり17 

力の原因や伝達のメカニズムの解明を要求することで魔術の解体をはかろうとした。機械18 

論から見れば「共感や反感」や「隠れた力」は単なる説明放棄であった。しかし機械論は、19 

その自ら立てた目標の達成に失敗した。･･･ 20 

 結局のところ、力についての認識が進化し新しい発展の道が開かれたのは、機械論の構21 

想したように力の伝播を再現するモデルを考案することによってではなく、ましてや絶対22 

的に正しい第一原理から力の本質を演繹することでもなく、さしあたって力の本質や力の23 

原因をめぐる問いを棚上げにし、実験と観察－とりわけ精密な測定－によって力の数学的24 

な法則を確定することにおいてであった。その 終段階は、重力についてはフックとニュ25 

ートンによって、磁力についてはマイヤーとクーロンによって遂行されたのであり、ここ26 

に近代物理学で言う力の認識がはじまる。 27 

  28 

 魔術は機械論の意図したように解体されたのではない。魔術的な遠隔力が数学的な法則29 

に捉えられ合理化されたことにより、自然哲学（物理学）は検証可能なそして数学的に厳30 

密に表現された法則を扱うものであるという原則が確立され、その結果として魔術固有の31 

問題に自然学者が関心を失っていっただけのことである。近代科学の形成過程では科学は32 

魔術から刺激を受け、とくに力概念の形成においては、その中枢の遠隔力の概念を魔術と33 

占星術から受け継いだが、ひとたび自然科学がその固有の方法を確立してのちは、もはや34 

魔術は自然科学者の議論の対象ではなくなり、人間の自然観に重要な影響を与えなくなっ35 

たのである。 36 
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 1 

付録：［クーロンの実験とそのアルゴリズム］ 2 

水平磁石（61 センチ）は中心点を 3 

軸にして水平に回転でき、鉛直な 4 

管（76 センチ）の中を通る弾性糸 5 

に吊されている。糸は上部のつまみ 6 

を回すことでねじることができる。 7 

固定磁石は鉛直に立てられた十分長 8 

い人工磁石であり、その下側の磁極 9 

は水平磁石の 初の静止位置に固定 10 

されている。十分長いので反対側の 11 

磁極は水平磁石の動きに影響を与え 12 

ることはない。水平磁石は 初磁気 13 

子午線に平行にセットされている。 14 

つまみを回して水平磁石が静止する箇所を何カ所か探す。 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

つまみの回転角をΦ、水平磁石の磁気子午線に対する振れの角度を θとする（つまみは 132 

回転以上回しうるから、一般には k を整数として、Φ－θ＝k×360°）。このとき糸のねじれ33 

の角度はΦ－θで表され（水平磁石と固定磁石との反発があるから）、したがって水平磁石34 

に働く弾性糸の復元力のモーメントは N(Φ－θ)となり（N は定数）、他方、地球磁場による35 

偶力のモーメントは sinθ≈θ（θは小さいので大略等しい）に比例しているので、Mθとあら36 
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わすことができる（M は定数）。水平磁石の長さを 2a とすると、水平磁石と固定磁石の磁1 

極間の力 F による力のモーメントは Fa cos(θ ⁄ 2)≈Fa である。それゆえ、水平磁石の釣り合2 

いは、 3 

 Fa=N(Φ－θ) + Mθ 4 

で表される。2 つの磁極（P と Q）間の距離 r は、小さい θでは a sin(θ)=aθと近似できる。 5 

はじめに固定磁石をおかずにつまみを回して、水平磁石が糸のねじれに対する弾性復元力6 

と地球磁場だけで釣り合う位置を探す（左図）。ただし、角度を反時計回りを正とすると、7 

この場合は θ≤0 であり、実測によれば、このとき Φ＝700°で θ＝－20°であった。 8 

 0＝N×720°+ M×(－20°)  ∴ M=36N 9 

固定磁石を立てたときの実測値は以下が得られている。 10 

 Φ  θ N(Φ－θ)+Mθ=N(Φ+35θ)  r=aθ 11 

 24°        24°  N×864°  a×24° 12 

 3 回転＋17°    17°       N×1692°       ａ×17° 13 

 8 回転＋12°    12°  Ｎ×3312°  ａ×12° 14 

ところで、 15 

 r²×F=(aθ)²×{N(Φ－θ)+Mθ}⁄a = aNθ²×(Φ+35θ) 16 

を作ると、上から順に（定数因子 aN を除いて）値を代入すると 17 

 24²×864=497664       17²×1692=488988      12²×3312=476928 18 

となり、3 つの値は相当の蓋然性を持って一定と見なしうるので、 19 

 r²×F＝一定、すなわち、F は r²に反比例する 20 

        その 2 おわり 21 
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