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[わかみず会 (10. 4. 7)]                                                               第0版 
 
 

科学史の「常識」と真実 [0] 
 ─‘Copernicus 革命’─  

 

柳生 孝昭 

 
 
            0. 伝統的体系 
            1.  Copernicus の関心と方法 
            2.  Tycho Brahe の過渡的・折衷的体系 

            3. 現象の救済と自然の真実 
            3.0 数学的技巧か、真理そのものか？ 
            3.1 説明能力と美的価値 

            3.2 予測と確認 

            4.  Kepler による惑星運動論の完成と残された問題 

            5.  Galileo の観測と理論 

            5.0「星界からの報告」と「二大世界体系についての対話」 

            5.1「新科学対話」 

            6.  Descartes の科学と方法 

            7. 思想革命としての科学革命 

            7.0 キリスト教教会の反 Copernicus 主義 
            7.1 原子論と無限宇宙論 
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            8.  Newton ─「革命」の完結、天文学と力学の統合 
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0. 伝統的体系 
[0] アリストテレスの宇宙： 地球中心、有限、階層的、充満（真空を否定）した 

[1] プトレマイオスの天文学： 黄道上の太陽の年周運動、（離心的な）導円と 
                              （主、副）周転円から成る惑星軌道 

[2] スコラ的統合： アリストテレス哲学とキリスト教神学の融和 
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     図0.1 太陽の黄道上の年周運動                        図0.2 惑星の年周運動 
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1.  Copernicus の関心と方法 
[0] 「天球の回転について」（1543）の目的： 惑星の運動の、定量的に精確な説明 
   定性的な、しかし明確な論証を欠く第1巻、高度に技術的・専門的な本論 

 
[1] アリストテレス‐プトレマイオス的伝統の残渣・呪縛： 
    太陽を中心とするアリストテレス的宇宙、導円と周転円による説明 
 
[2] 新 Platonism への傾斜： 太陽崇拝と数学的調和の賛美 
    一様性と単純性の追求 ─ プトレマイオスの後継者達の、過度に煩瑣な数学的 

    技巧と人工的概念装置（特に Equant）の排除 
 
2.  Tycho Brahe の過渡的・折衷的体系 
不動の地球を中心とする、太陽と月の運動、太陽の周りの惑星の運動 
 
                                                                   1   4   7       
3. 現象の救済と自然の真実                             2                        6 
3.0 数学的技巧か、真理そのものか？              3                                  5 
A. Osiander の偽序文と Kepler の嘲笑、                                       
枢機卿 Bellarmine の見解                                                  
  
3.1 説明能力と審美的側面                                                              
[0] 現象（惑星の運動、逆行と光度、蝕）の                                          
説明の精度に於いては、プトレマイオスの                             S              
体系と Copernicus の方法に、大差は無い。                                  P         
                                                                                 
[1] 数学的美、思考の経済、説明の自然さ                                       E       
 （例えば内惑星の軌道）                                                           

                                                            図 1. 内惑星の軌道 

3.2 予測と確認 

[0] 日周運動に伴う、地上の物体の運動・静止： J.B. Foucault の実験（1851） 

[1] 年周運動に伴う、恒星視差の観測（W. Bessel, 1837） 

[2] 新星の出現（1572, 1604） 

[3]  Galileo の諸発見（1610） 
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4.  Kepler による惑星運動論の完成と残された問題 

[0] 伝統的体系の残渣の払拭： 円運動の呪縛からの解放 

[1] 新 Platonism 的神秘主義（「宇宙の神秘」（1597）、第4法則） 

[2] 力学的説明の不備： 太陽の‘Anima’による惑星の運動 
 
5.  Galileo の観測と理論 

5.0「星界からの報告」と「二大世界体系についての対話」（「天文対話」） 

[0] 金星の蝕の発見（文献 [1]）： 内惑星の軌道についての決定的証拠（図1） 

[1] 太陽の黒点の観測と自転の論証（文献 [1]）： 天界の可変性 

[2] 新星の出現と地球からの距離についての観測・論証（文献 [2]）： 天界の可変性 

[3] 地球の自転・公転の可能性の論証（文献 [2]）： 運動の相対性、恒星視差の問題 

[4] 太陽中心説の観測・論証（文献 [2]）： 惑星の見かけの大きさ、地球からの距離 

[5] 伝統的思考様式の残渣（文献 [2]）： 円運動への拘泥、Kepler の発見の無視 

 
5.1「新科学対話」（「機械学及び地上運動に関する二つの新しい科学についての 

                     対話及び数学的証明」） 

[0] 真空の存在の受容： アリストテレスの批判 

[1] 等速運動、落体の法則（等加速運動）及び放射体の軌跡の数学的論証 

[2] 無限についての考察： 部分と全体の相等性、「任意の有限量」の認識 
                         無限小×無限量＝有限量 の可能性 
 
6.  Descartes の科学と方法 

[0] 慣性の原理の近代的定式化、‘Occult Quality’の排除、機械的世界観の確立 

[1] 充満した宇宙、原子論との不調和 

[2]  Galileo の業績の軽視、Kepler の発見についての無知 
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7. 思想革命としての科学革命 

7.0 キリスト教教会の反 Copernicus 主義 
[0] 聖書墨守主義者による Copernicus 攻撃（M. Luther、J. Calvin） 

[1]  Catholic 世界に於ける Copernicus の盛名（Gregory 暦での採用） 

[2]「天体の回転」の思想的革命性の種子と技術的精密・難解 

[3] 遅れてやって来た、暫定的な禁書令（1616） 
Galileo の活動（「星界からの報告」（1610）、他）、教会的・スコラ的宇宙秩序の 
崩壊の危機感、枢機卿・筆頭神学者 Bellarmine の態度（文献 [6]、210‐2頁） 

[4]「天文対話」（1632）と Galileo の断罪（1633） 

 
7.1 原子論と無限宇宙論 
[0] 古代の原子論の宇宙 ─ 一様・無限な空虚の中を飛び交う、無数の原子から成る 

[1] イスラム哲学 ─ 恒星天球の外に無限に拡がる、神の座としての至上天 

[2]  G. Bruno、Nicholas von Cusa の無限宇宙論 

[3]  Copernicus による天球の巨大化と物理的機能の剥奪、天球概念の放棄 

[4]  17世紀、機械論的哲学の一部分としての原子論（P. Gassendi、R. Boyle） 
 
7.2 科学と社会・思想（世界観） 
Catholic 神学・スコラ哲学・アリストテレス物理学を総合する、首尾一貫した、 
位階的宇宙観 
 ─ 部分（天動説）の否定が、体系全体の崩壊を齎す怖れ、その現実化 
 
8.  Newton ─「革命」の完結、天文学と力学の統合 

[0] 地上の力学と天界の力学の一元化 

[1] 運動の三法則による Kepler の法則の説明 

[2] 粒子論的な引力の概念の確立 
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