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はじめに

本書は学部の学生に，科学史を教

えていた講義ノートから生まれた．

古代ギリシャのプラトンらの主張は

今日の科学の目から見ると何が

「科学」ではないのか？ 私は現代

の基準で過去を裁くという危険な

領域に踏み込む．



第一部 古代ギリシャの物理学
GREEK  PHYSICS

古代ギリシャに科学が花開く以前（あるいはそれ以後も），工学，数学，
天文学の進歩に貢献していたのはバビロニア人，中国人，エジプト人，
インド人などだった．それでも，ヨーロッパの手本となりインスピレー
ションの源になったのは古代ギリシャだし，現代科学の発祥の地は
ヨーロッパなのだから，科学の発見に果たした古代ギリシャの役割は
特別である．古代ギリシャで科学が始まったのは，ギリシャが多数の
小さな独立都市国家（その多くが民主制を採用していた）に分かれて
いた時代だった．そして，これらの小都市国家がヘレニズムの諸王国
やローマ帝国といった強大な国家に吸収されたのちに科学が最も発
達した．この時代の業績は，１６～１７世紀にヨーロッパで科学革命が
起きるまで凌駕されることはなかった．



第１章 まず美しいことが優先された
Matter and Poetry

世界はかくあれかし，ギリ
シャの哲人たちは思索した．
原子論に似たアイデアまで
生まれたが，タレスらは，そ
の理論が正しいかの実証に
ついては興味がなかった．
彼らは科学者というより 「詩
人」だったのだ．



「万物のもとになる物質」という考え

タレス （ミレトス派の創始者，ＢＣ６世紀）

・万物は単一の基本的物質で構成されている．

・万物の根源（アルケー）は水である．

アナクシマンドロス （タレスの弟子）

・「無限定（or 無限）なるもの（アペイロン）」がアルケーである．

アナクシメネス （アナクシマンドロスの後輩）

・空気がアルケーである．



最初の「原子」論の芽生え

その他
・クセノファネス－土， ヘラクレイトス－火 （万物は流転する）

・エンペドクレス－四つの元素（水，空気，土，火）

原子論 （アブデラ派）
・レウキッポス－空虚（ケノン）すなわち「無」の存在を認めた．

・デモクリトス－万物は，空虚な空間の中を運動するアトムという

分割不可能な微粒子から成る．



エレア学派

パルメニデス （紀元前５世紀初頭）
・存在するものは、生じえないし、消滅しえない．

・自然界の目に見える変化や多様性は幻想に過ぎない．

ゼノン （背理法，弁証法の祖）
・アキレスと亀のパラドックス

・すべての運動は不可能である．

「運動が不可能なら，なぜ物体は動いて見えるのか」を説明しようとしてい
ない．自らの理論がみかけの世界をどう説明するのかを詳らかにしていな
い．見かけの世界の理解を一段低くみなす知的スノビズム？



タレス （ B.C. 624? – B.C. 546? ）
業績
・ＢＣ５８５年の日食を予言（？），ギリシャの七賢人
・ピラミッドの高さを，影の長さから比例の関係を用いて測った．
・二等辺三角形の両底角は等しい．
・円は任意の直径によって二等分される．

逸話
・天文学でオリーブの豊作を予測し，搾油機を買い占めて大儲けした．
・星を観測中に堀に落ち，召使にからかわれた．(「足下もわからないのに
天上のことがわかるのか」）
・ラバと塩と海綿の逸話



タレスの定理



アテネの興隆とプラトンの登場

ＢＣ５世紀後半から，アテネにおいて

ソクラテス，プラトン，アリストテレスの

時代が始まった．

プラトンはアカデメイアを創設し，９００年

も続いたので多くの著作が完全な形で

残された．

プラトンは，アカデメイアの門の上に

「幾何学を知らざるもの入るべからず」

という銘をかかげた．

 アリストテレスは，１７歳
でアカデメイアに入学



プラトンの立体

「エンペドクレスの四元素は，四種類の正多面体の粒子から
成立していて，正十二面体はコスモス」とプラトンは考えた．

火

風 水

土 コスモス
黄道１２宮



「正多面体は五種類しかない」ことの証明

正多面体の１面の辺の数 = M, １頂点に集まる面の数 = N とする．

「１頂点に集まる角度の和は 360°未満である」ことを用いる．

正多角形の１内角は 180(M-2)/M 度なので，１頂点に集まる角度の

和は 180 N(M-2)/M 度である．これが 360 度未満であるので

180 N(M-2)/M < 360  ⇒ NM – 2M – 2N < 0 ⇒ (M – 2)(N – 2) < 4
M,N は 3 以上であるから，上式を満たす M,N は以下の５通り

(M,N) = (3,3) , (3,4) , (3,5) , (4,3) , (5,3)
それぞれが正四面体，正八面体，正二十面体，正六面体，正十二

面体に対応し，「プラトンの立体」を構成している．



「ＭとＮのそれぞれの組み合わせによって作ることの
できる正多面体はひとつずつしかない」ことの証明

各稜線で二つの正多角形が接しているから (1)
各稜線は二つの頂点を繋いでいるから (2)
単連結多面体のオイラーの定理から (3)

(1) – (3) を連立させて解くと

/ , / / /
前の (M,N)の値を当てはめると

8 , 20 , 6 , 12



ギリシャ哲学者たちは「詩人」だった

エンペドクレスは四元素について考察し，デモクリトスは原子につい
て考察したかもしれないが，自然に関する何らの新知識にもつなが
らなかったし，理論の検証を可能にするものももたらさなかった．

ギリシャの思想家たちを物理学者や科学者と考えないほうがよい．
哲学者とさえも思わないほうがよい．むしろ詩人とみなされるべき．

現代物理学にも詩的要素は残っており，研究の指針として美的判断
を利用しているが，理論の美しさが正しさの証明となるとは考えない．

タレスからプラトンに至る詩的な自然哲学者に何より欠けていると思
われるものは，「理論には必ず実証を求める」という現代物理学者の
態度である．



第２章 なぜ数学だったのか？
Music and Mathematics

ギリシャではまず数学が生まれた．
数学は観察・実験を必要としない．
思考上の組み立てのみで発展する．
しかし，ここでも美しくあることが優
先され，ピタゴラス派は「醜い」無理
数の発見を秘密にし，封印すること
にした．

B.C.570? – B.C.496?



ピタゴラス学派 「万物は数なり」

簡単な数の比によって和音を説明

天空全体を音階だと考え，和音の研究を
適用して宇宙の真理との調和を模索した．

ピタゴラス学派のタレントゥムのアルキタ
スやクニドスのエウドクソスは，プラトンに
大きな影響を与えた．

無理数を発見したが，これを封印した．

輪廻転生を信じていた．「魂」と「肉体」の
二元論．カルト教団



ピタゴラスの定理の証明（１）

• ピタゴラス自身の証明とさ
れているもの

ピタゴラスがこの証明に

感激し，牛百頭を神に捧

げたといわれている．



ピタゴラスの定理の証明（２）

• ユークリッド「原論」の証明

同様に

Ｅ

Ｄ Ｆ

Ｇ

Ｈ Ｉ Ｊ

K



ピタゴラスの定理の証明（３）

• レオナルド・ダ・ヴィンチの証明

橙色の部分を９０度回転し，

緑色の部分を裏返して橙色の

部分に重ねる．



ピタゴラスの定理の証明（４）

小学時代のアインシュタインの証明

（別の本では，オランダのネーバーの

証明とされている）



ピタゴラスの定理の証明（５）

第２０代アメリカ大統領

ジェームス・ガーフィールドの証明

（暗殺された）

台形の面積の公式から



数学は自然科学ではない

純粋数学重視の伝統はプラトンの学園アカデメイアに継承された．

理性だけで真実に到達するという誤目標が自然科学に設定された．

「原論」の演繹的文体を模倣して自然科学が記述された．

数学は自然科学ではない．観察を伴わない数学それ自体だけでは，
世界について何も説明することはできない．逆に，数学の定理は，
世界を観察することによって証明したり反駁したりできない．

「自然とは何の関係もない理由で発明された数学が物理の理論に
役立つのはなぜなのか」という謎は残っている．



第３章 アリストテレスは愚か者か？
Motion and Philosophy

アリストテレスの物理学とは，
自然にはまず目的があり，
その目的のために物理法則
があるというものだった．物が
落下するのは，その物質に
とって自然な場所がコスモス
の中心だからだと考えた．
観察と実証なき物理学である． B.C.384 – B.C.322



アリストテレス思想の誤り

事物のありようは，それが果たす目的によって決まる．（目的論）

個体が落下するのは，土という元素の自然な場所が下方，つまり，コ
スモスの中心へと向かう方向にあるからであり，火花が上へ飛ぶのは
火の自然な場所が天空にあるからだ．

物体が落下する速度は，その重さに比例する．

すべての運動には，原因（質量因，形相因，作用因，目的因）がある．

哲学の歴史の中で，アリストテレスほど後世に強い影響を与えた人物
はいない．１２００年代にキリスト教と和解したアリストテレス哲学が中
世キリスト教ヨーロッパで大きな影響力を持った．



第四章 万物理論からの撤退
Hellenistic Physics and Technology

ギリシャ人が支配したエジプト
では，以後１７世紀まででも最
高の知が花開いた．万物を包
括する理論の追及から撤退し，
実用的技術に取り組んだこと
が，アルキメデスの比重の考
えや円周率計算などの傑出
した成果を生んだ．



ヘレニズム科学はエジプトで花開いた

紀元前３００年頃プトレマイオス１世はアレクサンドリアにムセイオン
（ミューズの神殿）を設立．ここが科学の中心地となった．

万物の根源より，光学，流体静力学，天文学などの現実的な問題
の追及が成功を生んだ．

ユークリッドはムセイオンに数学科を設立し，「原論」を表した．

ヘレニズム期の他に比類のない科学者はアルキメデス．浮体，てこ
の原理，円周率，図形の面積や体積の計算などに業績を残した．

ヘレニズム期の偉大な数学者は，円錐曲線のアポロニウスである．

ヘロンは，サイフォンや蒸気機関の設計，光学研究などを行った．



第五章 キリスト教のせいだったのか？
Ancient Science and Religion

ローマ帝国時代，自然研究は
衰退した．学園アカデメイアは
閉鎖され，古代の知識は失わ
れる．それはキリスト教のせ
いか？ 議論があるにせよ，
ギボンは 「聖職者は理性を
不要とし，宗教信条ですべて
解決した」 と述べた． ヒュパティア 聖キュリロス



キリスト教が科学とぶつかった理由

キリスト教は二世紀から三世紀にかけてローマ帝国全体に広まった．

紀元３１３年にキリスト教はコンスタンティヌス一世によって公認され，
３８０年にテオドシウス一世によって国教と定められた．

キリスト教が科学とぶつかった理由は，「異教徒の科学はキリスト教
徒が取り組むべき霊的な問題から人の心をそらすもの」という考え．

もう一つの要因は，キリスト教が教会での立身出世の機会を提供し，
科学者や数学者になるような若者を減少させたことが挙げられる．

４１５年ヒュパティアは，司教キュリロスに扇動された群衆に虐殺さ
れ，５２９年アテネの新プラトン学派のアカデメイアは閉鎖された．
これ以降ヨーロッパ科学は１０００年にもおよぶ暗黒時代に入る．



第二部 古代ギリシャの天文学
GREEK  ASTRONOMY

古代世界において最大の進歩を遂げた科学は天文学だった．その
理由の一つは，天文学上の現象が地球上の現象よりも単純なことで
ある．古代人たちは知らなかったが，地球とその他の惑星は昔も今も，
引力という単一の力の影響を受けて，ほぼ円形の軌道を描いてほぼ
一定の速度で太陽の周りを公転し，また，基本的に一定の速度で自
転している．同じことが地球の周りを回っている月の動きについても当
てはまる．その結果，地球上から観測すると，太陽も月も惑星も規則
的かつ予測可能な方法で動いて見えるため，それらはかなりの正確
さで研究することが可能だった．

古代天文学のもう一つの特徴は，それが有用であることであった．
（古代の物理学には，一般的に実用性はなかった）．



第六章 実用が天文学を生んだ
The Uses of Astronomy

古代エジプト人は，シリウス
が夜明け直前に姿を現すと
きに，ナイルの氾濫が起きる
と知っていた．農業のための
暦として星の運行の法則を
知ることから天文学が生ま
れた．完全な暦を作成する
ための試みが始まる．

夜明け直前のシリウス



画期的な技術が天文学を科学に変えた

太陽の見かけ上の動きを正確に測ることのできる，グノーモンと呼ば
れる発明品によって天文学は精密な科学へと成長し始めた．



第七章 太陽，月，地球の計測
Measuring the Sun, Moon, and Earth

アリストテレスは地球が丸い
ことに気づく．アリスタルコス
は観測から太陽と月，地球
の距離と大きさを，完璧な幾
何学で推論した．数値的に
は不正確だったが，史上初
めて自然研究に数学が正し
く使われたのだ．

上：ピタゴラス学派

左：アリストテレス



アリストテレスは地球と月が丸いことに気づいていた

理論的根拠

土と水という重い元素は，コスモスの中心へ近づこうとする．地球は，

その中心がコスモスの中心と一致する球体だ．なんとなれば，球体

になることによって，コスモスの中心に近づくことのできる土の量が

最大になるからだ．

実証的根拠

月食時に月面に映る地球の影はカーブを描いているし，北または

南に移動して観測すると星の位置が変わってみえる．また，月は

満ち欠けするから，月も球形である．



アリスタルコスの計算 (1)

(1) 半月の時，月への視線と太陽への視
線がなす角度は８７°である．

実際は であり， .
(2) 日食の際，月は太陽をきっかり覆う．



アリスタルコスの計算 (2)

(2) 地球の影の大きさは月二つ分．

=  , =  , =  , =ℓ =  , = 2 ℓ = 2= =  , = ℓ  , = 2ℓ
= ℓ ⟹  =

(3) / = .  から/ = .  , / = .
これらの値は実際にはそれぞれ.  , .   である．

(4) 月の角直径は２°である．= × = .
地球の大きさが分かれば，太陽、月までの距離や

直径が分かる．



エラトステネスの地球周長の測定

「シエネでは，夏至の正午に太陽
が真上にくるのに対して，同時刻
のアレクサンドリアの南中高度は
垂直より全円の五十分の一低い」
という観測結果から，地球の全周
をアレクサンドリア－シエネ間の
五十倍と結論づけた．

実際の距離は，アレクサンドリア
－シエネ間の 47.9 倍であるので
この結論はかなり正確であった．

シエネとアレクサンドリアはほぼ同経度



第八章 惑星という大問題
The Problem of the Planets

天動説の大問題は，それが実
際の観測と合わなかったことだ．
プトレマイオスは，単純な幾層
もの天球の上に星が乗ってい
るというアリストテレスらの考え
を捨てて，観測結果に合わせ
るために「周転円」という概念
を導入した． プトレマイオス



惑星の「逆行運動」

太陽と月と恒星は従順に地球
のまわりを回っているように見
えたが，気まぐれに空をうろつく
五つの天体があった．天の大
勢に逆らって彷徨うように動い
ていたのは，当時知られていた
五つの惑星，水星，金星，火星，
木星，土星だった．「惑星」とい
う名は，ギリシャ語で「放浪者」
を意味する「プラネテス」から派
生したものなのだ．



アリストテレス派対プトレマイオス派
千五百年の論争の始まり
プラトンは，「天体の動きは，円形で一様で常に規則正しい」という原則を規定している．

よって，彼は数学者に「（太陽と月も含めた）惑星の見かけ上の動きは，一定速度で

一定方向に進んでいる円をどのように組み合わせることによって説明できるだろうか」

と問うている．（シンプリキオスの注釈）

同心天球モデル（エウドクソス，カリポス，アリストテレス）

地球を中心とする同心天球の回転の合成として惑星の動きを説明

導円（従円）－周転円説モデル（プトレマイオス）

この理論は，周転円，導円（離心円），エカントという三つの概念から成立．

惑星は周転円上を一定の角速度で動き，周転円の中心はエカントを中心として

一定の角速度で動く



同心天球モデル

Ｉ：日周運動， ＩＩ：黄道運動
ＩＩＩ，ＩＶ：逆行運動

ＩＩ～ＩＶの合成運動

エウドクソス
恒星球 １個
５惑星 ４×５＝２０個
太陽 ３個， 月３個 合計２７個

アリストテレス
アリストテレスは，惑星全体の運動
をシステム化し、各惑星の天球を
接続した．その際，「巻き戻し」の
天球を追加したため、合計５６個
となった．しかしながら，各惑星の
日周運動を除かなかったため，
内側の惑星は一日に複数周する
ことになった．（軽率なミス！）



導円－周転円モデル

1. 逆行の量より周転円の見
かけの視角を決め周転円
が重なることがないように
導円の大きさを決めた．

2. 外惑星と周転円中心を結
ぶ線分は地球と太陽を結
ぶ線分に平行

3. 内惑星の導円上の周転円
の中心は常に太陽と地球
を結ぶ直線上に存在する．

「エカント」は，惑星の運行速度に変化を持たせる
ための工夫，すなわち，楕円運動を模擬している．



Heliocentric vs Geocentric
• 外惑星

P = S + P’ = P’ + S
周転円中心から惑星への方向は

地球から太陽の方向と平行

• 内惑星

P = S + P’
地球から周転円中心への方向は

地球から太陽の方向と平行コペルニクスのひらめき



第三部 中世
THE MIDDLE AGES

科学は古代ギリシャで頂点に達し，その後，１６～１７世紀の科学革
命の時代までその水準に回復することはなかった．古代ギリシャ人が
成し遂げた大発見のおかげで，観測結果と一致する精密な数学的・
自然主義的議論によって様々な（特に光学及び天文学分野の）自然
現象を記述することができるようになった．光や天空について獲得さ
れた知識も重要であったが，どんな事柄に関する知識が獲得できる
か，及びその獲得方法について得られた知識はさらに重要であった．

中世世界にはこれに匹敵するものは何もなかった．しかし，ローマ帝
国滅亡から科学革命までの千年間は知性の暗黒時代ではなかった，
古代ギリシャの科学の業績はイスラム圏の学術機関やヨーロッパの
大学で維持・改良され，科学革命の素地が準備された．



第九章 アラブ世界がギリシャを継承する
The Arabs

中世初期，西洋が蒙昧に
陥った頃，バグダッドを中心
にアラブ世界の知性が古代
ギリシャの知識を再発見し，
黄金期を迎えた．その影響
は，「アラビア数字」、「アル
ジェブラ（代数）」，「アルカ
リ」，「アルコール」などの言
葉に今も残る．



アラブ科学の黄金時代

６３２年のムハンマドの死後，４人のカリフ（アブー・バクル，ウマル，
ウスマーン，アリー）が後継となった．

６６１年，スンニ派がダマスカスにウマイヤ朝を樹立（６６１～７５０）

アッバース朝（７５０～１２５８）でアラブ科学は黄金時代を迎えた．

カリフ アル=マンスール，アル=ラシード，アル=マームーンが有名

バイト・アル=ヒクマ（知恵の館）－ギリシャ科学の翻訳

天文台の創設，天文表や暦の作成

医学，化学，数学，光学の研究が進展

１２５８年，モンゴルがバグダッド占領



アラブの天文学
天文学研究は，暦を作成したり，キブラ（メッカの方向）を決めたり，
礼拝のための正確な時間を決めたりするのに必要であった．

アル=バッターニー 黄道傾斜角，春分点歳差などの精確な測定

アル=ビールーニー 地球の全周の計算，地球の自転の考察，

タンジェント表の作成，様々な都市の緯度・経度の計測

イブン・アル=ハイサム 周転円説と同心天球説の折衷

ウマル・ハイヤーム イスファハンの天文台長，詩人（ルバイヤート）

アル=ビトルージー 同心天球説の再解釈

マラーガ学派 アル=トゥーシーやイブン・アル=シャティルら

が周転円モデルを修正，コペルニクスの先駆者？



偉大な天文学者が犯した 「細かすぎ」 という誤り

アル=ビールニーの地球半径の計算

分

答えが細かすぎ！

キュービットという単位の長さが

現在ではわからない．



数学，光学，化学，医学へのアラブ科学の貢献

数学 アル=フワーリズミー （アルゴリズムの語源）

「ヒサーブ・アル=ジャブル・ワル=ムカーバラ」 （アルジェブラ）を表す．

インド数字（十進法）の紹介

光学 イブン・アル=ハイサム

「光学の書」を表す．光の屈折の研究（媒質によって光の速度が異なると認識）

化学 ジャービル・イブン・ハイヤーン （錬金術師？）

蒸発濃縮，昇華，溶解，結晶化の技術を開発

医学 イブン・シーナー

「医学典範」（ユナニ医学の教科書）を表す．



第十章 暗黒の西洋に差し込み始めた光
Medieval Europe

復興し始めた西洋．アラビア語
からの翻訳でアリストテレスの知
識がよみがえる．だがそれらの
命題が教会の怒りに触れ，異端
宣告される事件が起きた．後に
宣告は撤回されたが，この軋轢
は科学史上重要な意味を持った．
そして，地球の自転の検討や運
動の研究が始まった． ビュリダン ニコル・オレーム



翻訳で復活したアリストテレスをめぐる論争

１２世紀に入ると，クレモナのジェラルドらによって，「アルマゲスト」
や「原論」がアラビア語から翻訳され，古代ギリシャ科学が復活した．

翻訳の中で最も大きな直接的影響を及ぼしたのはアリストテレスの
著作で，トマス・アクィナスは「神学大全」でアリストテレス哲学とキリ
スト教神学との融和を図ったが，両者間の確執は続いた．

１２４５年フランチェスコ修道会は，アリストテレス学派の理性主義，
自然主義に異端宣告を行ったが，１３２５年に撤回された．

異端宣告はアリストテレス絶対主義から科学を救い，その撤回はキ
リスト教絶対主義から科学を救った．



科学復興のさきがけとなった男，ビュリダン

ジャン・ビュリダン（１２９６～１３５８） フランス人司祭

アリストテレスは，「投射物は空気によって運ばれ続ける」と説明し
たが，ビュリダンは，「手が投射物に与える何かによって動き続ける」
と説明した．彼はこれを「駆動力」と呼んだ．

駆動力（インペトウス）は，現代用語の「運動量」の前身である．

「宇宙を最初に動かしたのは神だが，その後は，宇宙は自然の法則
に支配されて動いている」として科学と宗教の妥協を図った．

ビュリダンの研究は，ザクセンのアルベルトとニコル・オレームという
二人の弟子に引き継がれ，オレームは地球の自転説を主張した．
（オレームは１４世紀のアインシュタインと呼ばれる）



オックスフォードで運動の研究が始まる

マートン・カレッジの四人のフェローによる非等速運動の研究

トマス・ブラッドウォーディン，ウィリアム・ヘーティスベリ，

リチャード・スワインズヘッド，ジョン・ダンブルトン （１４世紀）

マートン・カレッジの平均速度定理

静止状態から一定の割合で加速する物体が進む距離は，最高速度

の半分の速さで同じ時間だけ移動する物体が進む距離に等しい．

四人は上記定理を自由落下運動に適用しなかったが，上記定理は，
ガリレオらによる「科学革命」の端緒を開いたとみなされている．



オレームのグラフによる証明

斜線ＯＢは，静止状態から一様
に加速する物体の移動時間と
速度をあらわしたグラフ

ＤＣは最高速度の半分の速度
で進む物体の移動時間と速度

両者の進む距離は，それぞれ
の線分の下の面積に等しい

時間

速
度


