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第四部 科学革命
THE SCIENTIFIC REVOLUTION

物理学と天文学は，１６世紀から１７世紀にかけての革命的変化を経て現
在のような形をとるようになり，それ以後の全科学の発展に模範を示した．
歴史学者ハーバート・バターフィールドはこれを「科学革命」と呼んだ．とこ
ろが，ここ数十年の間に，科学革命の重要性を疑問視する論調が見られる
ようになり，科学革命の存在そのものを疑問視する歴史学者さえいる．しか
しながら，科学革命は確かに存在したと考える．２～３の古代ギリシャの輝
かしい例外を除けば，１６世紀以前の科学は現在のものとはまるで違うもの
のように思われる．科学革命以前，科学は宗教や哲学と不可分に結びつい
ていたし，数学との関係も解決していなかった．１７世紀以降の物理学と天
文学は，数学的に表現された客観的な法則の探求である．それらの法則
が様々な現象の正確な予測を可能にする．そしてそうした予測を観測や実
験結果と比較することで，法則の正当性が立証される．



バターフィールドの主張

西欧は，１６世紀半ばから１７世紀末までの期間に集約的に起きた
「科学革命」で，独自のものを歴史上初めて作り出し，以後の歴史の
主導権を握った．

ヨーロッパ世界を支配していたギリシャ，ローマ，イスラムの学問体
系が，近代科学的な体系へ一つ一つ置き換えられていく過程，i.e.,
アリストテレス，プトレマイオスの地球中心説がコペルニクスの太陽
中心説に，アリストテレス的な運動論がガリレオ，ニュートンの力学
に，ガレノス流の生理学がハーヴィー以降の生理学に，それぞれ置
き換えられる過程の集積が「科学革命」である．

科学革命に比べれば，ルネサンスや宗教改革も単なるエピソード，
つまり中世キリスト教世界の枠内での単なる配置転換にすぎない．



「科学革命」という概念に対する批判

１６〜１７世紀の諸々の発見は，
すでに中世の時代にヨーロッパ
やイスラム諸国で始まっていた
科学的進歩の自然な延長に過
ぎない．

• フランスの物理学者・科学哲学
者であるピエール・デュエム
（１８６１－１９１６）などが代表的
な批判者

科学革命が始まってからも前近
代的な考え方の名残が連綿と
続いていた．例えば

• コペルニクスやケプラーの著作
にはプラトンを彷彿させる記述
が散見される．

• ガリレオは自発的にホロスコー
プを作っていた．

• ニュートンは太陽系を神の心を
知る手がかりとして扱っていた．



第１１章 ついに太陽系が解明される
The Solar System Solved

１６～１７世紀の物理学と天文
学の革命的変化は，現代の
科学者から見ても歴史の真の
転換点だ．コペルニクス，ティ
コ・ブラーエ，ケプラーおよび
ガリレオの計算と観測で太陽
系は正しく記述され，ケプラー
の三法則にまとめられた．



コペルニクス （１４７３－１５４３）

科学革命がどんなものにせよ，それはコペルニクスから始まった．

ボローニャ大学でレギオモンタヌスの弟子から，天体観測の手ほど
きを受け，後にフロムボルクに天文台を建設して観測を行った．

「コメンタリオルス」（天体の運行の仮説に関する概要，小冊子）と
「天球の回転について」の２冊の本を書いた．

ルター派の牧師オシアンダーが，「回転」は，宇宙の真の姿を示した
ものではなく，計算に便利な仮説を提供したに過ぎないという意味の
序文を書いた．ケプラーによって代筆であると暴かれた．

「回転」は，オシアンダーの序文のせいだけでなく，文体が難解で
あったため，あまり普及しなかった．



コメンタリオルスの七つの公理

1. 諸天体は同じ一つの中心を共有しているわけではない．

2. 地球の中心は宇宙の中心ではない．

3. 宇宙の中心は太陽の近くにある．

4. 地球－太陽間の距離は，地球－恒星間の距離に比べれば無視で
きるほど小さい．

5. 恒星の日周運動は，地球が軸の周りを回転しているからである．

6. 太陽が一年かけて動くように見えるのは，地球が太陽のまわりを
回転しているからである．惑星はみな太陽の周りを回っている．

7. 惑星の逆行運動は，運動する地球上の観測者という立場のせい．



プトレマイオス理論よりコペルニクス理論の方が「美しい」

「アルマゲスト」から推測したデータを用いたため，コペルニクスは，
自分のモデルのほうがプトレマイオスのそれよりも観測結果にうまく
合っていると主張できなかった．実際，合っていなかった．

このため，自説の方が美的に優れた点が多いことを主張した．

「地球が動く」とすることで太陽や恒星や惑星のみかけ上の様々な
動きが簡単に説明できる．

プトレマイオス説の奇妙な点の多くが，地球の自転と公転によって
一挙に説明できるし，惑星の並び順とそれぞれの大きさに関して，
コペルニクス説の方が遥かに明快である．

水星と金星が太陽の近くでしか観測されない理由が説明できる．



ティコ・ブラーエ （１５４６－１６０１）
望遠鏡登場以前の最高の天体観測者（それ以前の５倍の精度）

ウラニボリ（天の城）天文台を建設し，大型観測機器で天体観測

１５７２年，カシオペア座超新星（ティコの星）発見，その後も数々の
彗星を観測し，「月の軌道より上の天空では何の変化も起こり得な
い」というアリストテレスの原則を否定した．

１５８８年，「地球は静止していて，太陽と月は地球を回り，五つの惑
星は太陽を回っている」という天動説と地動説の折衷案を提唱した．

ティコ説は，「内惑星の従円が太陽の地球周回軌道と同じで，外惑
星の周転円の半径が太陽の地球周回軌道のそれに等しい」という
プトレマイオス・モデルと同じ．

１６００年，ケプラーと出会い，死後，観測データを提供した．



ケプラー （１５７１－１６３０）

「惑星の運行を等速円運動でうまく説明できないのはなぜか」という
問題に初めて正しい答えを出したー物理的天文学の誕生

「宇宙の神秘」（１５９６）－宇宙を体系的に考察

「新天文学」（１６０９）－ケプラーの第一法則（楕円軌道）

「コペルニクス天文学要約」（１６２１）－第二法則（面積速度一定）

「宇宙の調和」（１６１９）－第三法則（公転周期と平均距離の関係）

天体の動力因の考察ー各惑星の運動霊から太陽の運動力へ

その他，超新星やハレー彗星の観測・記録，大気中の光の屈折の
研究，雪の結晶の研究，ケプラー予想などで有名



宇宙の神秘 （ミステリウム・コスモグラフィクム）

• 土星の天球－立方体

• 木星の天球－正四面体

• 火星の天球－正十二面体

• 地球の天球－正二十面体

• 金星の天球－正八面体

• 水星の天球

プラトンの５個の正多面体と関連付け，
惑星の数が６である理由とした．



ケプラーの法則

• 第０法則－惑星の軌道は太陽を含む不動の平面上にある．

• 第１法則－地球を含めた惑星は，太陽を一つの焦点とする楕円軌道上を運行

• 第２法則－太陽と惑星を結ぶ線が一定時間内に描く図形の面積は一定

• 第３法則－各惑星の公転周期の二乗が長半径の三乗に比例する．



楕円

  +   =1+ =2   =             
外側の円は半径２ａ（中心Ｆ）
Ｇは反対側の焦点
ＴＰはＥＧの垂直二等分線



ガリレオ （１５６４－１６４２）

卓越した理論家であり，実験の名手であり，鋭い観察者であり，巧
みな発明家である．１６世紀のアルキメデス，近代科学の父．

自作の望遠鏡で多数の重大な発見を行った．（「星界の報告」）

振子の等時性の発見－時間を計測可能にし，運動学に道を開いた．

落体の研究－アリストテレス批判 （「新科学対話」）

教会との対立

１６１６年，コペルニクス説擁護の禁止

１６３２年，「天文対話」の出版によって，異端の疑いをかけられる．

１６３３年，異端裁判で地動説を撤回ーそれでも地球は動く



望遠鏡による偉大な発見

月の表面の凹凸や月の山の
発見 （１６０９）

木星の衛星の発見 （１６１０）
地球が動いているというのならなぜ
月は取り残されないのか

ガリレオによる素描

恒星は惑星よりはるかに遠くにある．
天の川は恒星の集まりである．



望遠鏡による偉大な発見（つづき）

・太陽の黒点の発見 （１６１３）

太陽表面における低温領域

太陽も自転している

・ 金星の満ち欠けの発見 （１６１０）

満ち欠けの形は天動説と地動説
では異なる



月の山の高さ

月の明るい面と暗い面の境目は「明暗
境界線」と呼ばれている．太陽光線は
この境界線で月表面に接している．
ガリレオは，明暗境界線付近の暗い面
に明るい点が数カ所あるのを発見し，
これを，暗い面にある山々が太陽光線
を反射しているのだと解釈した．

Sun

r

h

d

r

ガリレオは，アル＝ビールーニーと同様の
作図をし，d/r の観測値から h/r を左式
から求めた．



第１３章 科学には実験が必要だ
Experiments Begun

天体の法則は自然の観
測だけで記述できたが，
地上の物理現象の解明
には人工的な実験が必
要だ．落体の運動を研究
するためにガリレオが
作った斜面は，初の実験
装置であり，現代物理学
の粒子加速器の遠い祖
先と言える．

落体の実験 トリチェリの実験



振子の等時性

ガリレオは振子の等時性を発見して
時間計測を可能にし，運動の研究に
道を開いた．

のとき なので

周期は振幅によらない



ガリレオの運動の研究

落下する物体の運動を遅くするために，ゆるやかに傾斜した滑らか
な平面板を作り，その上をボールが落ちる時間を水時計で計測した．

ボールの移動距離が時間の二乗に比例することを発見した．この結
果は傾きの緩急によらない． ⇒ 一様加速運動

ボールが斜面を転がり落ち，もう一つ別の斜面を登れるようにする
と，出発したときと同じ高さに到達するまで転がる．この結果も別の
斜面の緩急によらない．⇒ エネルギーの保存則

二番目の平面板が水平の場合には，ボールは決して転がるのをや
めない．なぜなら，このときボールは元の高さに決して到達しないか
ら ⇒ 慣性の法則



ホイヘンス （１６２９－１６９５）

１６５５年，自作の望遠鏡で，土星の衛星タイタンと土星の環を発見

振子時計の発明－振れ幅によらず周期一定，サイクロイド曲線

重力加速度の計算に成功

中心力の考え方を挿入し，「遠心力」という言葉をはじめて使用した．

衝突の実験から運動量とエネルギーの保存則を確立

光の波動説を提唱（「光に関する論考」）－ホイヘンスの原理

「偏光」（振動がある方向だけに起こる光）の発見

微積分法の先駆者の一人



ホイヘンスの振子時計

サイクロイド

= +sin= 1+cos =4



サイクロイドの等時性と最速降下性

等時性：異なる高さから降下しても常に同じ時間で
最下点に到達する



第１３章 最も過大評価された偉人たち
Method Reconsidered

アリストテレスを脱却した
新しい科学的方法論を打
ち立てたとされる偉人，
ベーコンとデカルト．だが
現代の目でみるとベーコ
ンの考えには実効性がな
く，哲学より科学で優れた
仕事をしたデカルトも間違
いが多すぎる． 知識は力なり 我思う，ゆえに我あり



科学的方法論の再構築

フランシス・ベーコン （１５６１－１６２６）

・「第一原理からの演繹によってではなく，偏見にとらわれない目で

注意深く観察することから自然の真理が浮かび上がる」と主張

・実際に科学者に影響したとは思えない極端な経験主義

ルネ・デカルト （１５９６－１６５０）

・明晰判明な第一原理から厳密な推論によって自然のすべてが

演繹される． （「方法序説」）

・デカルトの功績は哲学よりも数学・光学・気象学にある．



デカルトの最高の業績は虹の説明だ

• デカルトは薄いガラスでできた球形の
容器に水を満たし，これを雨滴の模
型として実験を行った．

• 入射光線に対しておよそ４２°の角
度で戻ってくる光が「完璧に赤く，他よ
りも断然明るい」ことを観察

• デカルトは入射光線を等間隔に配置
して反射角を計算した．

• 左図で見る通り，光線 4,5,6 （水滴球
半径の80％以上）のところで反射光
が集中している．
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デカルトの計算

屈折率

• デカルトの「気象学」には，平行
で等間隔の入射光線束のうち x = 
0.8 から 0.9 までの１割が，θ = 
40°44’ から θmax = 41°30’ まで
の 46’ の範囲の角度で屈折するこ
とが記されている．
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x = b/R

θ

θ：反射角
b：入射光線の高さ，R：水滴半径



屈折の法則をテニスボールによって導き出す （デカルト）

デカルトは，「ある媒質から別の媒質へ入
る光線の屈折は，薄いスクリーンを貫通
するテニスボールの軌跡と同じ」という仮
説を立てた．スクリーンに斜めに当たると
すると，ボールはいくらか失速するが，貫
通後もスクリーンに平行な速度成分は変
化しないと考えた．

　　　　　 　　



屈折の法則を最短時間から導き出す （フェルマー）

であるから



デカルト対フェルマーの論争

デカルトは，光は水中に入ると加速されると主張した．

ニュートンを含む大多数の人も，光は音と同じく水中の方が空中より
速く進むと考えていた．

フェルマーは，「光線は最短時間の道を選ぶ」という仮説から屈折の
法則を導いた．

フェルマーは，「デカルトは，光は疎なものより密なものの中を楽に
通過するなどと，明らかに間違ったことを仮定している」と批判した．

デカルトの死後も，デカルト信奉者とフェルマーの間で論争が続い
たが，１８５０年，レオン・フーコーとイッポリット・フィゾーが水中の光
速を測定して決着がついた．



屈折の法則を波動説から導き出す （ホイヘンス）

• 光の波の先頭は直線で，その直線は先
頭と直角をなす方向に，媒質に固有の
速度で進んでいく．

• ＡＣ間とＢＤ間の到達時間は等しい．

　　　 　

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ



ポアンカレ上半平面

屈折率 の空間で，光
の速度 である． 光の
経路は，半円か垂直線となる．



デカルトの見解には間違いが多すぎる

地球は偏長（極と極を通る周囲長の方が赤道の周囲長よりも長い）

真空状態はありえない．（アリストテレスと同じ見解）

光は瞬時に伝達される．

宇宙は物質の渦で満たされ，その渦に乗って惑星は回っている．

松果体は人間の意識を司る魂の座である．

自由落下する物体の速度は，落下した距離に比例する．

衝突の際に保存されるエネルギー量に関する見解は間違い

動物は真の意識を持たない機械である．



第１４章 革命者ニュートン
The Newtonian Synthesis

ニュートンは過去の自然哲学
と現代科学の境界を越えた．
その偉大な成功で物理学は
天文学・数学と統合され，
ニュートンの理論が科学の
「標準モデル」になった．世界
を説明する喜びが科学者た
ちを駆り立て，ここに科学革
命がなった．



ニュートン（１６４２－１７２７）の多彩な業績

光学での偉大な業績，虹の七色の説明（「光学」）
プリズムを用いて光を七色に分離し，反射望遠鏡を発明した．

光＝粒子説を唱え，光＝波動説のホイヘンスやフックと対立した．
通常の経験で出会う光は波として振る舞う．

ライプニッツとの「微分積分」の先取権争い
ニュートンは十年早く発見したが，公表したのはライプニッツが先

物理学史上最も偉大な著作「プリンキピア」を表す．
ニュートンは，「プリンキピア」において，運動および万有引力の法則
を確立し，幅広い様々の現象を精密に支配するシンプルな数学的原
理という物理理論の一つの規範を示した．



自然哲学の数学的原理：定義と注釈

1. 物質の量（質量）とは，その密度と体積をかけて得られる物質の尺度である．

2. 運動の量（運動量）とは，速度と質量をかけて得られる運動の尺度である．

3. 物質固有の力（すなわち慣性）とは，静止または等速直線運動をしている物
体がその状態を保持しようとする抵抗力である．

4. 加えられた力とは，静止または等速直線運動をしている物体の状態を変化さ
せるために物体に加えられる作用である．

定義５－８ : 向心加速度とその特性

① 絶対的な，真の，数学的な時間は，外部の何物にも関わりなく一様に流れる

② 絶対的空間は，外部のいかなるものとも無関係に，常に不動で同じ形のもの
として存在する．



力学のすべての基本となった「運動の三原則」

1. すべての物体は，加えられた力によってその状態を変化
させられない限りは，静止しているか等速直線運動をして
いるかの状態を続ける．

2. 運動の変化は，加えられた力に比例し，その力が加えら
れた方向に生じる．

3. いかなる作用に対しても，常に，向きが反対で大きさの等
しい反作用が存在する．言い換えれば，二つの物体の相
互作用は常に大きさが等しく，向きは常に反対である．



ケプラーの第二法則の証明

• 惑星は慣性で直線運動をするが，太
陽の定期的な引力によってその方向
を変えると考える．

• ＡＢとＢＣ間の運動は等時間

• 引力が働かないときには，ｃまで直線
運動をする．

• |△ＳＡＢ｜=|△ＳＢｃ｜

• ＶＢ // Ｃｃ⇒|△ＳＢｃ｜= |△ＳＢＣ｜

• |△ＳＡＢ｜=|△ＳＢＣ｜



ケプラーの第三法則⇒重力の逆二乗則

向心加速度

ケプラーの第三法則

重力

= 2 = 2



月と落体との比較
ニュートンが利用したデータ

月と地球の距離＝地球の半径×６０

地球の周囲＝１２３２４９６００ ｆｅｅｔ ⇒ 地球の半径＝１．９６ e+7 ｆｅｅｔ

月の公転周期＝２７．３ day＝２．３６ e+6  ｓ

月の速度 ＝２π×（６０×１．９６ e+7）／２．３６ e+6＝３１３３ ｆｅｅｔ/ｓ
向心加速度＝３１３３２ /（６０×１．９６e+7）＝０．００８３ ｆｅｅｔ/ｓ２

地上の落体加速度（３２ ｆｅｅｔ/ｓ２）を距離の比の二乗で割った値 ＝

３２／（６０×６０）＝０．００８９ ｆｅｅｔ/ｓ２

ほぼ合致！⇒ 天体と地上の物体は同じ法則に従う．



ルネ・トムの総括

デカルト物理学とニュートン物理学の継承者たちの論
争は，１７世紀末に最高潮に達していた．デカルトは
渦や鉤のついた原子などを使ってあらゆることを説明
したが，計算は一切しなかった．ニュートンは重力の
逆二乗則１／ｒ２ によってすべてを計算したが，何も
説明しなかった．歴史の流れはニュートンを是認し，
デカルトの構成を珍奇な空論として博物館の記念物
の地位に追放した．



第１５章 エピローグ：大いなる統一をめざして
Epilogue : The Grand Reduction

ニュートン以後，さらに基
本的な一つの法則が世
界を支配していることが
わかってきた．物理学は，
量子理論で様々な力をま
とめ，化学，生物学も組
み入れた．大いなる統一
を目指す道のりは今も続
いている．



電磁気学，化学の進展

電気と磁気の統合

ヴォルタ ：電池の発明

エルステッド，アンペール，ファラデー ：電流と磁石の相互作用

マクスウェル ：電気と磁気の最終的な統一

化学の革命

ラヴォアジェ ：化学反応の前後で質量が保存される．

ドルトン ：倍数比例の法則

ボルツマン，マクスウェル：原子論



量子力学の登場

マックス・プランク ：エネルギー量子の発見

アインシュタイン ：光量子仮説による光の粒子と波動の二重性

ニールス・ボーア : 量子仮説をラザフォードの原子模型に適用

ルイ・ド・ブロイ ： ド・ブロイ波（物質波）の提唱

ハイゼンベルグ：マトリックス力学，不確定性原理

シュレーディンガー : 波動方程式

ディラック ：反粒子の存在を予言

ボルン ：シュレディンガー方程式の解の確率解釈

パウリ ：排他律



「統一理論」への道のりは遠い？

場の量子論の「標準モデル」は重力を取り残している．また，
「ダークマター」を説明することができない．（天文学者によ
れば，宇宙の質量の５/６をダークマターが占めている．）

宇宙の膨張は加速を続けている．その原因はおそらく，（粒
子の質量や運動にではなく）宇宙そのものに含まれている
「ダークエネルギー」である．

マルチバースは検証不可能である．

「弦理論」は間違ってさえいない．


