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第１章 時を刻む

運動をきちんとした形で述べるには，時とは何かを知らな
ければならない．そういうわけでこの本はガリレオと共に始
まる．彼こそ振り子の理論を用いて，空間を測るように時を
測るのに成功した最初の人だ．ガリレオ以前，運動は古代
ギリシャの昔から尽きせぬパラドックスの源だった．ゼノン
の理屈では，的に向かって放たれた矢は決して的に到達
せず，アキレスの足がいくら速くても先に出発した亀には
追いつかなかった．しかしガリレオ以後，運動の研究は幾
何学の問題に帰着し，パラドックスは解消したのである．



古代ギリシャの運動理論

古代ギリシャにおいては，空間と形の理論は発達したが，それに見
合う時間と運動の理論は発達しなかった．

アリストテレスの物理学においては，何かが動くには，別の何かが
それを動かさなければならない．動かす力が止まれば，動かされて
いた物も止まらなければならない．世界は不可思議な運動に満ちた
場所で，そのいたるところで物体が急いで平衡状態に戻ろうとする．

アリストテレスは物体の運動の研究を通じて時間の根本的な重要
性を理解したが，抽象的な数学的パラメーターとしての時間という概
念を導入するには至らなかった．

独立した実体としての時間の概念はヨーロッパでは中世以降である．



ガリレオの振り子の理論

ガリレオは，ピサの大聖堂での礼拝中に大きな吊り燭台の揺れの
周期を自分の脈拍と比較して，振り子の等時性を発見（伝説）．

落体の法則において，落下距離が時間の二乗に比例することを検
証し，運動の記述において時間が独立変数であることを発見した．

時間の経過は独立した基本的過程であって，運動に従って記述さ
れるものではなく，他の何ものにも左右されない．

ガリレオの方法では，時間の流れが一様である，つまり数学的に規
定できるということも暗黙の了解事項であった．

古代ギリシャ人が空間の数学を発見したように，ガリレオは時間の
数学を発見したのである．



振り子の等時性

ガリレオは振幅の小さい場合の振子の
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

振幅が小の場合周期は振幅によらない



非線形振り子

現実の振り子は非線形で周期は振幅
に依存する．

（ : Jacobiの楕円関数）



正確な時刻

正確さは時間の計測にとって新しいものであった．年も日も時間の
計測単位として満足のいくものではない．測る場所と時期によって
長さが変わってしまい，またスパンが長すぎる．

振り子で時間を測る場合には，振り子の長さを変化させることによっ
て時間のスパンを自由に変えることができる．

振り子時計は揺れに弱く船上では使えなかった．大航海時代におい
ては，経度の計測のできる時計の発明が喫緊の課題であった．

１７１４年，英国議会は 0.5 度以内の誤差で経度を測る方法に対し
二万ポンドの懸賞金をかけた．賞金は，英国の時計職人ジョン・ハリ
スンのクロノメーター（機械式時計） H4 によって勝ち取られた．



振り子時計の設計図 （１６５９年）

ガリレオはあるオランダ人に宛てた手紙の中
で，振り子の原理に基づく時計について述べ
ている．「とても正確で，場所と季節を問わず，
どんなに短い時間でも少しの間違いもなく測
れるのです」 例によっていささか気の早い発
言である．彼が振り子時計を作ったかどうか
はわかっていない．彼の息子ヴィンチェンツォ
と助手のヴィヴィアーニによる振り子時計の
スケッチ（右図参照）は残っているが，その仕
組みはかなり雑である．ガリレオの夢を実現
したのは，ホイヘンスだった．



ホイヘンスの振子時計 （１６７３年）

サイクロイド

= + sin= 1 + cos = 4



サイクロイドの等時性



同時性の問題

時間を測るには「同時性」が成立し
なければならない．

車内の観測者は，左右同時に光
ると観測するが，プラットホームに
いる観測者は左側が先に照らされ，
右側が後になると観測する．同時
性は観測者によって異なる．

同時性は同じ場所に起こった出来
事にしか成立しない．



双子のパラドックス

• 運動系の光子の道筋は静止
系の光子の道筋より長いので，
カチカチの回数は運動系の方
が少ない，すなわち時間の経
過が静止系より遅くなる．

• 光時計と腕時計で違いが出れ
ば運動を検知することができ
るので，違いは出ない．

• 速く動けば長生きできることは
ミューオンなどで検証済み



第２章 近代科学の誕生

「実証的な近代精密科学の精神」は実際にはニュートン本人
ではなく，ニュートン力学を受け入れたフランス啓蒙主義者
と百科全書派によるニュートン解釈に端を発している．百科
全書派の雄ダランベールは 「ついにニュートンが現れて，
哲学に今後ともそれが維持すべきであるように見える形態
を与えた．この偉大な天才は，自然学から臆断や曖昧な仮
説を追放すべき時 （あるいはそれらをただその実際の値打
ちだけに低く評価すべき時）がきたこと、また，この学問は
もっぱら経験と数学とにのみ従うべきであることを理解した」
と語った．



数学の射程 （The Scope of Mathematics）

ガリレイとニュートンによる近代力学の確立以来，数学的な
概念と処方がいかなる権利根拠によって対象を捉えうるのか
という問題は，現代にいたるまでのすべての認識論のテーマ
である．以下はガリレイの言葉である．

「哲学は私たちの目の前に絶えず開かれているこの巨大な
書物（宇宙のこと）に書かれております．・・・それは数学の言
葉で書かれております．そしてその文字は三角形や，円や，
その他の幾何学図形です．これらを使わなければこの書物
はなにも理解できません．」



ペンローズの三つの世界

① Platonic mathematical world
② Physical world
③ Mental world

Platonic mathematical world が実
在するかは議論の余地があるが，
ペンローズは実在すると考える．

各世界の一部が次の世界のすべ
てと関連する．

The Road to Reality より



デカルトの功績

フランスでアリストテレス・スコラに対する武器を提供したの
はデカルトであった．「天空の物質と地上の物質が一つのも
のである」としてアリストテレス的二元世界をあっさり退け，ガ
リレイが避けて通った無限世界を承認し，慣性の法則をはじ
めて確立して，ガリレイをも呪縛した二千年来の円運動の特
権を断固として粉砕したのはデカルトであるし，解析幾何学
によって物理学を数学的・幾何学的合理性に完全に服させる
という思想を定式化したのも彼である．すべての方向に等速
直線運動が持続するという－ガリレイにもできなかったーデ
カルトの発見は偉大である．



デカルトの運動論

神は運動の第一原因であって，宇宙の中に同じ量の運動を保存し
ている．（運動量の保存，慣性の法則の萌芽的叙述）

空虚を否定し，太陽系の天体間にも，何かある天の物質がぎっしり
つまっていて運動していると考える．上記運動量の保存のために運
動は永遠に続かねばならないが，どこにも空虚が存在しない以上，
天の物質はいつかは元のところに戻る．こうしてこの天の物質は回
帰的な円環運動－渦動運動－をすることになる．惑星の公転は，こ
の天の物質の渦動運動の結果である．月も小さな渦動運動である．

月が地球のまわりの渦動物質を介して地球を圧し，その結果，月に
面した海面が－ニュートンの議論とは逆にー干潮になる．



デカルト・ライプニッツの重力批判

ニュートンの主張する「万有引力」は，もしもすべての物体がその本
性として相互に引き合うという「性質」を持つということを意味するの
であれば，それはまさしく「訳のわからない話」であり、「人が理解で
きる原因」を持たないのではないか，つまりスコラ哲学でいう <隠れ
た性質> ではないのか，あまつさえ，空虚を介して，物体が遠隔的に
作用し合うというのは，一方の物体が他方の物体の存在と位置を認
知しているということであり，アニミズムへの復帰ではないのか．

このような批判に対して，「重力とは何か」について答えるかわりに，
デカルトとの方法論の違いを明らかにすることで対抗したのが，以下
に述べる「哲学することの諸規則」である．それを集約したのが「私
は仮説を作らない」という方法論上のテーゼであった．



プリンキピア 「哲学することの諸規則」

1. 自然現象の原因としては，その現象を説明するために必要なもの
しか認めないこと．

2. 従って，同種の結果にはできる限り同じ原因をあてること．

3. 実験できる物体すべてに備わり，強めたり弱めたりすることのでき
ない性質は，あらゆる物体に備わった普遍的な性質とみなすこと．

4. 実験哲学では，現象から帰納的に引き出された命題は，たとえそ
れと反対の仮説が考えられても，他の現象によって命題が全面的
に裏付けられるか命題に例外があることが示されない限り，完全
に真であるか真に近いと考えること．なぜなら仮説は実験から帰
納された命題を弱めることができないからである．



オッカムの剃刀

１４世紀の初め頃，オッカムのウィリアムというフランシスコ会の修道
士が，「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべ
きでない」という原則を多用した．彼の原則は今日「オッカムの剃刀」
の名で知られている．議論の本質を傷つけずに取り除けるものはす
べて説明から剃り落とすよう指示しているからだ．

ニュートンのルールも，概念や原理は惜しんで使えと強調している.
また，理論と事実（現象）の関係を明確にしている．理論は実験や観
測で明らかになった事実から帰納的に導かれなければならず，他の
仮説（例えば，自然はある目的を達成しようとしているという仮説）か
ら導かれてはならない．理論は暫定的に受け入れられ，新しい事実
（≠仮説）によってその限界が示されれば新しい理論に道を譲る．



ディドローの「お喋りな宝石」

翰林院は当時二派に分かれていた．一つは渦巻派であり，もう一つは
引力派である．渦巻派を創設したのは，器用な幾何学者であり偉大な
物理学者であるオリブリで，引力派の第一人者は，器用な物理学者で
あり偉大な幾何学者であるシルシノであった．オリブリとシルシノは，
めいめい自分こそは自然を解説し得ると意気込んでいた．オリブリの
学説は，ちょっと見には面白いほど簡単なもので，主要な現象につい
ては，大体においては満足な説明を与えたが，細部にわたると甚だし
く矛盾撞着していた．シルシノはどうかといえば，彼は一つの不合理
から出発しているように見えたが，むつかしいのはその第一歩だけ
だった．シルシノは，最初ははっきりしない曖昧な道を辿っていくが，
その道は進むに従って明るくなっていく．それに反して，オリブリの道
は最初は明るいが進むに従っていよいよ暗くなるばかりである．・・・



機械としての世界と神の関与

かって皇帝ナポレオンは，偉大な天文学者ラプラスが天体力学の大
論文を発表したとき，その宇宙論の中で神にはどういう場所が残さ
れているのかと質問した．「陛下」とラプラスは答えた，「そのような仮
定は私には必要ございませんでした．」これはオッカムの剃刀が使
われた見事な例である．

ニュートンは，惑星がいつかは軌道上で減速するか，小さな擾乱に
よって軌道から外れるだろうと考えていたので，元の位置に戻すた
めときどき神の手が必要になると考えていた．また，運動がどのよう
に進行するかは逆２乗の法則からわかるが，どのように始まったの
かはわからない．「太陽と惑星と彗星のこの驚嘆すべき配置は，全
知全能の神の御業でしかありえない．」と述べている．



ヴォルテールの「ミクロメガス」

シリウス星のミクロメガスという巨人は，土星人と旅に出て，地球に
到着するが，はじめは何の生き物もみつからない．人間も動物も彼
らにとっては小さすぎて目に見えないのだ．幸い，彼らはミクロメガス
の首飾りのダイヤを顕微鏡に使うというアイデアを思いつく．案の定，
小さな生き物が見つかり，それを手のひらに乗せると，それは船に
のってラップランドから帰るモーペルテュイとその一行だったのだ．

この時代，フックやレーウェンフックは，顕微鏡を用いて，ノミなどの
微小生物や微生物を観測し，世界の多様性を発見した．

新世界の発見に伴い，世界の複数性をめぐる議論や可能な別世界
をテーマにした小説や論文がたくさん発表された．他に世界はない
のだろうか．ないとすれば，なぜこの世界だけが存在するのだろうか．



ライプニッツの「単子論」

５３ さて，神の考えの中には可能な宇宙が無限にあるが，そのうち

一つしか存在できないのであるから，神があれではなくこれを

選ぼうと決めるに際しては十分な理由がなければならない．

５４ その理由になれるものはただ適合性のみ，つまりこれらの可能

世界がどのくらい完全かということだけである．なぜならそれぞれ

可能世界が存在を要求する権利は，その世界の完全さの度合い

に比例するからだ．

５５ それゆえ，存在する世界は最善の世界である．神は叡智に

よってこれを知り，善意によってこれを選び，生み出す．



ライプニッツの「弁神論」

ライプニッツは「神」を「諸事物の第一の理由」と位置づけ，「その
知性は本質の源泉であり，その意思は存在の源泉である」と述
べた上で，次のように言う．

「この至高の知恵は，無限の善意と結びついて，最善をえらば
ないはずがない・・・（中略）．例えば数学においては，極大も極
小もなく区別できるようなものが何もないときにはすべてが等しく
進行するし，それもあり得ないなら何事も生じないが，数学に劣
らず規整されている完全な知恵に関してもそれと同じように，あ
らゆる可能世界の中に最善なるものがないとしたら，神はいかな
る世界も産出し得ないであろう」



ライプニッツの級数

入試でもしばしば出題される非常に有名な無限交代級数である．
グレゴリー・ライプニッツ級数あるいはマーダヴァ・ライプニッツ級数
とも呼ばれる．メルカトル級数の次に有名な級数である．

ちなみにメルカトル級数は以下のとおりである．こちらはニュートン・
メルカトル級数とも呼ばれる．



ライプニッツ級数の証明

    
とすると



メルカトル級数の証明



ライプニッツと２進法

数学的に二進法を確立したのは
ライプニッツで，”Explication de 
l’Arithmétique Binaire” という論文
も発表している．

ライプニッツの研究は，後にイギ
リスの数学者ジョージ・ブールの
命題論理の研究に引き継がれた．

左図はライプニッツがデザインし
たコインの下絵である．



第３章 最小作用の原理

光はどのようにして自らの行くべき最善の道筋を知
るのだろう？ 最小作用の原理を発見したモーペル
テュイは，それを「神の叡智」によると信じた．ライプ
ニッツの「最善世界」の概念とも結びつき１８世紀に自
然哲学上の議論を呼んだこの原理は解析力学が成熟
するにつれ，形而上学的意味を失っていく・・・．

オイラー，ラグランジュ，ハミルトンによる解析力学の
数学的発展は，数学によって世界の新たな見方を切
り拓いた天才たちの離れ業である．



屈折の法則 （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．

= sin = sin =



屈折の法則（フェルマー）

であるから

（スネル）



反射の法則

１６５７年，フェルマーはマラン・キュローか
らヘロンの反射の法則を知らされた．「自
然は常に最短の道を通って作用する」

フェルマーは，この法則の最短の道を最
速の道に変えて，屈折の問題に応用した．

物理問題に対する数学的モデリングの最
も早い成功例である．（変分法の端緒）

・物理の原理を一般的な形で述べる.
・この原理を新しい状況（反射から屈折）

に適用して数学の問題を定式化する．

ヘロンの反射の法則



最速降下曲線（ヤコブ・ベルヌーイ）

（ は垂直落下距離）

 
とおくと

スネルの法則より



最速降下時間のチェック
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1                            1.18965
2    1.01338
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多項式次数 降下時間
7 1.05241
8 1.05846

最速降下時間 1.003545



フェルマー対デカルト主義者

最高級の数学者二人が，正反対の仮定から出発して同じ結論にた
どりついたのだ．デカルトは光が空中より水中の方が速く進むと仮
定し，フェルマーは空中の方が速く進むと仮定した．どちらの仮定か
ら出発しても空中から水中に入るときの光の屈折率 は同じ値（約
1.33 ）になる．違うのは の物理的な解釈である．デカルトの考えで
は，光が空中から水中に入ると速さは 1.33 倍になるが，フェルマー
の考えでは，1.33 分の１になる．折り合わせるのは不可能だ．論争
はたちまち喧嘩の様相を帯びた．（ニュートンとホイヘンスも対立）．

デカルトの信奉者たちは亡き師を守るために結集した．そのリー
ダーが，後にデカルトの「世界論」を刊行したクレルスリエである．



クレルスリエの主張

自然に自覚はない．自然が目的意識を持っている（例えば，何かの
変化の時間を最小化しようとしている）と考えるのは科学的説明では
ないから，そのような考えから出てくる結論は退けなければならない．
自然は「先の見通しも立てず，選ぶこともせず」に行動する．

今日，この世界観は「決定論」と呼ばれている．決定論はその後，
ニュートンの発見によって強化され，量子力学が発見されるまで科
学者の間で支配的であった．

デカルト派は，あらゆる物理現象は衝突の結果であり，大小様々な
物体が次々にぶつかり合うことで起こると考える．これはガリレオの
慣性の法則があれば説明可能であり，ほかの原理は不要である．



フェルマーの返事

自然の道は暗く隠れております．私はそこに分け入ろうとしたことは
ございません．自然はそんなもの（最速時間の原理）がなくても立派
にやっていけるし，デカルト氏の指示に従うことで満足しているとおっ
しゃるなら，物理の征服とやらは喜んで貴殿にお譲りします．

フェルマーは数学の問題（モデル）と物理現象（屈折）を結びつけた．
クレルスリエはそれらを結びつける正当な理由がないと反論した．光
が短時間で移動したいという欲望を持ち，最速経路の計算法を知っ
ているなんて，そんなバカなことはありえない，一方，フェルマーは，
光はあたかもその欲望と手段をもっているかのようにふるまうのだと
答えた．モデルはその予測が経験的事実と一致するならば，もっと
よいモデルができるまで，道具として保持すべきである．



デカルト物理学対ニュートン物理学
ヴォルテール

ニュートン力学「ノルマンジー上陸」の旗振り役はヴォルテール

「哲学書簡」，別名「イギリス便り」を著し，ロックやニュートンをフラン
ス人に知らせるという形でフランスの現状批判を展開した．

シャトレ侯爵夫人の「プリンキピア」仏訳本に序文（詩）を捧げている．

ヴォルテールもモーペルテュイもニュートン主義者だったので，デカ
ルト主義者に対してはともに戦ったが，後に仲違いして，「アカキア
博士とサン・マロ生まれの男の物語」や「カンディード」を著して，モー
ペルテュイを笑いものにした．



「イギリス便り」の一節

フランス人がロンドンにやってくると，ほかのいろいろなことでもそうだ
が，哲学においても，だいぶ様子が違っているなと思う．充実した世界
を後にした彼は，世界が真空なのを発見する．パリでは微細物質の渦
動から出来ている宇宙を人は見るのであるが，ロンドンではそんなも
のには少しもお目にかかれない．われわれのところでは，海の満潮を
引き起こすのは月の圧力なのだが，イギリス人のところでは，海の方
が重力によって月へと引き寄せられるのである．・・・ あなたがた
デカルト哲学の信奉者にあっては，ほとんど理解しがたいある衝撃に
よって一切が行われる．ニュートン氏においては，その原因が同じく不
明の引力によって行われるのである．パリでは，地球はメロンみたい
な形をしているが，ロンドンでは地球は両極が扁平である．



地球の形

ニュートンは，地球の回転運動の結果，極
の付近が扁平と予測（左図下段）

デカルト主義者のカッシーニは，極の方向
が長いレモン形と主張（左図上段）

この地球の形状問題は，デカルト物理学と
ニュートン物理学の勝敗を決する試金石と
みなされるまでになり，１７３６年，フランス科
学アカデミーは子午線の弧を測定するため，
北極付近（ラップランド）と赤道付近（ペルー）
に調査隊を送った．



モーペルテュイ登場

モーペルテュイ率いるラップランド調査隊の結
果は，ニュートンが正しいことを歴然と示した．

彼らが北極地方で遭遇した冒険譚が評判と
なった．また，ラップ人の若い娘が二人ついて
きてパリ中の話題をさらった．モーペルテュイ
は一躍有名人になり，１７４５年にはプロイセン
の哲人王フリードリヒ二世の招聘を受けて新設
科学アカデミーの院長としてベルリンに赴いた．
１７５９年に死ぬまでその地位にあり，数学や
物理学から生物学まで，様々な科学に従事し
た．（ヴォルテールも一時ここに滞在した．）毛皮を着たモーペルテュイ



最小作用の原理

「自然の中に何等かの変化を引き起こすのに必要な作用の量は可
能なかぎり小さい」という形而上学的原理（１７４４年）．

質量 の物体が距離 を一定の速さ で動くとき，この運動に対す
る作用は に等しい．

この原理は，我々が至高の存在（神）をいだき，至高の存在がつね
に最も賢明にその御業をなしているにちがいないのみならず，万物
をそのもとに統治しているはずであるという観念に調和している．
デカルトによって進められた原理（運動量保存則）は，世界から神を
追放するように思われる．・・・（ライプニッツによる）活力の保存原理
もまた世界を（神とは）独立した状態に置くように思われる．・・・



屈折の法則（モーペルテュイ）

光は最短経路も最速経路もとらないのでは
なかろうか．そもそも距離より時間を優先さ
せるべきいかなる理由があるというのか．
光はそれらのうちのどちらも通らず，作用の
量が最小になる道を通る．

フェルマーの屈折の法則の議論において，
速度の逆数をとればよい．従って，結果は
デカルトのものと同じとなる．

モーペルテュイは，デカルトやニュートンと同
じく，光は空中より水中の方が速く進むと主
張した． 



モーペルテュイの理論の欠陥

「作用」の尺度として，モーペルテュイは をとったが，質量と速さ
については決まった値を考えることができるが，距離についてはそ
の距離を進むに要した時間が与えられなければ決まった値を考える
ことができない．しかし，その時間として単位時間をとるならば，距離
と速度の区別は不明瞭なものとなる．そのため，モーペルテュイは
「作用の量」として，ある場合は ，またある場合には や
を用い，その適用の仕方は問題毎にテンデンバラバラで統一性のな
いものであった．

結局モーペルテュイの方法では，肝心の作用の量を具体的にどうと
るかは，他の方法で問題がすでに解かれ正解が得られている場合
にしか決められないのである．実際，屈折の問題では間違っている．



ヴォルテールの「カンディード」

この中でモーペルテュイは「すべての可能世界の中で最善のこの世
界では，終わりよければすべてよし」と言い張るパングロス教授として
生まれ変わった．厄災が絶え間なく博士に降りかかる．彼を哲学教師
として雇ってくれていたトゥンダー・テン・トロンク男爵の美しい城は破
壊され，恩人は殺される．・・・ 梅毒にかかり，「片目と片耳をなくし」，
１７５５年１１月にはリスボンにいて，町を破壊し４０００人の命を奪った
大地震に遭遇する．そのリスボンで捕らえられ絞首刑になる．運よく助
かるが，落ち延びた先でガレー船を漕がされる．それでも不治の楽天
主義はだれにも治せない．小説の結末で，庭を眺めながら彼は，もし
こういうことすべてが起こらなかったら，こうやって日陰でピスタチオな
ど食べていなかっただろう，などという．



トゥンダー・テン・トロンク城


