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コペ ル ニ ク ス の地 動 説 は少 な く と も地 球 の3つ
を まわ る公転 運 動,あ

る い は年 周運 動,第

し て第 三 は 「declinationismotus(赤

に
の運 動 を主 張 す る。 す な わ ち,第 一 は太 陽

二 は軸 の周 りの 自転 運 動,も

し くは 日周 運 動,そ

緯 の運 動)」 で あ る(1)。

現 代 の 読 者 に は耳 慣 れ な い この 第 三 の運 動 は,慣 性 の法 則 を 知 ら な か った た め に,コ ペ ル
ニ クス が 太 陽 を ま わ る公 転 運 動 にお い て,公 転 面 に対 し て地 球 の軸 が 常 に 一 定 の傾 ぎ を保 つ
こ と,言 い換 え る とそ れ が常 に 天 空 上 の1点,つ

ま り天 の北 極 を 指 し て い る こ とを説 明 す る

た め に 導 入 した もの で あ る。 そ し て彼 は地 球 の こ の 「赤 緯 の運 動 」 の周 期 と公 転 周 期 と の ず
れ で歳 差 を説 明 し よ う と した。 だ か ら コペ ル ニ ク ス に と っ て は 「赤 緯 の運 動 」 が実 在 の運 動
で あ り,歳 差 は この 運 動 と公 転 運 動 か ら生 ま れ る ひ とつ の現 象 に相 当す るわ け で あ る。 しか
しな が ら,慣 性 の法 則 を 導 入 す れ ぽ,わ れ わ れ は歳 差 を 実 在 の 運 動 と し,「 赤 緯 の 運 動 」 を
無 用 な も の と して破 棄 す る こ とが 出 来 る。 し た が って,コ
は近 代 力 学 の観 点 か らす れ ぽ公 転 運 動,自

転 運 動,そ

ペ ル ニ ク ス説 に お け る地 球 の運 動

し て歳 差 運 動 の3つ を含 む こ と に な る

で あ ろ う。
と こ ろで,い

お ぼ コペ ル ニ ク ス が 「地 球 を動 か した 」 と言 う場 合,彼

は 上 記 の3つ

の地 球

運 動 を ど うい う順 序 で 導 入 した のだ ろ うか とい う問題 は,コ ペ ル ニ ク ス体 系 の生 成 を研 究 す
る場 合,重

要 な テ ー マ を構 成 す る と筆 者 は考 え た。 そ こ で,筆 者 は昨 年(1993年)に

た 論 文 「歳 差 と コペ ル ニ ク ス体 系 の 生 成 」(2)で,その 順 序 は,ま ず 歳 差,次

発表 し

に 自転 運 動,そ

して最 後 に公 転 運 動 で あ ろ う と,か な りの確 か さ を も っ て証 明 しえ た と思 う。
従 来 の コペ ル ニ ク ス研 究 で は専 ら コペ ル ニ クス に よ る公 転 運 動 の導 入 だ け が研 究 者 の 関 心
を 引 きつ け て い た か,あ

るい は,十 分 な検 討 吟 味 な し に,公 転 運 動 が最 初 に導 入 さ れ,次

に

副 次 的 に 自転 運 動 が 導 入 され た と い う思 い 込 み が支 配 的 で あ った 。 しか し筆 者 に は そ れ は 受
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け入れ難い。

今回，この論文において筆者は，地球の自転運動に加えて，コペルニクスが如何にして太
陽を回る地球の公転運動を導入したか，その動機を探求しようと思う。ただしその前に，コ

ペルニクスが歳差運動の問題から地球の自転運動を導入した過程をまず簡単に復習し，次に
地球の自転を導入することによってコペルニクスがどういう困難に直面したか，またそれに
どう対応したかなど，関連した問題を予め取り上げておきたい。

はじめにの注
（1）筆者が使用している「回転論」のテキストは次のとおりである。Nicolaus
Gesamtausgabe
gegeben
Verlag

von
e

im

Auftrage

Heribert

Hildesheim，

M．

der

Kommission

Nobis，

Band

II

ftir
De

die

Copernicus

Copernicus−Gesarntausgabe，

Revolutionibus

Kritisher

Text，

heraus−

Gerstenberg

1984

以下このテキストを引用する時は，単に「Copernicus，
故にこの箇所の注は，Copernicus，

De

Revolutionibus，

De

Revolutionibus，ページ数．と記す。

p．22となる。

（2）坂本博「歳差とコペルニクス体系の生成」，信州大学教養部紀要人文科年輩27号，平成5年3月

第1章

歳差問題から地球自転説へ

自転，公転を問わず，コペルニクスが地球の運動を導入した理由に関して，従来研究者の
間でさまざまな解釈が提唱されたが，この間題に関してひとつの確かな手掛かりを提供して
いるとわれわれに思えるのはレティクスの証言である。

ゲナルク・ヨアヒム・フォン・ラウエソはラテン名をレティクスといい，ウイッテソベル
ク大学で数学と天文学を教授していたが，1539年の春大学から休暇を取り，コペルニクスの

住むエルムランド司教区のフラウエンブルク（今日のポーランド領フロンボルタ）に向かっ
た。それはコペルニクスから太陽中心説を学び取り，併せて彼にその刊行を勧めるためであ
った。フラウエンブルクに到着したレティクスは幸いにもコペルニクスから太陽中心説を論
証した原稿の閲読を許されはしたが，その出版許可を取り付けるまでには到らなかった。そ
こでレティクスは彼が短い期間で理解した限りのコペルニクス説を1540年の早春に「最初の
解説（Narratio

Prima）」というタイトルで出版した。そのなかで彼はコペルニクス説生成

の理由を6つほど挙げている。その第一において彼は次のように指摘する。すなわち「分点
の疑いもない前進と黄道の傾斜角の変動に導かれて，彼は天空における多くの現象は地球の
運動によって生み出され得ること，あるいは少なくとも適切に救われ得ると想定したのであ
る。」③このことはコペルニクス説の最初の起源が歳差の問題であったことを示唆している。

コペルニクスとは41歳も年が違うレティクスはコペルニクスのただ一入の弟子である。レ
ティクスはコペルニクスと寝食を共にした間に師から聞いたこと，あるいは師に尋ねたこと

を基にしてコペルニクスの伝記を書いた。だからコペルニクスがどういうわけで地球を動か
したか，その動機については誰よりもよく知っていたに違いない。しかし残念ながら，その

伝記は破壊されたか，紛失した。われわれはレティクスの「最初の解説」を通してコペルニ
クス説生成の秘密の極めてわずかな部分を知ることが出来るのみである。そして上に引用し
たレティクスの言葉はそれに相当するとわれわれには思える。しかしながら，われわれはた
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だレティクスの証言だけではなく，当時の天文学者が直面していた課題からも，そしてさら
にコペルニクス自身の証言からもそのことを確認することができると思うのである。

コペルニクスの時代の歳差問題は改暦の問題と密に関係していた。当時教会が採用し，ヨ
ーロッパ社会のどこにおいても通用していた暦はユリウス暦である。これはユリウス・カエ
サルが紀元前45年に制定したものであるが，それから1500年以上の歳月が経過したとき，日

付の誤差は11日にも達し，社会的にも無視できなくなっていた。その原因はユリウス暦が1
年の長さを365．25日と想定し，4年に1度閏年を挿入することでO．25日を吸収しようとした
ことにある。しかし，1年の長さは本当は365．25日より短い。短いから，ユリウス暦を長年
にわたって使用していると，あのような誤差が生じる。ローマ教会は1512年から1517年にか
けて開催したラテラン公会議で改暦を議題の1つに上げ，この問題を解決するために専門家
のプPジェクト・チームを作った。

この問題の解決に必要不可欠なデータは言うまでもなく1年，つまり回帰年の正確な長さ
である。しかし回帰年の長さの決定は歳差の決定と密に関連している。なぜなら恒星年から
歳差の年間割合を引いたものが回帰年だからである。したがって，歳差という現象がどうい
うものであるかを決定しなけれぽ，改暦の作業ははかどらない。これがコペルニクスの時代

の天文学者のいわぽ社会的な課題であった。そして，言うまでもなく，それはコペルニクス
自身の社会的な課題でもあった。コペルニクスは教皇パウロIII世に対して彼の天文学革命の

動機を述べているが，以下のように回帰年の決定が彼の動機のひとつであったことを強調し
ている。「すなわち，第一に，彼ら数学者たちは太陽と月の運動について確かなことを知ら
ないため，回帰年の一一定の長さを論証することも，測定することもできないのです。」（4）

歳差は紀元前120年代にヒッパルコスによって発見され，紀元120年代にプトレマイオスに
よって確認された。プトレマイオスは歳差を100年毎に一様に1度増加する規則的な周期運
動と見なした。しかしその後の観測は同じ数値を与えなかった。例えば，コペルニクスの観
測と計算によれぽ，それは100年毎に1．4度目増加を示していた。ところが，幸か不幸か，こ

の歳差に関して虚構の問題が発生した。すなわち，各時代毎の歳差の観測データが皆食い違
うために，16世紀の天文学者たちは，それは歳差が一様ではないからだという偽りの結論を

引き出したのである。もちろん，コペルニクスもその例外ではなかった。そのことは彼が以
下のように述べていることからも明らかである。「確かに，その驚くべき巧妙さと勤勉によ
り他の天文学者を遥かに凌駕していたアレクサンドリアのクラウディウス・プトレマイオス

は400年以上に及ぶ観測データに基づいて，もはや何1つ欠けているところはないと思われ
るほど天文学全体をほとんど完成させたのである。しかし，今日，彼には知られていなかっ

たある種の運動が発見されたために，多くの現象が彼の伝統的な理論から帰結すべき事柄と
一致しないことをわれわれは知っている。」（5）言うまでもなく，「彼には知られていなかった

ある種の運動」とは歳差の不規則性のことである。そしてコペルニクスは歳差に関するデー
タの分析から，歳差の変化，あるいは分点の前進はチモカリス，ヒッパルコス，プトレマイ

オスの期間を通じて増加し，プトレマイオスとアル・バタニの期間で最高に達し，その後ア
ル・バタニからコペルニクスまでの期間においては減少に転じたと考えた。これは彼の時代
の天文学者の意見でもあった。しかも新たに黄道（あるいは獣帯）の傾斜角の不規則な変動
まで発見された。今日で言う「章動」である。こうして恒星天球の運動は大混乱に陥った。
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このような危機的な状況の中で他の天文学者達は天球の数を増やすことによって問題を解
決しようとした。しかしコペルニクスは以下の引用から明らかなように，地球の自転運動の
導入によって困難を乗り切ろうとしたのである。「これらのために，ある者は9番目の天球
を，他の者は10番目の天球を考えだし，これによって獣帯の傾斜はこう「してこうなると主張
したのであるが，しかし彼らは約束した成果を実現できないでいる。そこで何やらすでに，

ll番目の天球が現れ始めた模様である。しかし，地球の運動を想定すれぽ，われわれはそれ
だけ沢山の数の円は余分なものとして容易に論駁出来るであろう。」（6）すなわち，変動する歳

差に加えて，変動する黄道傾斜まで幾何学的に構成しようとすれぽ，天球の組み合わせと運
動はこの上もなく複雑になる。コペルニクスはそれを地球の運動に置き換えようと提案して
いるのである。ぞうすれば恒星天球の美と単純性と秩序は救われるであろう。

既に指摘したように，歳差の不規則性というのは各時代の観測データの食い違いから発生
した虚構の問題である。このような虚構がコペルニクス革命の発端となったのは，誠に奇妙
であり，また幸運でもあった。ただし，これは地球自転説の発端ではあるが，地球公転説の
発端にはならない。コペルニクスは「回転論」の第1巻第5章で，地球の自転を想定すれぽ，
もう1つの疑問，すなわち宇宙における地球の位置について，決して小さいとはいえない疑
問が出てくる，と述べている（η。すなわち，歳差の不規則性の問題から地球の自転を導入し

た後に，コペルニクスがさらにその公転の可能性を求めたということはこれによって明白で
ある（8）。

第1章の注
（3）

Rheticus，

Casper，
（4）

Band

Narratio

1，

Copernicus，

MUnchen，

Prima，

in

1938，

S．99

De

Revolutionibus，

p．

4

p．

488

（5）

Copernicus，

De

Revolutionibus，

（6）

Copernicus，

D．e

Revolutionibus，

（7）

Copernicus，

De

（8）コペル三ク

Johannes

Revolutionibus，

pp．

p．

Kepler

Gesammelte

Werke

herausgegeben

von

Max

181−18，2

11

ス説の生成はまず歳差の問題から始まって地球の自転運動の設定に到り，さらにそ

こから地球め公転運動の導入に到ったとする筆者の解釈が，他のコペルニクス研究者からどの程
度の支持を得ることができるか，昨年1993年匠公表した論文「歳差とコペルニクス体系の生成」
の第3章で検討したことがある。しかし，あの時点では支持者を一人も見出すことができなかっ
た。ところが，今回さらにいくつか別の文献に当たるうちに，筆者とほぼ同じ解釈を取る研究者
と2，3出会うことができたので，ここに報告しておきたい。
最初eilラベッツ（J・RRavetz）である（人名はよほどポピュラーなものでない限り・そQ正確
な読みは分からなし）。ゆえに，大体の見当で読んだ日本語表記の後にその原名を併記しておく。

同じことはこの論文における外国人撮すべてについて当てはまる）。彼はNature誌の第189巻
4767号，すなわち1961年3月11日号に「コペルニクス革命の起源（Origihs

of

the

Revolution）」なる報告を載せた。彼もまたわれわれ同様，レディクスがNafratio

Copernican
Primaの中で

「われわれが昔の天文学者達の仮説を退けなければならない主要な理由」として6つあげたもの
のうちの第．1，歳差の問題をコペルニクス説の起源としてもっとも重要視している。ただし，彼
は「その年周運動への拡張は私にはどうにも分からない」とサジを投げている。つまり，ラベッ

71

コペルニクスの太陽中心説の動機

ツはコペルニクスが地球の自転運動から公転運動へと，さらに巨大な歩みを進めてゆくその動機
が分からないと告白しているのである。．

次はドブジツキである。1973年はコペルニクスの生誕500年春祝うために傘世界の種々のアカデ
ミー，学会が何等かの記念行事をおこなった。日本学術会議もまたそれに参加して，同年に「コ
ペルニクスと現代」という本を時事通信社から出版した。イエジー・ドブジッキはマリアンヌ・
ビスタップと共にそこに「評伝：コペルニクス
レティクスのNarratio

学者にして市民

」を寄稿した。彼もまた

Primaの例の理由に触れ，さらにパウロ・III世宛の献辞を引用して，「コペ

ルニクスが天文学の再構成をこころざした，もっとも重要な動機が，ここにある。「太陽年の決

定」一これには正しい歳差理論が必要であり，レティクスがさきに「最初の解説」で言及した
ものである」（同書，228ページ）と主張している。ただし，ドブジッキもまたラベッツと同．じ様
に，地球の自転説から公転説への前進に関しては，ほとんど何も述べていない。
第三はモスガード（Kristian

P．

Moesgaard）で．ある。1973年のコペルニクス生誕500年にフラ

ンスでも記念行事が行われ，国際総合マンター（Centre

internatonal

de

Synth邑se）が同年6月

の1日から7日まで主宰したコペルニ．クス・シンポジウムが一冊の本となって公刊された。すな
わち「Avant，

Avec，

Aprさs

Copernic」（Librairie

Scientifique

Paris，1975）である。モスガードはそこにrThabit

Ibn

Qurra

et

Technique

between

Albert

Ptoleniy

Blanchard，

and

Coper−

nicus！なる論文を寄稿している（67ページ以下参照）。モスガードによると，歳差の不規則性に

最初に気がついたのは9世紀のアラビアの天文学者タビト・イブソ・クーラであったという。彼
はこの虚構の問題と格闘したが，良い結果を得ることができなかった。そこで彼は1年の長さを
回帰年ではなく，恒星年で決めることを提案したという。コペルニクスは「回転論」の第3巻で
タビトの提案に同意しているが，しかし「彼は恒星の運動を止め，最初に星表を作成した。厳密
にはこのことが即座に地球をその軸の回りに回転させるのである」（同書69ページ）とモスガード
は理解している。

以上のように歳差をコペルニクス説生成の動機としている研究者は，筆者が今まで知る限りで
は，以上の3名である。そしてラベッツ以外はあまりしっかりした論証をしているとは思えない。

ところで，上記のラベッツの論文自体は1961年という比較的早い時期に，しかも影響力の大きい

Nature誌に発表されたものであるが，その後のコペルニクス研究に及ぼした影響はそれほど大
きくはなかった。それはAvant，
IntroductorY

Remarks

on

the

Avec，

Aprさs

As七ronomy

of

Copernicの中でジンジャリッチ（Owen

Gingerich，

Copernicus）が指摘しているように（同書101ペー

ジ），ラベッツはコペルニクスの太陽公転説の動機については全く分からないと告白しているから
である。

だからコペルニクス説生成の最初の動機が歳差の問題であったという理解は，その延長である
太陽中心説の動機との関連なしには，なかなか支持が得られないものであることが推定出来る。・

第2章

地動説に対するアリズ5テレスとプ5レマイオスの批判

言うまでもなく，地球の自転運動を導入すれぽ，自然哲学や力学においてどういう困難が
待ち受けているか，コペルニクスは十分に心得ていたはずである。既に古代ギリシアにおい
ても地球の運動を主張するものがあり，他方これに反論するものが居た。反論するもののう
．ち最も強力で，かつ権威を持っていたのはアリストテレスであり，次いでプトレマイオスで

ある。そして地球を動かす場合に，誰よりもまずコペルニクスが意識せざるをえなかった相

手はこの両者であったに違いない。以下アリストテレスの「天体論」とプトレマイオスの
「アルマゲス．ト」における地動説反対の論拠を見ておこう。ただし，地動説反対の論拠にっ
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いては，a）専ら自転説に反対する論拠となるもの，

b）専ら公転説に反対する論拠となる

もの，そして。）両方の説に等しく反対する論拠となるものという3つがある。以下自転説
に反対する論拠だけではなく，後にコペルニクスの地球公転説を吟味するためにも，併せて
他の2つをも拾い上げておくほうがよいであろう。

1）科学方法論からの批判
アリストテレスの地動説批判は「天体論」の第2巻第13章と第14章で行われている。そし
て彼が批判の対象としたのは主としてピュタゴラス派のピロラオスの中心火理論であった。

すなわち，「（地球の）位置については，ひとみなが必ずしも同じ意見ではない。天界全体
を有限だと主張する最も多くのひとたちは地球は中心に位すると言う，これに対してピュタ

ゴラスの徒と呼ばれている，イタリア方面のひとたちのごときは反対意見を唱えている。す
なわち中心にあるのは火であって，地球は諸星の1つにすぎず，中心のまわりを円運動しな
がら夜と昼とをつくると説く。」（9）ピロラオスの中心火理論についてはアエティウスが次のよ

うに伝えている。「ピロラオスは，火が真ん中に［宇宙のコ中心をめぐってあると［説き］，
この火を

尺度

全体のかまど

，

ゼウスの家

，

神々の母にして神々の祭壇

，

自然の要にして

と呼んでいる。そしてこのほかに，［宇宙を］包括する別の火が一番高いところにある。

しかし本性上先ず真ん中がある，そしてこれらのまわりを十の神的な物体が，すなわちく恒
星のスパイラ〉の次ぎに五つの遊星，これらの次に太陽，これの下に月，これの下に大地，
これの下に対地星，これら凡てのものの次に，中心にかまどの位置を占めている火が躍りめ
ぐっている，と。」｛10）

ここからも分かるように，ピPラオスの中心火理論は地球中心説でもなけれぽ，太陽中心
説でもない。大変奇妙なものである。どうして彼がこういう風変わりな宇宙体系を導入した
のか，．詳細な研究に値すると思われるが，少なくともアリストテレスによれぽ，その理由は

次のようであった。「かれらの考えでは，最も尊い場所は最も尊いものに属するのがふさわ
しい，つまり火は土より尊く，限界は中間のものよりも尊いが，最外周と中心とは限界にほ
かならないがゆえに，したがって，以上のことから推して，天球の中心にあるのは地球では
なくて，むしろ大火だとするからである。」（11）そして彼はピロラオスを始め地球公転を唱え

る者たちに対して科学方法論の観点から次のような批判を浴びせた。「しかし，これは，現
象を説明するために理論や原因を求めるのではなく，むしろ反対に，かれら自身の漏る種の
理論や意見のほうへ現象を引き寄せ付会しようと試みるものである。だがまた，地球に中心
の場所を与えるべきではないことに同意見のひとはほかにも多いであろう，そしてかれらも
またその確証を，見られる事実にではなく，理論に求めるのである。」（12）

アリストテレスによると，地球を宇宙の中心から外して，そこに中心火を置くことは科学
の外から漏る種の独断と偏見を導入して来るに等しいが，彼自身の地球中心説は事実に立脚
した科学的な理論だということになる。なぜならそれは土のような重いものは強制されない

限りは下へ落ちるという確かな現象に基づいて推論されているからである。コペルニクスが

アリストテレスのこういう方法論的批判を知らなかったわけはないと思うが，しかし彼は
「回転論」の第1巻第10章であたかもアリストテレスの方法論的批判を無視するかのように，
そして一見した限りでは誠に無頓着に「そうしてあらゆるもの中央に太陽が鎮座している。

この美しい神殿の中でこのランプをすべてを同時に照らすことができるこの素晴らしい場所
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以外の何処に置くことができようか。なぜなら，適切にも或る人々がこれを宇宙のランプと
呼び，他の人々がこれを宇宙の心といい，あるいは他の人々がこれを宇宙の支配者と呼んで
いるからである。」と述べている（13）。

なるほど，コペルニクスは太陽についてピロラオスのように
家

，

神々の母にして神々の祭壇

，

自然の要にして尺度

全体のかまど

，

ゼウスの

などという言葉は使っていない

が，しかし大変似た言葉は使っている。そこで，この箇所を捉えてコペルニクス説の起源を
光の形而上学に求める研究者も沢山居るようだが，しかし筆者としてはそういう解釈に対し
ては懐疑的にならざるをえない。なぜなら，神秘的な光の形而上学は太陽中心説の動機とい
うよりは，その正当化の一端としてのレトリックと思えるからである。実は，コペルニクス

はアリストテレスによるピロラオス批判をよく心得ていて，他の所では次のように書いてい
るのである。「太陽と月の運動は地球の不動性においても証明することが出来るとわれわれ
は認める。しかし，このことは他のさ迷える星においては適切ではない。ピPラナスが同じ
ような理由から地球の動性を考えたということは信じられることだ。サモスのアリスタルコ
スもまた同じ意見であったと幾人かの人が伝えているが，それはアリストテレスが憶測し，

また間違いだと言うそのような理由からではない。それらの理由は鋭い精神と長年の勤勉が
なけれぽ理解できないたぐいのものであるから。当時それらの理由の多くが哲学者たちには
知られていなかったこと，また当時星の運動の原因をよく知っていた哲学者は本当に少数で
あったこと，こういうことはプラトンもちょっと指摘している。そういうことはピロラオス
や彼のピュタゴラス主義者によって理解されていたとしても，しかし後世へは伝えられなか
ったということは大いに有り得ることである。なぜなら文字で伝えないことがピュタゴラス
派の信条であったからだ。」（14）これによって，コペルニクスがピロラナスの一見して奇妙な

中心火理論を惑星の不規則な運動を構成するための要請だというふうに理解していることが
判明する。

2）

自然哲学からの批判

アリストテレスは「天体論」においてさらに地動説批判をつづけるが，今度は章を改め自
然哲学の観点から地動説を批判する。その対象は「大地を星の1つだとするひとたち」だけ
ではなく，「他方，大地を中心に据えて回転する，つまり軸を中心として動くとするひとた
ち」をも含んでいる㈹。後者は具体的に言えば，これもやはりピュタゴラス派のピケタス
とエクパントスであろう。

アリストテレスは自転運動であれ，あるいは公転運動であれ，一般に回転運動は大地，つ
まり土にとっては強制運動であるから，「不断にあることができない」，すなわち永遠に継続

するはずがないと批判する㈹。さらに彼は地球の中心と宇宙の中心が同じであることを引
き合いに出して来る。そしてこの有名な論証はすでに同書の最初のところで与えられた。そ
れは次のように展開する。

「さて，場所的な運動，すなわちわれわれが移動と呼んでいるものはすべて，あるいは直
線的か，あるいは円環的か，あるいはまたこの両者の混合したものかである。けだし，この
両者だけが単純な運動だからである。そしてその理由はといえぽ，直線と円と，これら2つ
の大きさだけが単純だからである。ところで，円環的とは中心をめぐる運動のことであり，

直線的とは上へと下への運動のことである。また上へと私の言うのは，中心から離れるもの
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をさし，下へと言うのは中心へ向かうものをさすのである。かくして単純な移動はすべて必
然的に中心から離れる運動か，中心へ向かう運動か，中心をめぐる運動かいずれかでなけれ
ばならない。」（1ηこの運動論を土，水，空気，火の4元素説と組み合わせると，重い元素で

ある土と水の本性的，あるいは自然的な運動は下への直線運動である。そしてこの下への運
動には限界，あるいは終点がある。それは宇宙の中心である。ゆえに土と水の自然運動は字
宙の中心へ向かい，そこで停止する。もちろん，中心へ向かう土や水は互いにせめぎあって，
大地の塊とその表面に拡がる海を形成する。これが地球である。

アリストテレスは宇宙の中心と地球の中心が同一であることを次のように論証する。「地
球に向かって動いてくる重いものが平行的ではなく，等角をなしていることである。したが
って，1つの中心，つまり地球の中心に向かって動いているということになる。それゆえ，
地球は必然的に中心にあり，そして不動でなければならないことは明らかである。」（18）もち

ろん，土は上への運動，あるいは回転運動をもなしうるが，それは強制運動であるから，永
続性を持たない。他方，軽い元素である空気と火は上へ向かって直線運動を行うが，しかし
上昇運動にも限界，あるいは終点がある。それは月の天球の内側である。そしてそこから恒
星天球まではエーテル界であり，第5元素たるエーテルの本性的運動は回転運動である。
このようなアリストテレスの自然哲学によって地球は公転運動も自転運動もきつく禁じら
れているわけである。プトレマイオスもこの点においてはアリストテレスに追随し，「アル
マゲスト」では地球が何等の位置変化をしない理由として，以下のようにアリストテレスと

まったく同じことを述べている，「現象自身によっても地球が世界の中心にあり，重い物体
が地球に向かうことが明白である以上，中心に向かう傾向の原因を追求することは余計なこ
とであろう。この事は地球の球形が証明され，すでに述べたことによって世界の中心を占め，

重い物体が常に何処でも垂直に落下することを考えれば，理解に容易であろう。表面でさま
たげられなければ，中心への直線は地表の切平面に垂直であるから，重い物体はすべて中心
に集まることは明白であろう。」（19）

3）力学からの批判
もし地球が自転し，あるいは公転しているなら，上へ投げあげた重いものは元の場所へ戻
れないであろうが，しかし「強制によってまっすぐ上へ投げあげた重いものが，どんな力で
無限に投げあげても，結局また，もとの同じ場所へ落ちてくる事実からも（地球の静止は）
明らかなのである。」（20）プトレマイオスはこれ以外にも，地球が自転する際に起こりうる以

下のような不都合を数え上げている。「（地球は）極めて少ない時間に非常に大きな回転をす

るから，回転によって地球はその周囲にある如何なる物体より大きな回転をすることを認め
ねぽならない。かくて地球上に支えられない物体は，常に地球と反対の運動をするように見
えるであろう。そして雲，投げられた物体，飛ぶ物体は東へ行くことはないだろう。何とな
れば地球はこの方向では常に他を追越すから，地球だけを除いて，他はすべて西へ後退する
ように見えるだろう。またもし回転において大気が地球と同じ速さで動かされると言っても，
大気に含まれる物体が同一一の速さをもたないことは依然として真実である。或はもしただ空

気と一体になっているかのように動いたとすれぽ，追越すことも追随することも起こらない
で，すべてが停止して見えるだろう。そして飛んだり投げられたりしても，それらは前進し
ないか，決して遠ざかったりしないであろう。ところが実際には地球の運動が物体に後れも
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進みも生じてはいないように見える。」（21）

以上のような反論は，地球自転説に対してのみならず，また地球公転説に対しても等しく

適用可能な批判である。しかしながら，この批判は後年ガリレオが「二大世界体系について
の対話」（1632年）で取り上げ，そしてこのような落下現象は地球の静止の証拠にはならな
いことを論証した。しかし，それ以前では，プトレマイオスのこうした力学的反論は圧倒的
な説得力をもっていた。

4）

幾何学的天文学からの批判

地球が宇宙の中心にない場合，それは公転運動をしていることを意味するが，この場合幾
何学的天文学ではいろいろな問題が出て来る。ただし，アリストテレスは次のように，その
問題を天文学の専門家にゆだねて，自らは具体的な問題点を指摘していない。「これらのこ
とに対しては，天文学に関する数学者側の言説も証拠を提供してくれる。すなわち，諸星の

秩序を決定しているもろもろの形状が転化する際，観察される事象が生起するのは，地球が
中心に横たわっていると仮定すれぽ，説明がつく［とかれらは言う］からである、」〔22）した

がって，具体的な批判はプトレマイオスから聴くのが良い。

プトレマイオスは地球公転説批判として地球が宇宙の中心から外れている場合を3つのケ
ースに分けて反論する。すなわち，

あ）地球は各々の極から等距離ではあるが軸からはずれている場合・

い）軸上にあっても何れかの極に一層近い場合
う）軸上になく同時にまた両極から等距離にない場合
いずれの場合も，地平面が天空を二等分しないから，例えばあ）の場合には，直立球では昼
夜平分とはならないであろうし，斜行球では春分秋分がな：いであろうし，あるいは地平線で

の星の大きさと距離は地表の各点で朝夕に同一ではなく，星が出現してから南中までの時間
は南中から消失までの時問に等しくないであろう。また，い）の場合には斜行球においては
最大傾斜度に応じて，地表上にある天空部分はより小さく，地表下にある天空部分はより大
きくなるから，獄帯の中央を通る大円は地平線で不等の二部分に分かれるだろう。そして，
う）の場合には，地平線に平行な平面上で，グノーモンによって東から投げられる影が西か
ら来る相応ずる影と同一直線をなさないことになるだろう。「要するにもし地球が世界の中

心を占めないとすれぽ，昼夜の増減にみられる秩序に混乱が起こるであろう。その外に月食
は，太陽との対蹟的位置で天空のあらゆる部分で起こり得ないである。何となれば日月が冷
痛的でなく半円より短い距離にあるときに，しぼしば地球がその間に挿入されるであろうか
らである。」（23）

しかしながら，アリストテレスやプトレマイオスが主張するように，たとえ地球が宇宙の
中心に位置しているとしても，観測者は地球の中心ではなく，表面に居るわけだから，観測
点は地球の半径だけ，つまり約6，377キuメートルだけ宇宙の中心からはずれている。した
がって，厳密に言えば，地表の観測点では地平面は天空を二等分しない。しかし観測データ

はそのことを示してはいない。なぜなら「地球上の任意の点から観察した星の大きさと距離
は，同一時刻にすべての場所から同じ様に見え，異なった場所で同一の星を見ても変化しな
い。また地球上の任意の場所に置かれたグノーモンや天体観測器の中心が，これらが地球中
心に置かれたと同じ様な正確さと一致とを以って影が旋転する」（24）それはあたかも観測点が
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宇宙の中心にあるかのような具合になっている。このことを説明するために，プトレマイオ
スはr恒星球にまで拡がる空間にくらべて地球が明らかに点の如きものに過ぎない」と言う。
しかしながら，この説明は，地球が宇宙の中心から，つまり太陽から150，000，000キロメー
トル離れた軌道上を公転している場合でも使えないわけではない。そして実際それはコペル
ニクスによって使われた。

プトレマイオスは指摘していないが，コペルニクスの地球公転説に対しては後年重要な問
題点が指摘された。それは恒星の年周視差である。もし地球が直径約300，000，000キロメー
トルの軌道を公転するなら，幾何学的原理により，季節によって比較的地球に近い恒星の位
置が少しずれて見えるはずである。そして年間を通じてそのずれは天空上に小さな円を描く
であろう。このような視差が観測できないところがら，16世紀，あるいは17世紀にテイコ・

ブラーエを始めコペルニクス説を受け入れることを躊躇し，あるいは拒絶した天文学者は沢
山居た。こういう反論を予想して，コペルニクスは巨大な地球の公転軌道すら恒星天球の大
きさに比べると，ほとんど点に等しいことを強調していたのである（25）。そして，この点に
関するコペルニクスの防御は成功した。

以上地動説に反対するアリストテレスとプトレマイオスの論拠を数え上げたが，今それを
地球自転説に対するものに限定してみるなら，第一は「回転運動は大地，つまり土にとって
は強制運動であるから永遠に継続するはずがない」という自然哲学的理由と，次いで「上へ
投げあげた重いものは元の場所へ戻れないであろう」とか，あるいは「地球上に支えられな
い物体は，常に地球と反対の運動をするように見えるであろう」などの力学的な理由を数え
ることが出来る。もちろん，これらの反論は同時に地球公転説に対する反論としても妥当す
るから，これらの反論に答えることが出来れぽ，少なくとも地球公転説に対する心理的抵抗
は取り除けることになるだろう。
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書いたものだが，1543年の初版ではカットされている。
（15）アリストテレス，「天体論」，96ページ
（16）

ibid．

（17）アリストテレス，「天体論」，5ページ以下
（18）アリストテレス，「天体論」，97ページ

（19＞プトレマイオス，「アルマゲスト」，薮内清新，憧星野，1982年，12ページ
（2①

⑳

アリストテレス，「天体論」，97ページ以下

プトレマイオス，「アルマゲスト」，14ページ

（22）アリストテレス，「天体論」，98ページ
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プトレマイオス，「アルマゲスト」，11頁

（24）

ibid．

（25）

Copernicus，

De

Revolutionibus，

第3章

p．

12

これに対するコペルニクスの反論

「回転法」第1巻第7章でコペルニクスはFなぜ古代の人々は地球は宇宙の中心をその中
心として静止していると考えたか」というタイトルで，アリストテレスとプトレマイオスの
地動説批判を紹介している。内容的にはわれわれがすでに前章で紹介したもののうち，自然

哲学的批判と力学的批判の2つを含んでいる。そしてコペルニクスは次の第8章でそれに反
論しているが，その際彼が主として地球の自転運動の擁護を念頭においていることは明らか
である。それらのうち，彼の地動説の動機となっているものと，後からそれを正当化するた
めの理屈となっているものと，二種類が有るに違いない。それを見分け

るために，以下コペ

ルニクスの反論を逐条的に取り上げてみようと思う㈹。

1）「地球が自転するなら，その回転運動は暴力的であり，したがって永続しない」とい
うアリストテレスの考えに対して，コペルニクスは「もし誰かあって，地球は回転している
と考えるなら，彼はきっとその運動は自然的であって，暴力的ではないと言うであろう」と，
根拠を示さないでまずその立場を表明する。

2）ところで地球が自転すると想定した場合，その回転速度は秒速およそ4．6km，あるい
は時速およそ16，670㎞という超高速に達するが，これが地球自身の破壊，あるいは地球上の

事物の破壊を招くのではないかというプトレマイオスの心配に対して，コペルニクスはただ
ちに反撃に転じる。「しかし，なぜそのことはむしろ宇宙について心配されないのか。なぜ
なら宇宙は地球より大きいのだから，その分その運動もずっと速くな：けれぽならないからで

ある。」そしてコペルニクスはむしろ逆に広大な宇宙が日周回転することの不合理を追求す
る。もっとも，アリストテレスによると，宇宙を構成している物質は重さも軽さも持たず，
回転することがその本性である神的な物質，つまりエーテルだとされているが，コペルニク
スはそれをあたかも地球と同じような物質とみなしているかのように議論を押して行くから，

批判としては説得力に欠ける。したがって，これが恒星天球の回転を止め，地球の自転を導
入する動機とはとても考えられない。

3）次いでコペルニクスは自説の擁護に移る。それは大地の形から大地の運動を演繹する
という論法である。すなわち，「それゆえに回転運動は本性上大地のその形にふさわしいと

認めることを何故われわれが躊躇することがあろうか」と。コペルニクスはすでに同巻の第
4章で「Mobi1itas

enim

sphaerae，

est

in

circulum

volvi（すなわち球の運動は円形の回転

である）」（27）と主張しているし，また次の第5章では地球の形は球だから，地球はそれにふ

さわしい運動をすると結論している。ところでコペルニクスはこの第8章ではむしろ宇宙の
日周運動を否定する論法を展開しているようにも思える。．すなわち，宇宙の内側は球面では
あるが，外側は球面かどうか分からないではないかと彼は言う。

球の形をした物体には回転運動がふさわしいというコペルニクスの論法は力学的な根拠を
欠いている。なぜなら，例えば，テニスコートのあちこちに転がっているボールは，確かに
形は球であるが，それが自然的に回転するだろうとは誰も思わない。だから，「球の運動は
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円形を描く回転である」という前提は力学的なものではなく，自然哲学的なもの，あるいは
宇宙論的なものであろう。そのことはまた別に論じなけれぽならないが，いずれにしても，

「回転運動は球にふさわしい」という命題がコペルニクスの地動説の動機になっているとは
信じがたい。もしこの命題が普遍的に妥当するなち，コペルニクスは太陽を宇宙の中心に置
いたとき，太陽自体にも自転運動をさせなけれぽならなかったであろう。しかし，彼は太陽
の自転にまで考えが及ばなかった。それを黒点の移動から証明したのはガリレオであった。

4）次に，コペルニクスは自説を擁護するために，地球の運動があたかも天空の運動であ
るかのように見えることを指摘している。たとえば，その分かりやすい例として彼は次のよ
うなアエネアスの詩の一節を引用する，rProvehimur

portu，

terraeque

urbesque

recedunt．

（われわれは港から出て行く，そして陸と町は退いて行く。）」すでにコペルニクスは同等第

5章で同じことを主張していた。すなわち「場所に応じて現われる変化はすべて，見られる
事物の運動のためか，あるいは見る側の運動のためか，あるいはまた両者の不等な位置関係
のためかである。」（28）

しかしながら，運動が相対的でありうるとしても，ここから地球の運動を一方的に演繹す
ることはできない。

5）次にコペルニクスは地球の自転に対してプトレマイオスが指摘した力学的困難に答え
る。それは地球が高速で自転するとき，地上のものも空中のものも，しっかりと支えられな
いかぎり，四丁の方へ振り飛ばされてしまうではないかという指摘であった。これに対して，

コペルニクスは2つの反論を述べるが，あまり自信ありげには見えない。すなわち，そのひ
とつは「地表に近い空気は，土や水が混じっているから，大地と同じ性質をもつこと」であ
り，それで悪ければ，「空気の運動は，近接作用により大地から得られるのだから，抵抗な
しにその不断の回転運動を分有すること」である。コペルニクスのあやふやな考えによると，

回転する大地の運動を大気が分有する際に，その影響は距離に比例して弱まる。だから大気
圏の上の方は大地の回転の影響をほとんど受けない。その証拠にコメットは大気の上層部で
生じる気象現象であるが，天体と同じような振舞いをするなどと，間違ったことを述べてい
る。もちろん，この論法は地動説の動機になりうるどころか，地動説を弁護する論法として
もほとんど無力である。

6）次に，コペルニクスはアリストテレスの運動理論に真っ向から反対を唱える。すなわ
ち，「アリストテレスが単純運動を「中心から」，「中心へ」，「中心の周りに」というふうに

3つの類に分類したことは，単に知性の働きによるに過ぎないと考えてよいだろう，それは
ちょうどわれわれが線，点，面を分離するのと同じである。なぜならそれらのひとつがなく

て他だけが存在することは出来ないし，またそもそも物体がなけれぽ，それらのうちのどれ
もが存在することは出来ないからである。」

コペルニクスにとってはもはや，土と水が「中心への運動1を本性とし，空気と火が「中
心から」の運動を本性とし，そしてエーテルが「中心のまわり」の運動を本性とするような
アリストテレス的な分類は存在しない。コペルニクスの新しい自然哲学においては，物質の
種類に関係なく，全体の秩序を維持しているものには円運動が，そして秩序から外れている
ものには直線運動が対応することになる6すなわち，「したがって，単純物体がその自然的
な場所にあり，その全体と結びついているかぎりで，単純運動が単純物体に所属する（この
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ことは何よりも円運動について確認される）と彼らはいう。なぜなら，本来の場所において
は，運動は円環以外ではない。そしてその運動は静止している物体に似て全面的に自己のう

ちにとどまる。しかし，自己の自然的な場所からさ迷い出たもの，あるいはそこから追い出
されたもの，あるいは自己自身の外にあるものには，直線運動が起こる。」

この論法は89年も後にガリレオがコペルニクス説を擁護するために書いた「二大世界体系
についての対話」（1632年）の最初の所でそっくりそのまま借用して，アリストテレスの自
然哲学に対する批判に使っている。すなわち，「ですからぼくはつぎのように結論します。

すなわちただ円運動だけが自然的に宇宙の全体を構成しており，最上の状態におかれている
自然的物体に適合しうるものであり，他方，直線運動はせいぜい，宇宙の物体とその諸部分
とが悪い状態におかれ，それぞれの場所以外の所にあり，したがって最も短い途を通って自

然状態に戻らねぼならぬときに，それらのものに自然によって指示されるものにすぎないと
いうことです。ここから世界の諸部分の問の秩序を完全に維持するためには運動体はただ円
に動きうるだけであり，もし円に運動しないものがあれぽ，このものは必然的に不動である，

というのは秩序を維持しうるものは静止状態と円運動とを除いてはないから，と十分合理的
に結論できるように思います。」（29＞もっともそう述べるにあたり，ガリレオはコペルニクス
の名前を持ち出してはいない。むしろそれがプラトンの考えであると述べている（3。）。

プラトンは「ティマイオス」でデミウルゴスによる宇宙創造神話を述べているが，そこに
は「すなわち，神は，すべてが善きものであることを，そして，できるだけ，劣悪なものは
1つもないことを望み，こうして，可視的なもののすべてを受け取ったのですが，それはじ
っとしていないで，調子外れに動いていましたから，これを，その無秩序な状態から秩序へ

と導きました。それは，秩序のほうが無秩序よりも，あらゆる点で善いと考えたからで
す。」（31）コペルニクスもまたプラトンのこの有名な著作に親しんでいたかも知れない。そし

てプラトンにおける「秩序」，あるいは「善きもの」を円運動に対応させ，無秩序なものを
秩序へと導く運動として直線運動を対応させたと思われる。すくなくとも，ガリレオの考え
ではそうなっている。

しかしながら，アリストテレス批判のためにプラトンを持ち出して来る場合，プラトンの
弟子であったアリストテレスがすでに師の考えを知っていて，それに対する批判を行なって
いたはずだという事情を考慮しなけれぽならない。実際，アリストテレスは「天体論」第3
巻第2章で，コペルニクスやガリレオがアリストテレスを批判するために引き合いに出した
プラトンの「テイマイオス」のその箇所，すなわちA30を批判しているのである（32）。だか

ら，コペルニクスが上に紹介した論法でアリストテレスを批判しても，読者はそういう批判
はアリストテレスがすでに先刻承知のはずだったと思うだけである。またここでついでに指
摘しておくなら，ガリレオの場合，あまりにも強すぎる円運動への執着のために，近代力学
の第一法則である慣性の法則を捉らえ損ねたのである。つまり，彼にとって慣性運動とは静
止，あるいは等速直線運動ではなく，静止，あるいは等速円運動であった。

ところで，こういうふうに，地上の物体，天上の物体を問わず，円運動が基本運動だと考
えて，アリストテレスの自然哲学に反対しても，そのことが直ちに地球の日周運動と年周運
動を演繹する根拠になるわけではない。それはただ新しい自然哲学に依って，地動説に対す
る批判に対抗しうるのみである。
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7）コペルニクスはさらに恒星天球が大変忙しい日周回転をしないことについて，「これ
らの理由に加えて，不動であるという状態は変化や不安定の状態よりも高貴で，神的である

と思われる。」と強調している。筆者の先の論文「歳差とコペルニクス体系の生成」で指摘
したように，コペルニクスが地球の運動を導入した理由は，当時は変動すると誤解された歳
差を複数の天球の組み合わせで構成することに，いわぽ嫌気がさしたからであり，その嫌気
の背景にあるのは，恒星天球に対する崇敬の念である。コペルニクスがここで言っているこ

とが正しくそれに相当する。しかしながら，歳差の問題をまったく考慮しなければ，「不動
であるという状態は変化や不安定の状態よりも高貴で，神的である」という命題から直ちに
地球の運動が演繹出来るわけではない。

8）さらに彼は恒星天球が動くよりも，地球が動くほうが合理的であることを主張して，

言う。「包まれる側と措定される側（つまり地球）よりも，むしろ包む側，あるいは措定す
る側のほうに運動を指定することは，大変不条理であると思えるということを付け加えてお
く。」これも歳差と関係する。歳差のために赤道座標が確かな基準系としては使えなくなる。

歳差を考慮するなら，黄道座標の方がよい。そのためには地球を動かさねぽならない。しか
しながら，これも前の項で指摘したように，歳差の問題がなけれぽ，「包む側が不動，包ま
れる側が動く」という命題が直ちに地動説の導入につながるわけではない。

9）最後にコペルニクスは惑星が地球に接近したり，あるいは遠ざかったりしている現象
を証拠にして，アリストテレスによる単純運動の3分割に反対する。なぜなら，惑星はある
中心の回りを回転している。その中心が地球，あるいは宇宙の中心だとアリストテレスやプ
トレマイナスは主張するが，それは今は良いとして，惑星は地球に接近するときは，「中心
への」運動を行い，また地球から遠ざかるとぎは，「中心から」の運動を行うわけである。
そうすると，「中心のまわりを」，「中心へ」，「中心から」という3つの単純運動は惑星とい
うunius

corporis

motus（同一の物体の運動）である。だから「中心をめぐる運動はもっと

一般的に理解されねぽならない」とコペルニクスは主張する。詰りその意味は地球が自分の
軸の回りに，あるいはまた太陽のまわりに回転運動を行っても良いということである。これ
も上の6）で述べたアリストテレスの自然哲学批判と同じ立場である。

以上コペルニクスが「回転論」第1巻第8章で述べた地動説批判に対する反論を逐条的に
紹介してみたが，今改めてこれらの間に果たして彼の地動説の本当の動機や理由になったも
のが含まれているかどうか調べてみよう。

まず彼は3）において大地の形，すなわち球から大地の運動を演繹するという論法を展開
している。すなおち，大地の形は球だから，大地には回転運動がふさわしいという論法であ

る。果たしてこれがコペルニクスを地動説へ導いた強力な，あるいは決定的な理由になりえ
たかどうかと尋ねてみると，われわれは否定的にならざるをえない。むしろこれは後追いの
理屈であろう。

次に，彼は7）で「不動であるという状態は変化や不安定の状態よりも高貴で，神的であ
ると思われる」という論拠を持ち出している。これは歳差による恒星天球の大混乱を解消す
るために，コペルニクスが従来恒星天球に帰せられていた日周運動を地球に移し替えたこと
を物語っていると思える。たしかに，コペルニクスは「回転論」第1巻の序文で「ところで，

美しいもの全てを包んでいる天ほど美しいものが何かあるだろうか。人々はまたその名前自
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体で，すなわち巧みに彫り刻まれたものという意味の「天」と，純粋と飾りを意味する「世
界」という呼び方によって，そのことをはっきりと述べている。哲学者たちの多くはその比
類なき卓越性の故に世界をvisibilem

deum

vocaverunt（見える神と呼んだのである。）」（33）

筆者は「歳差とコペルニクス体系の生成」で，不規則な歳差を構成するために，同時代の
他の天文学者たちが恒星天球の数を増やして，それらの複雑な組み合わせを試みたが，しか
し，コペルニク〉〜は「見える神」である天の「比類なぎ卓越性」を守るために，天球の日周
運動を地球の自転運動へ組み替えたことを論証した㈹。だから，われわれは天空の高貴さ，

卓越性がコペルニクス革命の原動力になっていることは認めなけれぽならないが，しかし他
方そういう意識だけでは天文学革命は起こらないように思える。すなわち，革命には何らか
の具体的な引き金が必要であると思える。そしてコペルニクス革命ではまず歳差がその引き
金の役割を果たした。そしてそれが地球の日周運動を導入する動機となった。そこで次に，

われわれが切に知りたいと思うのは，コペルニクスの太陽中心説の引き金はいったい何であ
ったかという点である。コペルニクスは以上のような反論を終えるにあたり，「以上すべて

の論拠から，地球が運動すること，特に地球にふさわしい日周回転運動をすることは，地球
が静止していることよりも確からしいことが御分かりになったであろう」と述べているから，

彼はまだこの章では太陽中心説の動機，根拠，理由は示していないと暗示しているのであろ
う。

第3章の注
（26）この第1巻8章はDe

Revolutionibusの14ページ以下16ページまでである。煩項を避けるため

に，この章からの個々の引用に対しては特別の場合を除いて特にページ数を明記しない。
（27）

Copernicus，

De

Revolutionibus，

p．9

（Z8）

Copernicus，

De

Revolutionibus，

p．10

（29）ガリレオ・ガリレイ，「天文対話」，青木靖三訳，岩波文庫，上，1959年，54頁以下
（30）ガリレオ，「天文対話」，36頁

⑳

プラトン，

「ティマイオス」，種山恭子訳，プラトン全集12，岩波書店，1975年，32頁

（32）アリストテレス，「天体論」，109頁
（33）

Copernicus，

De

Revolutionibus，

p．487

（34）坂本博，「歳差とコペルニクス体系の生成」，第6章

第4章

「ほとんど解決不可能な問題」

コペルニクスが地球の公転説，あるいは太陽中心説を考えるに到った理由は何だろうか。

これに関する何らかの手掛かりは，「回転論」の出版にあたり，彼が当時の教皇パウロm世
宛てに書いた献辞の中にあるはずだが，それが余り明確ではなく，その上いささか奇妙な印
象さえ与える。その献辞で彼は次のように地動説の動機を説明している。

「むしろあなたが私の口から聞くことを心待ちされているのは，私が数学者たちに受け入
れられている意見に逆らい，またほとんど常識に反してまで，あえて大地の何らかの運動を
想像したのは，一体何者が私の精神に入り込んで来たためであるか，という点で御座いまし
ょう。そこで私は教皇様に何も隠すつもりはありません。私が世界の球の運動を別の根拠か
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ら引きだそうと考えるに至った動機は，それらの運動を探求するに当たって数学者たち自身
が相互に意見を異にしていることを知るに到ったという以外では御座いません。」㈹

具体的にはどういうことかと言えば，「第一に彼らは太陽と月の運動について確かなこと

を知らないため，回帰年の一定の長さを論証することも，測定することも出来ないので
す。」㈹これはもつぼら歳差に関係した問題である。回帰年とは通常われわれが太陽年と呼
んでいるもので，太陽が春分点から出発して春分点に回帰するまでの周期で決められる。し

かしながら，この周期は地球の軸の首振り運動，つまり歳差（あるいは分点の前進，
precession

of

the

equinoxes）のために毎年短くなる。従って，恒星年（約365．2564

H）か

ら歳差の年間変化分（時間にして約20．4分）を引いた残りが回帰年（約365．2422日）に相当

する。だから歳差の問題が解決できないかぎり，回帰年，あるいは太陽年の長さは正確には
決定できない。改暦の問題と関連して，コペルニクスが歳差の問題と取り組み，その結果地
球の自転説に到ったことは筆者の昨年の論文「歳差とコペルニクス体系の生成」で詳論され
た。したがって，コペルニクスの地球公転説の動機を探求する場合，この歳差の問題は考慮
から外すことが出来る。では，地球公転説の動機と見なしうるものはどこにあるだろうか。
コペルニクスが「世界の球の運動を別の根拠から引きだそうと考えるに到った動機は，それ
らの運動を探求するに当たって数学寝たち自身が相互に意見を異にしていること」だと述べ
た時，それは具体的には次のようであった。

「次に，彼らは日月のみならず他の5つの惑星の運動を構成する場合でも，見かけの回転
と運動を論証する場合同様，「司じ原理と同じ前提を使っていないのです。すなわち，ある数

学者は同心円だけを用い，他の者は周転円と離心円を用いているが，しかし，こうものをも
ってしても彼らは問題を十分に解決してはいないのです。」（37）

同心球（あるいは同心Fi

circuli

homocentri）理論は紀元前4世紀にギリシアの数学者ク

ニドスのエウドクソスによって考案されたものであり，アルストテレスもこの理論に立脚し

て，後世の天文学に大きな影響を及ぼした自然哲学的宇宙論を構成したわけである。図1は
金星の運動を構成するための同心球理論の例を示す。エウドクソスの場合，そのために4つ

の天球が使用されている。天球1は金星の日周運動を作り出すために，天球2は金星が東へ
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転方向，回転周期は出来るだけ観測事実と合うように設定さ

北

、し

れている。そしてこれら4つの天球の中心は点Eにおいて一
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ノ！

西

に，それぞれ要求される。これら4つの天球の軸の傾ぎ，回

︑一渦κ

億敵ンへ

天球1

義・

順行するために。そして天球3と4は金星が逆行し，天空上にループやジグザグを描くため

｝菓

が置かれている。

しかしながら，この理論は致命的な欠点を持っている。そ
れはコペルニクスによっても直ちに「（この理論では）現象

D

プ

、、

南
図1

致するように配列され，そこには絶対的に静止している地球

（平田寛「科学の起源
一古代文化の一側面」，

岩波，1974年355ページ）

と完全に一致するような，議論の余地のない結果を手に入れ

ることはできない」㈹として批判されているが，その「現
象」とは太陽や月，そして惑星があるときは地球に接近し，
またあるときは地球から遠ざかるという現象である。そして
この現象はエウドクソス自身すでに気づいていたようだが，
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どういうわけか無視した。アルストテレスも無視した。しかし，この現象は無視できないこ

とが天文学者の通念となると共に，同心球理論も有効性を失った。なぜなら，図1において
金星は天球4の赤道上に張り付いているが，しかしこの球の半径が変わらない限り，女神ア
プロディーテの星と，これらの球の中心に置かれている地球との距離はどうしても変りよう

がないからである。同じことは他の惑星についても，はたまた太陽と月に関しても指摘出来
る。

だから既に時代遅れとなっていた同心球理論をコペルニクスがこの献辞でわざおざ取り上
げて，批判したのは何故かという問題が，筆者には昨年の論文「歳差とコペルニクス体系の
生成」以来気になっている。その時筆者は，ウェルナー一などコペルニクスの同時代の天文学

者が歳差の不規則性を構成するために恒星天球の数を増やして，これらを同心球的に配列し
ただろうから，コペルニクスはこの献辞においてこの種の同心球理論を批判したのであろう
と推測した。しかしながら，この推測は「（この理論では）現象と完全に一致するような，

議論の余地のない結果を手に入れることはできない」というコペルニクスの批判を十分に満
たしているとは思えない。この場合の「現象」とはやはり上で述べたような地球一惑星間，

あるいは地球一太陽，月間の距離の変動だと解釈するのが一番自然であるように思える。そ
して筆者はその後の天文学史研究おいて，同心球理論が12世紀のスペイン・イスラムの哲学

者，天文学者たちによってプトレマイオス批判のために使われ，あるいはその見直しがさま
ざまに試みられていたことを知った。したがって，コペルニクスが教皇パウロIII世に宛てエ

ウドクソスの同心球理論の批判を行った時．彼の念頭にあったのは，この理論によって惑星
の現象を救おうとした古代ギリシアのエウドクソス，カリッボス，アリストテレスだけでは
なく，スペイン・イスラムの哲学者，天文学者も含まれていたと思える。そしてこれら12世
紀のスペイン・イスラムの熱烈なアリストテレス擁護と徹底的なプトレマイオス批判を考慮
する時，われわれはコペルニクス体系の生成の問題に対して新しい角度からの切り込みが期
待出来ると思うのである。だが，この問題は次の童で取り上げることにしよう。
他方，離心円（circuli

eccentri）理論と志学円（circuli

epicyclD理論はプトレマイオス

においては共に使用された。この2つの天文理論の起源は明確ではない。誰がこの大変有効
な理論を考案したか，不明である。ただ．紀元前3世紀のペルガのアッポロニナスの時代に
は既に使用されていたという。㈹だから離心円理論はアッポロニオスによって考案され，
周転円理論はその後紀元前2世紀にヒッパルコスによって導入されたという説もあるが，真
偽のほどは不明である。いずれにせよ。これら2つの理論は惑星の

A

逆行も，あるいは距離の変動も共に橿成することが出来た。図2は
コペルニクス自身が「回転論」の第3巻で太陽の見かけの不規則な

B

EF

運動を説明するために与えている離心円理論の説明である（40）。

それによると，円ABCは太陽を回る地球の軌道である。その中
心は点Eであるが，しかし太陽はそこではなく，点Fに在る。した
がって，太陽と地球との距離は変化する。すなわち，地球が点Aに
あるとき，それは太陽から一番遠ざかっているから，点Aは遠日点

と呼ばれる。そして地球が点B．Cと進むにつれて，太陽との距離
は短くなり，点Dに来たとき，地球は太陽にもっとも接近する。故

C

D
図2
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にこの点は近日点と呼ばれる。このように，離心円理論においては地球と太陽との距離の変
動は簡単に説明出来る。同様にこの理論によって，太陽と他の惑星との距離の変動も説明出
来る。

しかし，これはもともと地球中心説において，地球と他の惑星，ならびに日月との距離の
変動を説明するために考案されたものである。だから今上Fには太陽ではなく，地球が在る

としよう。そして惑星や太陽，あるいは月が離心円ABC上を一様な速度で回転していると
した場合でも，地球からその惑星を観測すると，速さが変化しているように見える。例えば，

点Aの近傍を通過している天体は，点Bの近傍を通過している時よりも，遅く動いているよ
うに見えるだろう。ところで，この理論において惑星の逆行を説明しようと思えば，点Eを
点Fの回りに回転させれぽ良い。これを「動く離心円」という。

図3は同様に，コペルニクスが「回転論」の同じ箇所で同じ現象が違った理論でも説明出
来ることを示すために描いた周転円の図である（41）。われわれはこれを地球中心説に読み替

えて，その構成を調べて見よう。まず点Eを中心とし，半径AEの円を描く。点Eには地球
を置こう。今描いた円A，B，

C，

Dは誘導円と呼ばれる。これは中心Eの回りを一様な速

さで回転する。次に，誘導円上の点Aを中心とし，半径AIで円を描く。これが周転円と呼
ばれるもので，惑星はこの遠慮円上，例えばFにあり，周転円と共に一様な速さで回転する。
図から明らかなように，周転円の回転により，その上に在る惑星と地球との距離は変化し，

また誘導円の回転と周転円の回転の組み合わせによって，惑星の順行，留，逆行などの複雑
な現象がいとも簡単に説明出来る。

プトレマイオスはこれら2つの理論が等価であることを証明した。そして，その体系では
両者を組み合わせて使用し，さらにエクアントなる特異点を導入した。コペルニクスは「回
転論」の第5巻第2章でプトレマイオス体系の基本的な型を図4のような複雑な構成で示し，
説明を加えている（42）。それによると，点Cを申心とし，半径CAで円を描く。これは離心
円である。なぜなら地球はその中心Cではなく，少し離れた点Dに置かれているからである。
点Dは同時に黄道の中心でもある。

次に線分CDの中点をEとする。これが悪名高きエクアントである。このエクアントを中
心とし，同じ半径で円を描く。これも離心円である。なぜなら地球はその中心Eにはなく，

Dに在るからである。そしてこの第2の離心円の円周上の点Hを中心にして周転円L，亙，
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M，Kを描き，この円の下上に惑星を載せる。従って，第2の離心円は同時に誘導円でもあ
る。惑星は周転円の上を（あるいは，零下円と共に）一様な回転運動を行い，また周寄事の
中心はエクアントの回りを一様に回転する。しかしながら，プトレマイオスはさらにエクア
ントと第1の離心円の中心Cを地球，すなわち点Dの回りに一様に回転させた。

この複雑な周転円，離心円，そしてエクアント複合体をコペルニクスは「離心・職掌円
（eccentrepicyclos）」理論と呼び（43），そしてこの理論は月の運動を適切に説明しないし，

また水星についてもうまく機能しないことを指摘した後で，次のようなコメントを付け加え
ている。「Haec
modis

et

cogitandi，

apparentis

similia
quibus

reddatur

nobis

aequalitas

occasionem
et

praestiterunt

principia

artis

de

mobilitate

permanerent，

et

terrae，

ratio

aliisque

inaequalitatis

constantior．（これらのことや他の似たようなことがわれわれに地球の

運動について考え，あるいはまた運動の一様性と科学の原理を維持し，見かけの不規則な運
動に対してもっとしっかりした根拠から答えることが出来るような他の仕方がないかどうか
と考える機会を提供してくれた。）」（44）

さて，話をパウロ頂世宛の献辞に戻すなら，コペルニクスは離心・周卵円理論のうち離心
円についてのみ以下のように批判している。

「ところで，離心円を考案した者たちは，それと数値を合わせることにより，多くの場合
見かけの運動を解決したように見えるとしても，しかし彼らはprimis

principiis，

de

motus

aequalitate（運動の一様性に関する第一原理に）違反すると思える多くのことを容認しま
した。彼らはまた肝心なこと，すなわち世界の美しい形もその諸部分の確かな対称性も見い

だすことも，あるいは離心円からそれを引き出すこともできませんでした。」㈹これに続い

てコペルニクスは離心円に基づく宇宙像は醜い怪物であると酷評し，そして「もし彼らが
certa

principia（確iかな原理に）従っていたら，こういうことは決して起こらなかったであ

ろうに」と述べている㈹。「運動の一様性に関する第一原理」とは惑星や太陽，月の回転運
動がその中心に関して一様であること，すなわち中心に関して一定の角速度でおこなわれる
べきだという要請である。「確かな原理」というのも同様であろう。

さて，以上の説明から明らかなように，離d・円理論に対するコペルニクスのこの批判は，
同心球理論に対する場合と違って，現象を説明する（あるいは，歴史的な語法によるなら，

現象を救う）際の有効性に向けられているわけではない。コペルニクスは離心円理論が「数

値を合わせることにより，多くの場合見かけの運動を解決したように見える」と述べてい
る（

7）。もっとも先程紹介したように，彼は「國転調」の本文においてはこの理論が月の運

動や水星の運動に関しては不十分であることを指摘しているが，この献辞ではコペルニクス
の離心円批判はそういうテクニカルな欠点よりも，むしろこの理論の原理に向け

られている

ことが分かる。つまり，今もし科学が「現象を救う」ことだけで成り立つなら，離心円理論
は科学理論としては望みうる限りの有効性を備えている。しかし，コペルニクスは彼の地球
公転説の動機として離心円理論を批判しているのだから，その動機が科学的なものを越えて
いることに注目すべきである。

ただし，コペルニクスのこうしたプトレマイオス批判を読んで，非常に奇妙に思えるのは，

彼自身が「回転論」ではプトレマイオスとまったく同様に，周転円と離心円を組み合わせた
離心・周転業体系を使用しているということである。したがって，彼自身の宇宙体系も同様
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に「怪物monstrum」のそしりを免れることはできない。もし彼が離心円理論は「運動の一
様性に関する第一原理に違反すると思える多くのことを容認しました」というなら，どうし
て周転円理論だけで宇宙体系を構成しようとしなかったのだろうか。だから宇宙の構成原理
について「もし彼らが確かな原理に従っていたら，こういうことは決して起こらなかったで
あろう」などという旧天文学批判は当然自分自身に対しても向けられるべきである。ただし，

プトレマイオスと違うところは彼がエクアント（punctum

equans）は使っていないという

点だけである。

ところで，1510年前後に善いたと思われる「コソメン．タリオールスcomrnentariolusJの
冒頭で，コペルニクスはパウロIII世への献辞で述べたこととほぼ同じことを述べている。す
なわち，

「カリッボスとエウドクソスは同心球を使って問題を解決しようと企てたが，惑星の運動
を全て説明することは二二なかった。なぜなら彼らはただ惑星の見掛けの回転だけを説明す
るだけではなく，またこれらの天体が，あるときは天空遠く退くように見え，あるときは近
づくように見えるという事実をも説明しなけれぽならなかったからである。ところが，この
事実は同心球の原理とは相容れなかった。したがって，離心円と周転円を採用するほうが良
いように思え，そして最終的にはこのシステムがほとんどの天文学者によって受け入れられ
た。しかし，プトレマイオスと他の大部分の天文掌者たちの惑星理論は，天文データとうま
く合いはしたが，同心球理論同様，小さくはない困難を呈示しているように思えた。なぜな
らこれらの理論はある種のエクアソトを考えに入れないかぎり，十全ではないからであった。

しかしこの場合，惑星はその誘導円のうえ，あるいは累世円の中心の周りを一様な速さで運
動しているようには見えない。ここからして，この種の体系は十分に絶対的でもなければ，

十分に心に適うものでもないように思えた。これらの欠点に気づいたので，私はしばしぼも
っと合理的な円の配列は見つからないものか，その配列から全ての見掛けの不規則性が演繹
され，そしてそこにおいてすべてが，絶対運動の規則の要求に従って，自己固有の中心の周
りを一様に運動するような，そういうものが見つからないものかと考えた。この困難で，ほ
とんど解決不可能な問題に立ち向かった後，ついに以下のような発想を得た。すなわち，こ
の問題は，もしいくつかの想定（公理ともいう）が認められるなら，従来使用されて来たも
のより少なくて，遥かに簡単な構成でもって解決できるであろう。」（48）

上の引用から分かるように，コペルニクスはプトレマイナスが導入したエクアソトを排除
して惑星理論を構成したいと念願しているが，しかしエクアントを導入しないで周転円だけ
で，あるいは離心円だけで，惑星理論を構成することは可能なはずである。エクアントを排
除すれぽ，離心円理論も周転回理論も「絶対運動の規則」には適うはずである。しかしそう

すると，太陽中心説を導入する必然性はどこにもないわけである。だからコペルニクスが献
辞において，怪物を作り出すとして離心円理論を酷評していることは，彼がプトレマイオス
の離心・周転円理論をr括して破棄しようとしていることを意味するであろう。しかしなが
ら，彼は「回転論」では同じ理論を使っているのである。このことが解釈干たちを悩ませ，
戸惑わせる。しかし，筆者は思うに，例え彼が「回転論」でその理論を使っているとしても，

彼がプトレマイオスを批判し，新しい体系を求めていた時点に限って言えば，彼は離心・円
転円理論を全階的に放棄していたと理解すべきである。
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そうすると，彼が採用出来る理論は同心球しかなかった。しかし，さきほどの彼の同心球
理論批判によると，この理論は惑星の不規則運動のうち，逆行は何とか構成でぎても，距離
の変化は絶対に説明出来ない。だから，同心球理論を採用しながら，これによ6て地球と惑
星との距離の変化，あるいは地球と太陽や月との距離め変化を説明しようとすることは，ど
のように精巧な幾何学的工夫をもってしても，とても無理な話なのである

地球を同心球

の中心に置いている限りは。コンメンタリオールスでコペルニクスが「この困難で，ほとん
ど解決不可能な問題」と言った時，われわれにはそれは「同心球理論を使って，しかも地球
をその中心に据え，さらに地球と他の7つの天体との距離の変化を構成する問題」と聞こえ
て来るのである。そして，コペルニクス以降では誰もが知っているように，この問題を解く
方法はただひとつ，それは地球を同心球の中心から外すこと。すなわち地球公転説である。
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宇雷論における哲学と科学とのジレンマ

われわれは第2章でアリストテレスとプトレマイオスによる地動説批判を見た。．そしてま

た第3章でそれに対するコペルニクスの反論を紹介した。そこで遠くから見ると，アリスト
テレスもプトレマイオスも何か一心同体であるかのように見える。しかしながら，近づいて
子細に眺めると，両者は一心同体であるどころか，逆にほとんど水と油のように相容れない
側面をもっていることが分かる。数学者，あるいは天文学者はその対立に無頓着でいら覧た
かもしれないが，しかし自然哲学者にと6てはその対立は堪え難いもの．であ．つたにちがいな
い。

ところで，われわれはコペルニクスが数学者を自任していたことを知っている。なぜなら，
コペルニクスは教皇パウロm．世業の献辞の中で，天文学に無知な連中が自分の地動説を笑う
であろ．うが，しかし「IV［athemata

mathematicis

scribuntur（数学は数学者のために書かれ
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るのです）」㈹と強調している。しかしながら，コペルニクスが数学者に留まっていたら，

いわゆる「コペルニクス革命」はなかったと思われる。あるいは少なくとも，コペルニクス
革命は地球自転説に留まっていたと思われる。なぜならすでに紹介したように，コペルニク
スは数学的には大変巧妙な工夫である離心円理論については「多くの場合見かけの運動を解
決したように見える」と述べているから，彼が数学者に留まる限り，離心・周転円理論を批
判する理由はなかったはずである。しかしながら，彼はこの理論は怪物を作り出すと言って
批判した。かれ自身が数学者としてその理論を使っているにもかかわらず，である。みずか
ら離心・予測円理論を使いながらコペルニクスはなぜこれを批判したかという問題は，いず
れ是非とも解明しておく必要がある。しかし，われわれがここでこの疑問について言えるこ
とは，プトレマイオスの体系を批判して，より良い体系を模索していた時点のコペルニクス
と，太陽中心の基本的原理から体系を構成し始めたコペルニクスとは違うということである。

さて，遠くから見ると分からないが，近くから見ると分かることは，離心・十型円（ec−
centrepicycli）理論にもとつくプトレマイオスの宇宙体系が形成されて以来，自然哲学者は
この体系とアリストテレスの自然哲学との対立，矛盾に悩まされつづけたということである。

われわれはこの対立，矛盾の文脈の中でコペルニクスの問題意識を設定できると思う。なぜ
ならわれわれにはコペルニクス自身もまたアリストテレスの自然哲学とプトレマイオスの天
文体系との対立，あるいは一般化するなら哲学と科学とのジレンマの中に落ち込んでいたよ
うに思えるからである。そのことはレティクスの証言から読み取れるであろう。レティクス

はコペルニクス宇宙論の通俗的な解説書である「最初の解説Narratio

Prima」を終わるあ

たりで，アヴェロエスによるプトレマイオス批判を紹介し，またその言葉を引用している。

すなわち，「アヴェロエスは他の点では第一級の哲学者であったが，彼の結論はこうであっ
た。つまり，周章円と離心円はどうみても自然の領域においては実在できない。そしてプト
レマイオスはなぜ古代の斯々が地球の回転運動を想定したか分からなかったのだ。アヴェロ
エスの最終判断によると，Astronomia

computationi，

Ptolemaei

nihil

est

in

esse，

sed

est

conueniens

nonesse．（プトレマイオスの天文学は実在に関する限り，何ものでもない。

ただし存在しないものを計算するには便利なものである。）」（50）アヴェPエスはアリストテレ

スの自然哲学とプトレマイオスの天文体系の相克に引き裂かれたイスラムの哲学者であった。
レティクスが「最初の解説」でこのアヴェロエスを引用していることは，コペルニクス自身

もまたその種の相克，ジレンVを十分に心得ていたということである。以下われわれはこの
ジレンマを歴史的に概観してみよう。

最初にプトレマイオスの天文体系に対して自然哲学の立場から異議を表明したのは新プラ
トン学派のプロクルス（c．410−485）である。彼は離心・周転円理論が現象をよく説明するこ

とは認めたが，しかしプラトンの「ティマエオス」では天球の回転は宇宙の中心をなす地球
の周りに行なわれなければならないというプラトン主義の立場から，プロクルスはプトレマ
イオスを退けた。さらにまた，アリストテレスの自然哲学によっても，彼にとってプトレマ

イオスの離心・周転円理論が受け入れがたいことは明らかであった。なぜなら離心円理論で
は回転の中心は地球ではなく，空虚な数学的点にすぎず，また周転円の回転の中心も，それ
は地球やその他の不動の物体ではなく，誘導円の円周上の数学的な，いわぽ空虚な点にほか
ならない。だからこういう理論が実在の宇宙を表しているはずがなく，哲学的には受け入れ
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難いものである｛51＞。

しかしながら，プトレマイオスの離心円・周転円理論を退けた場合，それに代わる理論が
ないということが自然哲学者にとっては苦悩の種になる。プラトンやアリストテレスの天文
学はエウドクソスの同心球理論に立脚していた。そしてこの理論は地球を中心として回転す
る7つの天体（太陽と月も含めて）が，あるときは地球に接近し，あるときは遠ざかり，ま
た回転の速度も一様ではないという観測事実を知らなかったか，あるいは無視していた。だ
から，これらの現象を救おうと思えば，離心・周転円理論を受け入れるしかないが，しかし
それはプラトンやアリストテレスの自然哲学に違反することになるわけである。だからこれ
は深刻なジレンマである。プPクルスはこのジレンマをすり抜けることが出来なかった。そ
れはこれから紹介する自然哲学者についても同様である。

中世においてアリストテレス主義の立場からプトレマイオス批判を繰り返し，そして解決
を見？けることが出来ずに，苦悩の淵に沈んでしまったのは，スペインにおけるイスラムの
哲学者と天文学者達であった。それはほとんど12世紀に集中している。このときスペインで
はアリストテレス主義が急速に台頭した。われわれは天文学者としてはかビル・ベン・アルフ
ァー（Gabir
al−din

ben

Alfah），別名ゲベル（Geber）とヌル・エディン・アル・ビトルージ（Nur

al−Bitrugi），ラテン名アルペトラギウス（Alpetragius）の二人を数えることが出来

るし，また哲学者としてはアヴェンパーケ（Avelnpace），アブ・バクル・イブン・トゥファ
イル（Abu

Bakr

Ibn

Tufay1），又の名アブバケル，さらにアリストテレスの「形而上学」

の注釈者として有名なイブン・ルシド（lbn

Rushd）又の名アヴェロエス（Averoes），そし

てユダヤの哲学者，マイモニデスを上げることが出来る㈹。彼らに共通しているのは，ア
リストテレスを最も偉大な哲学者として崇拝し，プトレマイオスの離心・玉転円理論はアリ

ストテレスの自然哲学と拮抗すると見なし，そしてプトレマイオスに代わる体系を求め，そ
して失敗し，苦悩の淵に沈んだことである。

コペルニクスはPt・一マ教皇パウロm下下の献辞で離心円理論は手酷く批判したが，周転筆

理論については沈黙を守っているから，読者は周転円のほうがマシなのかと思い込むが，マ
イモニデスの場合を見ると，周転学よりも離心円のほうが受け入れやすいことが分かり，意
外な感じを抱くのである。マイモニデスが積極的に周転円を排除した理由は，第一に周小円
の回転の中心は誘導円の円周上にあるから，アリストテレスが単純運動の1つとして認めた
「宇宙の中心のまわりを」という回転運動に相当しないこと，そして第二は周転円の回転の
中心は誘導円と共に動いているが，しかしアリストテレスの言う回転運動は不動の中心たる
地球の回りに行われなけれぽならないということであった㈹。

こうして「プトレマイオスの離ら円と周転学を追放することが12世紀にスペインで起こっ
たアリストテレス運動の1つの目的であった。」（s4）が，それは失敗した。そしてその失敗は

目にみえていた。問題は彼らがアリストテレスの自然哲学に合致すると考え，またアリスト
テレス自身が採用していた同心球理論では，逆行など他の現象の説明はともかくとして，日

月と惑星が地球に接近し，或は遠ざかるという，このもっとも基本的な現象はどのような幾
何学的工夫をこらしても絶対に解決不可能であったからである。

われわれはコペルニクスが12世紀のスペインにおけるイスラム哲学者と天文学者によるプ
トレマイオス批判と挫折を十分に知っていたと推測することが出来る。なぜならまず第一に，
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彼は天文学者アルペトラギウスのことはよく知っていた。実際このイスラム・スペインの著
名な天文学者のことは，コペルニクスが「回転論」の第10章で宇宙の秩序を取り扱った際に

取り上げているからである㈹。また，彼が著名なアリストテレス注釈者のアヴェロエスの
ことを知っていたことも間違いない。なぜなら先に引用したように，レティクスが「最初の
解説」でその名に触れ，そしてプトレマイオス批判の権威付けに使っているからである。
そしてわれわれは以上のようなイスラム・スペインのアリストテレス運動を考慮するとき，

コペルニクスが教皇パウロm世に向かって，地動説の動機を説明する際に，何故アリストテ
レス以来放棄されていた同心球理論をわざわざ取り上げて，これを批判したか，その理由を

理解することができるように思える。すなわち，それは未だ放棄されず，プトレマイオス批
判のシンボルとして意味を持っていたからである。しかしながら，コペルニクスが同心球理
論を批判したことと，彼が離心・七転円理論を批判したことは，同列にはおけないデリケー
トな問題を含んでいる。すなわち，前の章でも触れたように，コペルニクスは同心球理論で

は説明出来ない現象があることは指摘したが，しかし宇宙論における自然哲学的な原理，つ
まり天球の一様な回転という原理については文句をつけていないのである。なぜなら同心球
理論は完全にその原理を実現しているからである。他方，コペルニクスは離心・周転円理論
が現象をうまく説明出来る点は評価しているが，しかし，それが天球の一一etな回転め原理か

ら外れて，怪物のような宇宙論を作り出しているとして，これを非難している。むしろ，
「破棄している」と言っても差し支えないと思われる。この問題は次の章で立ち入って議論
したいと思う。

ところで，イスラムの天文学者や哲学者が宇宙論における哲学と科学のジレンマの淵に沈
んだとき，マイモニデスとアヴェロエスの態度は対象的である。すなわち，マイモニデスは
最終的には天空の探求を諦めるように勧めたという。これはオジアンダー風の科学不可知論
につながるであろう。他方，アヴェロエスは哲学と科学の一致に関しては未だ希望を捨てて
いない。彼は次のように書いている。「周転円や離心円は不可能であるから，われわれは故
に自然的な土台に基礎を置いた真の天文学へ再び戻ることを考えねばならない。（中略）若
かったころ，私はこの探求を完成できると思っていた。しかし，今や年を取ってしまったか
ら，私はこの希望を放棄してしまった。しかし，この議論はたぶん誰か他の人にこの探求を
遂行するように導くかもしれない。な：ぜなら，現在の天文学は実在に関する限りは存在しな
いのである。ただ，それは実在とではなく，計算と一一致しているに過ぎない。」㈹

実は，レティクスが「最初の解説」で引用したアヴェロエスの言葉の文脈は以上のようで
あった。そして，コペルニクスがアヴェPエスの「しかし，この議論はたぶん誰か他の人に
この探求を遂行するように導くかもしれない。」というこの言葉をどのように受け取ったか，

大変興味をそそられる問題ではある。すなわち，イスラム・スペインの天文学者と哲学者が
ジレンマに切り裂かれ，苦悩の淵に沈んでしまったところに，コペルニクス自身は彼の使命
を見出さなかったかどうか，大変興味をそそられる問題だと筆者は言いたいのである。

第5章の注
㈲

Copernicus，

De

revolutionibus，

「天文学者」と同じ意味である。．

p．5この場合の「数学」，「数学者」は今日で言う「天文学」，
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第6章ピロラオスに助けられて
歳差問題を解決した後，コペルニクスが直面した問題は，これまで歴史家たちが指摘した
ような問題つまり金星の周囲円が異常に大きいとか，あるいは太陽，金星，水星の公転周
期の信じがたい一致とか，あるいはまた惑星の逆行現象であるとか，はたまた月や火星が複
雑な運動をおこなうとか，そういう個別的な問題ではなく，ネオ・プラトニストのプロクル
スからアヴェロエスなどイスラム・スペインのアリストテレス主義者が直面していた困難，

すなわちアリストテレスの自然哲学とプトレマイオスの宇宙体系とのどうしょうもないジレ
ンマであったと筆者には思える。そして筆者はコペルニクスの思考の過程を以下のように推
測して見ようと思う。

まず第一に，彼はイスラム・スペインのアリストテレス主義者，特にアヴェPエスに同調
して，プトレマイオスの離心・周転円理論を捨てた。少なくとも，一一va的にはそれを拒絶し

たと思える。なぜなら，それがアリストテレスの自然哲学に反するだけではなく，コペルニ
クスの美的感覚にとってもそれが宇宙論の「怪物monStrum」を作り出すからである。もち
ろん，アリストテレスの自然哲学が立脚していたエウドクソスの同心球理論は十分に美的セ
ンスに適うものであり，これを数学的にも極めてエレガントなものとして絶賛する歴史家も
いる（57）。そうしてみると，われわれは天文学に関して「数学的」という言葉を2つに使い

分けなけれぽならないかもしれない。1つは厳密性，つまり計算の正確さであり，他はエレ
ガンスである。

それはともかくとして，われわれはコペルニクスが「コンメンタリオーールス」においても
「回転論」においても，プトレマイオスの離心・周転円理論を使っていることを知っている。

そして正にこのことがこれまでコペルニクス理解を極度に困難にして来た理由であった。実
際コペルニクスは「コソメンタリオールス」においても「回転論」においても離心。周転円
を使っていながら，「圓転論」の教皇パウロ

III世に宛てた献辞ではこの理論を「怪物」を作

り出すとして痛烈に批判しているのである。したがって，ここにコペルニクス研究のジレン

マがある。しかしながら，これは解けないジレンマではない。前の章でも述べたように，そ
れは基本的な原理を探求しているコペルニクスと，発見された原理に基づいて体系を構成し
ているコペルニクスとを区別してみることである。筆者がそういう解決の仕方を考えるのは，
デカルトが同じやりかたをしたこと知っているからである。

デカルトは全面的懐疑において

は世界が存在すること，私が身体を持つことを否定し，あるいは神が存在することさえも否

92

定した。しかし一旦

cogito

ergo

sumという基本原理をつかみ取るや，そのあとの体系構成

においては神の存在を回復し，世界の存在を肯定し，また私が身体を持っていることを認め
た。しかしこうして出来上がったデカルトの体系それ自体は中世スコラ哲学の古い体系から
いくらも脱却してはいなかった。筆者にはコペルニクスも同様であるように思える。つまり，

太陽を宇宙の中心に据えるという彼の原理はデカルトのコギトと同様に誠に斬新である。し
かし，彼がこの原理にもとづいて体系を構成する手法は彼が一旦拒否した古い離心・周転円
理論であった。だから，彼のパウロIII世に宛てた献辞は，たとえ1540年に書かれたとしても，

そこで彼が報告している太陽中心説の動機は彼が若い頃行ったプトレマイオスの離心・周面

円理論批判であったにちがいない。これによって先の論文「歳差とコペルニクス体系の生
成」以来筆者を悩ませ続けていた問題が解ける。要するに，原理探求の過程と体系構成の過
程はしぼしぼくい違うことがあるということである。このことを了解することが出来るなら，
われわれは最初コペルニクスは単にプトレマイオスのエクアントを拒否しただけではなく，
その離心・雪転円理論さえも拒否したと想定することが出来るのである。

ところで，離心・周転円理論を拒否するということは，暫定的であれ，同心球理論を採用
するということになる。さもなければ，天文学においては何も始まらないであろう。しかし，

同心球理論では少なくとも地球と7つの天体（太陽と月を含む）間の距離の変動が説明出来
ない。コペルニクスは教皇パウロ阻世に向かい，同心球理論では「現象と完全に一致するよ
うな，議論の余地のない結果を手に入れることはできない」㈹としてこれを批判したが，し

かし，それは単に彼が同心球理論の無効なることをここで改めて宣言したにすぎないと解釈
するわけにはゆかな：い。なぜなら，同心球理論を取りながら，しかもこれらの天体問の距離
の変動を説明出来るただ1つの可能性が残されているからである。それは同心球の中心に，

地球ではなく，太陽を置くことである。もちろん，これはアリストテレスの自然哲学とは相
容れない。しかし，コペルニクスは地球を自転させたとき，すでにアリストテレスとは別れ
を告げていた。だから，イスラム・スペインのアリストテレス主義者とは違って，コペルニ
クスにはジレンマから脱却する道が残されていた。そしてこの道にはすでに先例があった。
それはアリスタルコス（c310−230B．C．）の太陽中心説とピロラオス（紀元前420年代に活躍

したと思われる）の中心火理論である。コペルニクスにおける地球自転説から地球公転説へ
の移行とtO

Pラオスの中心火理論との関係は，幸いにも，「圓転論」第1巻第5章「円運動

は地球にも相応しいか，またその位置について」において詳しく示されている。
「このように（地球の自転運動を）想定すると，次にもう1・つの問題，すなわち地球の位

置に関する重大な問題が出てくる。もっとも世界の中心は地球であると，ほとんど全ての人
たちは受げ入れ，信じ込んでいるけれど。なぜなら，もし地球が世界の中央，あるいは中心
を占めていることを否定する人が居るとしても，しかし彼は（世界の中心から地球までの距
離）は恒星天球までの距離と比較すると，たいしたことはないが，しかし太陽やその他の惑
星の軌道と比較すると，著しくかつまた紛れもないことを認めるであろう。そして彼は考え
る，このためにこれら惑星の運動は複雑に見えるのだと，あたかもそれらは地球の中心とは
別の中心によって支配されているかのように，そして彼は恐らく惑星運動の複雑な現象に関
して何とか的を外れない理由を持ち出すことができるであろう。Quod
propinquiora

terrae，

et

eadem

remotiora

cernuntur，

necessario

enim

arguit

errantia

centrum

sidera

terrae，

non
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esse

illorum

circulorum

centrum．（すなわち，惑星が地球に近付いたり，また同じ惑星が

地球から遠くなったりすることが見られるということは，地球の中心がこれらの星の回転の
中心ではないことを必然的に論証している。）ところで，地球がこれらの星に近付いたり，

遠ざかったりしているのか，あるいは逆なのかは，決して明らかではない。従って，地球の
かの日周回転以外に何か他の地球の運動を考えている人が居るとしても，それは驚くべきこ

とではない。ピュタゴラス派のピnラオスは多分地球が回転し，そして複雑の運動をしなが
らさまよっていると考えたと伝えられている。彼は尋常な数学者ではなかった。なぜならプ
ラトンの伝記を書いた人々が伝えているところでは，プラトンはこの人物に会うためにイタ
リアに行くことを遅らせなかったという。」（59）

コペルニクスはここで惑星現象の複雑な現象として特に惑星と地球との距離が変わること
を指摘している。そして彼は宇宙における地球の位置を求めるにあたり，この現象をよく説
明出来る理論としてピロラオスの中心火理論を持ち出しているのである。しかしながら，地
球と日月，惑星との距離の変動は離心円理論でも周寸時理論でも簡単に構成できる。だから
コペルニクスがここで距離の変動を手掛かりにして話をピロラオスへ結び付けようとしてい

るのは，彼がすでに離心円も周転円も考慮の外に置いて，今はただ同心球理論のみを念頭に
おき，そのアポリアを打開しようと努めていることを物語っているように思える。そして彼
はその打開の道をピnラオスに求めているわけである。

コペルニクスは「回転論」第1巻の最後においてピロラオス弁護を書いた。さらにまたピ
ュタゴラス派のリュシスが同派のヒッパルコスに宛てた詰問状をラテン語に翻訳して，これ
を加えたが，どういうわけか，1543年の初版からは削除された。しかしながら，後年コペル
ニクス自筆の「回転論」原稿が発見されたので，われわれはこれら大変興味深い資料を読む
ことが出来る。

「太陽と月の運動に関することは，地球が動かないと考えても，証明することが出来るこ
とをわれわれは認める。in

similibusque

causis

caeteris

philolaum

vero

errantibus

mobilitatem．terrae

minus

congruit，

Credibile

est

hisce

sensisse：（しかし，このことは他のさ迷

える星においては適切ではない。ピPtラオスが同じような理由から地球が動くと考えたとい
うことは信じられることだ。）サモスのアリスタルコスもまた同じ意見であったと幾人かの

人が伝えているが，それはアリストテレスが憶測し，また間違いだと言うそのような理由か
らではない。それらの理由は鋭い精神と長年の勤勉がなけれぽ理解できないたぐいのもので
あるから。当時それらの理由の多くが哲学者たちには知られていなかったこと，また当時星
の運動の原因をよく知っていた哲学者は本当に少数であったこと，こういうことはプラトン
もちょっと指摘している。そういうことはピロラオスやピュタゴラス主義者によって理解さ

れていたとしても，しかし後世へは伝えられなかったということは大いに有り得ることであ
る。なぜなら文字で伝えないことがピュタゴラス派の信条であったからだ。」（60）

すでに本論文の第2章「地動説に対するアリストテレスとプトレマイオスの批判」におい
て，われわれはピPラオスに対するアリストテレスの批判を見た。くり返しになるが，アリ
ストテレスは科学方法論の立場から，ピPラオスを始め，宇宙の中心から地球を取り外す哲
学者，数学者を次のように批判した。「しかし，これは，現象を説明するために理論や原因
を求めるのではなく，むしろ反対に，かれら自身の或る種の理論や意見のほうへ現象を引き
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寄せ付会しようと試みるものである。だがまた，地球に中心の場所を与えるべきではないこ
とに同意見のひとはほかにも多いであろう，そしてかれらもまたその確証を，見られる事実
にではなく，理論に求めるのである。」

コペルニクスに言わせると，アリストテレスによるピロラオス批判は誤解である。すなわ
ち，ピロラオスの一一撫して奇妙な宇宙体系も距離の変動などの惑星運動を説明するための工

夫であったとコペルニクスは理解した。ただし，紀元前5世紀後半のピロラオスの時代に地
球と日月，あるいは5つの惑星との距離が変動することがどの程度観測されていたか，ある
いは解決すべき問題として意識されていたかは，明らかではない。しかし，ピnラオスのこ
の奇妙な中心火理論でも，地球と日月，あるいは5つの惑星との距離の変動は説明出来るし，
あまっさえ惑星の逆行現象も構成出来る。もちろん，中心火の代わりに太陽を据える方が，
より効果的であり，また神秘主義の色彩もずいぶんと薄れるであろう。実際，アリスタルコ
ス（c．310・230B．

C．）の体系は1そうなっていた。アリスタルコスについてはアルキメデスが

「砂粒を算えるもの」の中で次のような紹介を行っている。

「ところが，サモスの人アリスタルコスは，いくつかの仮説からなる書物を著しまして，

宇宙はいま申しましたものよりも幾層倍も大きいという結論を，それらの仮説から導きだし
たのでございます。と申しますのは，アリスタルコスの仮定しましたのは，（1）諸恒星と太

陽は不動のままであること，（2）地球は太陽の回りに1つの円を描いて圃記し，その円軌道
の中心に太陽が横たわっているということ，（3）諸恒星の球は太陽そのものと同じものを中

心とし，その球の大きさは，彼が地球はそこを回転すると仮定しました円の，恒星への距離
に対する比が，球の中心のその曲面に対する比に同じだ，ということでした。」（61）

第一一に，恒星と太陽が不動であるということは，日周運動を作り出すために，地球が自転

するという意味になる。第二に，地球は太陽のまわりを円軌道を描いて公転することを意味
する。しかしながら，第三に関しては，筆者には意味不明である。アルキメデスは，「球の
中心」は大きさを持たないから，この第三は意味がないと言い，それをアルキメデス風に解
釈しなおしている。ただし，それでも残念ながら筆者には意味不明であるから，この問題は
後日まで棚上げせざるを得ない。コペルニクスだったら，ここは「地球の大きさに比べて字
宙は広大であること」（「回転論」第1巻第69）になるだろう。

「タレースからケプラーまでの天文学の歴史」においてドライヤーは，コペルニクスはど
のようにして太陽は運動の点心であるという着想に導かれたのであろうかと，問いかける。
ドライヤーにとって問題は，コペルニクスは最初は，地球に何らかの運動を帰している古代
の天文学者に影響されて太陽中心説に導かれたのか，それとも独自に惑星の周転円理論から

地球の年周運動を導きだしたのか，という点である。そして彼は後者を採る。すなわちコペ
ルニクスを太陽申虚説へと導いた最初の天体現象としてドライヤーが推測するのは，第1は
地球を回る太陽の公転周期と2つの内惑星（水星，金星）の誘導円の回転周期が共に同じ1
年であるという不思議な一致であり，他方3つの外惑星（火星，木星，土星）の宮田円の周
期がそれぞれの会合周期と同じであるという，これも不思議な一致である。もちろん，これ
らの現象はすでに天文学者の問ではよく知られたいたが，しかし「2つの内惑星の誘導円と，

3つの外惑星の周忌円は地球が1年かけて描く1つの軌道を表しているに過ぎないのだとい
うことが，突如として彼の頭にひらめいたのであろう」（62＞とドライヤーは推測した。
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他の研究者もコペルニクスはピロラオスなど古代ギリシアの天文学者に影響されて太陽中
心説へ導かれたのか，あるいは否かと問いかける。そして古代ギリシアの天文学者に影響さ
れたという解釈を取る歴史家を筆者は知らない。しかしながら，筆者にはコペルニクスが古
代ギリシアの天文学を研究して，太陽中心説に導かれたのではないかという風にも思えるの
である。もちろん，それはコペルニクスがギリシア天文学を知って，ピロラオスの体系に共
感したとか，あるいはその神秘性を減少するにはアリスタルコスの体系のほうが受け入れや
すいとか，そういう呑気な動機ではないだろう。それはコペルニクスが直面していた問題，

すなわちわれわれの解釈によれば，アリストテレスの自然哲学とプトレマイオスの離心・周
転円理論とのどうしょうもないジレンマが彼をギリシア天文学の研究へ導き，彼はそこでピ
ロラナスやアリスタルコスを発見したと考える方が自然であるような気がする。あるいはコ

ペルニクスが歳差の問題を解決するために，地球を自転させるという先例を古代ギリシア天
文学に求めたとき，同時にピロラナスやアリスタルコスの地球公転説を知ったというふうに
推測することもまた可能である。この点に関連してわれわれが利用出来る資料は，コペルニ
クスが教皇パウロHI世に宛てた例の献辞である。

「従って，諸天球の運動を導き出すに当たり，数学の伝統には以上のような不確かさがあ
りますが，それについて私なりに長い間あれこれと考えているうち，この上もなく善でこの

上もなく規則正しい職人がわれわれの為に製作した世界機構の運動について，哲学者たちも
数学者以上の確かな理解がなく，ただ天球の何か細ごました事柄に関して誠に巧妙な詮索を
行っているに過ぎないことを知り，私はうんざりするようになりました。このために，私は
誰か，世界の球の運動は，学校で数学を教えている人達が述べているのとは違ったものだと
考えてはいなかったかどうかを知りたいと思い，手に入る全ての哲学者たちの本を読みなお
すという仕事を自分に課したのです。そして実際私はキケロの本で最初に，ピケタスが地球
は動いていると考えたことを見いだしました。そしてその後プルタルコスの本で，他の幾人
かも同じ意見であることを発見いたしました。その言葉を，全ての人々に明らかなように，
ここに喜んで引用しておきたいと存じます。」㈹そして，この後直にコペルニクスはプリュ

タルクの「哲学者たちの意見」（実は今日では偽作と見なされている㈹）第3巻の13からギ
リシア語で引用している。しかし，筆者はあまりギリシア語が得意ではないから，英訳から
の重訳を以下に与えておく。

「地球は静止していると考えているものも居るが，しかしピュタゴラス派のピロラオスは
地球は太陽や月と同じ様に，火のまわりを斜円を描いて公転すると信じている。ポントスの
ヘラクレイデスとピュタゴラス派のエクパントスは地球を動かしたが，進行運動ではなく，
車輪のように自分の軸のまわりを東から西へ自転する運動を与えた。」㈹

以上の資料を文字どおりに受け取るなら，コペルニクスは古代ギリシアの天文学者から地
球の自転と公転について教えてもらったことになる。これを字義通りに受け取るに何か不都
合があるだろうか。
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第7章自然の単純性について
昨年の論文「歳差とコペルニクス体系の生成」と今回のこの論文「コペルニクスの太陽中
心説の動機」によって，われわれはコペルニクスの地動説の歴史的背景や動機をほぼ把握す
ることが出来たと思う。前者によってわれわれはコペルニクスの地動説のうち地球の自転，

あるいは日周運動の直接的な動機は歳差の問題であったことを知ることが出来た。また後者
によって，われわれはコペルニクスの地動説のうち地球の公転，あるいは年周運動の直接的
な動機はアリストテレスの自然哲学とプトレマイオスの天文体系とのジレンマであることを
知った。だからコペルニクス革命には2つの源泉があることになるが，これらが基本的には
1つに帰着しないかどうか，検討してみたいと思う。

すでに述べたように，コペルニクスが地球の自転運動を導入したきっかけは「プトレマイ
オスによって恒星は東へ移動することが確認されたが，さらにこの運動自体が不規則である
ことが見出された」㈹ことである。そして他の天文学者たちはこの問題を解決するために，

第9，第10と天球の数を増やして行ったが，「しかし彼らは約束した成果を実現できないで

いる。そこで何やらすでに11番目の天球が現れ始めた模様である。quem
numerum

uti

superfiuum

facile

refutabimus

in

motu

circulorum

terrae（しかし，地球の運動を想定す

れば，われわれはそれだけ沢山の数の円は余分なものとして容易に退けることが出来るであ
ろう）」（67）

天球の数を増やすよりも，地球を自転させるという選択は，1つは「自然の単純性」とい

う原理に基づく。われわれが自然の単純性と呼ぶものをコペルニクスは「naturae
sagacitas（自然の知恵）」と呼んでいる。彼がこの言葉を使っているのは，「回転論」第1

巻第10章で太陽が宇宙の中心を占めていると主張している箇所である。すなわち，「（太陽
を宇宙の中心にもってくることは）地球を世界の中心にとどめた人たちが熱心に勧めたこと，

つまり知性をほとんど無数の天球のなかに引ぎ裂くことよりは，容易に認めうることだと私
は思う。Sed
quiddam，

vel

naturae
inutile

sagacitas

magis

produxisse，

ita

sequenda
potius

est，
unam

quae

saepe

sicut

rem

maxime

multis

cavit

ditavit

superfluum

effectibus．（し

かし，おれわれが従うべぎは自然の英知である。これは出来得る限り余分なもの，あるいは
無益なものを生み出すことを避けることにより，むしろ1つのものをしばしぼ多くの結果に
よって豊かにしたのである。）」㈹ここでコペルニクスが言っていることは，太陽を宇宙の中
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心に持ってくれば，従来地球と5つの惑星との距離が変わることや，あるいは惑星が逆行運
動をすることなどを説明するために必要とされた天球を削除して，もっと単純な宇宙像を構
築することが出来るということである。

ところで，レティクスは「最初の報告」で「われわれが古代の天文学者の仮説を捨てなけ
れぽならない主要な理由」として6つほどあげているが，その5番目にこの「自然の知恵」
を置いている。もっとも彼はこれをガレノスに発するものと見なして，「自然は何事も目的
なしには行わない」とか，「われわれの創造主は誠に賢明であるゆえ，彼の作品のいずれを

取って，ただ1つの役に立つのではなく，2つ，3つ，あるいはそれ以上の役に立つのであ
る」などという言明を引用し，そして「quare

apparentijs

satisfieri

cum

hoc

vnico

terrae

motu，

infinitis

quasi

videremus，（このために地球のこのただ1つの運動によって無数の現

象が満足させられるように思えるのである」㈹と強調している。

したがって，自然の単純性というこの要請がコペルニクスの地球自転説の動機でもあり，

また同時に地球公転説の動機でもあったことが分かる。これはコペルニクス説の動機に対す

るケプラーのコメントによっても確認出来る。ケプラーは1596年に出版したrMysterium
Cosmographicum（宇宙誌の神秘）」の第1章で，彼がコペルニクス説を正しいと思う理由
をいくつか述べているが，その第2として彼は次のようにコペルニクス説が自然の単純性の
原則に適っていることを上げている。「しかし何故コペルニクスが類の問題の代わりに種の
問題を取り扱い，そして太陽を特に宇宙の中心に置き，地球をその回りに動かしたか，その
理由は他にあったのである。なぜなら天文学から物理学へ，あるいは宇宙誌へと移っても，

コペルニクスのこれらの仮説は単に自然に反していないだけではなく，むしろ大いに自然に
適っているのである。Amat
quam

ociosum

aut

i11a

superfluum

simplicitatem，
extitit：

at

amat

saepius

vunitatem．
vna

res

Nunquam

mu！tis

ab

in
illa

ipsa

quic−

destinatur

effectibus．（自然は単純性を愛し，単一性を好む。自然の中には無用なもの，余分なものは

一切存在しない。そしてしぼしば自然によって1つのことに多くの効果が指定されるのであ
る。）」（70）

自然の単純性という要請は，筆者が知る限り，いろいろな科学者によって表明され，そし

て適用されているが，ここでは特にガリレオの場合を取り上げて見たい。彼は「新科学対
話」の第3日で自由落下の問題を解決するに当たり，自然の単純性の要請を以下のような形
で使っている。「けだし自然は，その実行に於いて，最も容易，かつ簡単な手段を用ふるを
常とするからである。（中略）だから私は，最初指示された高さに於ける静止から落下する
石が，次第に新しく速さを増すことを観察した時，どうしてかやうな速度の増加が，全く簡
単な，誰にも分明な仕方で行はれてるることを信じてはいけないのだろうか？細心の注意を
以ってすれぽ，速度の追加或ひは増加が常に一様に行はれるもの程簡単なものは有るもので
はない。」（71）自由落下の法則を正確に捉えたことは，ガリレオの科学的業績の中でもトップ

に数え上げるべきものであり，またこれがコペルニクス説の力学的擁護に重要な支えとなっ

たことを考える時，自然の単純性の要請が，近代の科学革命の3人の担い手において，自然
理解の最も基本的な局面で最大の効果を発揮したことを知ることは，大変興味深いことであ
る。

ところで，同様に興味深いことは，20世紀の科学革命を担った一人である湯川秀樹も自然
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の単純性を研究の指針としていたらしいことである。すなわち，彼がモスクワ大学の物理学
教室を訪問して，イワネンコ教授に落書きを頼まれた話は大変面白い。「イワネンコ教授の
部屋に入ると，壁の上に白墨で何か書かれている。「物理法則は美しかるべきである」とあ
る下に，ディラックの署名がある。イワネンコ氏は，この文句が気に入ったか，私にも何か

書き残せという。少しちゅうちょしたが，思い切って「自然はその本質において単純であ
る1と書く。イワネンコ氏は大へんよろこんだ。近いうちにハイゼンベルグを呼んできて何
か書かしてやろうともいう。J（72）

コペルニクス革命の動機に，湯川の自然の単純性と並んでポール・A・M・ディラックの
自然の美という観念もまた発動したことは，ここでも強調しておかなけれぽならない。「回
転論」第一巻の序文の冒頭でコペルニクスはひとしきり宇宙の賛美を行っている。すなわち，
FQuod

autem

declarant
Ipsum

p．

：

coelo

pulchrius，

Caelum

lerique

et
p．

nernpe

Mundus．

hoc

quod

hilosophorum

continet

puritatis
ob

nimiam

et

pulchra

ornamenti

eijus

omnia，
：

illud

excellentiam，

quod

vel

caelati

visibilem

ipsa

nomina

appellatione．
deum

vocaverunt

（ところで，美しいもの全てを包んでいる天ほど美しいものが何かあるだろうか。人々はま

たその名前自体で，すなわち巧みに彫り刻まれたものという意味の「天」と，純粋と飾りを
意味する「世界」という呼び方によって，そのことをはっきりと述べている。哲学者たちの
多くはその比類なき戸越性の故に世界を見える神と呼んだのである。）」（73）そして彼が同時代

の天文学者のように，不規則な（と誤解された）歳差を構成するために恒星天球の数を増や
すよりは，地球自体に運動させることを選んだ理由は，先に述べた自然の単純性の要請と同
時に，また自然の美の概念も発動したことは，以上の引用からも明らかである。したがって，

歳差問題をきっかけとして導入された地球自転説の背景をなしていたものは，自然の単純性
の要請と自然の美の概念である。

なぜなら，コペルニクスは例のパウn

III世に宛てた献辞で，離心円理論が運動の一様性に

関する第一原理に違反していることを指摘し，次いで「彼らはまた肝心なこと，すなわち
mundi

formam，

ac

partium

eius

certam

symmetriam（世界の美しい形もその諸部分の確か

な対称性も）見いだすことも，あるいは離心円からそれを引き出すこともできませんでし
た。」と述べ，そして離心円に基づく宇宙像は醜いm◎nstrum（怪物）であると酷評した（74）。

離心円を酷評するコペルこクスが持っている美の観念とは，言うまでもなく対称性
（symmetria）であるが，しかし具体的にはエウドクソスの同心球的宇宙体系のイメージで
あろう。シンメトリーに基づくこの理論の比類なき美しさについて，ドライヤーは次のよう
に書いている。「数学的に見て，この理論がこの上もなくエレガントであることは，イデラ

ーが1828年と1830年にベルリン学士院の紀要に2つの論文を発表して，エウドクソスの理論

に注意を引き付け，その原理を説明するまでは，誰にも気付かれなかったように思え
る。」㈹この美しい理論は惑星の逆行現象を構成することは出来たが，しかし地球と5つの
惑星，そして太陽と月との距離の変動というもっとも基本的な現象を説明することが出来な
かった。しかし，コペルニクスは地球と太陽の場所を交換することによって，同心球理論の
この致命的な欠点を克服することができたのである。

ただし，未だ問題が残っている。すなわち，われわれの推測によれぽ，コペルニクスは離
心・周転円理論を捨てて，同心球理論を採り，ここに太陽中心説を導入することによってそ
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の欠点を克服したはずである。しかしコソメンタリオールスにおいても，はたまた「圓転
論」においても，彼は再度離心・周転円理論に立ち戻って，たとえ太陽中心説に立脚したと
はいえ，彼が酷評した醜い怪物のような宇宙論を構成したのである。それは何故かという問
題が依然としてわれわれには残されている。
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