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要　約

　本稿では、我々の宇宙観の変遷について主に概観するとともに、ものの基本的な要素に対する概念の
変容についても簡略に辿る。
　人類は、狩猟採集生活の時代から天空の動きを観察しそれを暮らしに役立てたり、天空を神々に見立
て宗教的な対象としたり、天空がどのように生まれたかに思いを巡らせ宇宙創造神話を生み出したりし
てきた。天空の動きについては、我々は長い間それを肉眼で捉え、思弁的に理解しようとしてきた。それ
は2世紀のプトレマイオスの天動説として大成され、その説を多くの人が千数百年に亘って信奉し続け
た。16～ 17世紀になると、コペルニクスの理論あるいはガリレオの望遠鏡の観察などに支えられた地
動説が唱えられるようになったが、それは一般にはなかなか認められなかった。17世紀にはニュートン
が万有引力の法則を発見し、続く18世紀に大型望遠鏡による観察が始まり新たな天文学が胎動した。更
に、星の光を色の成分に分解する研究が可能となり、20世紀には遠い星の光がドップラー効果により長
い波長の光に変化していることが見出された。それは、宇宙が従来考えられていたような永遠不滅で静
的なものではなく、膨張し続ける動的なものであることを明らかにした。その後、可視光線以外の様々
な電磁波の観測が地上あるいは宇宙探査機により行われた。それらの観測結果と理論的な研究により、
現在、我々は宇宙が137億年前に極めて小さな超高温の火の玉のようなところからビッグバンとして始
まり、膨張し続けているという動的な宇宙観を共有するようになった。
　宇宙・太陽・地球・生命などあらゆるものを構成する元素は宇宙創成のビッグバン、輝く星の内部ある
いは星が死滅する爆発の時につくられたことが明らかにされた。
　以上のことは、我々に宇宙が星の誕生と死の繰り返しにより成り立っていることと、我々を含む全て
のものが宇宙で生まれた星屑から出来ていることを知らしめた。
　このように宇宙の成り立ち・元素の合成過程・我々の基盤を「知る」ことは、我々がどこから来た者で
あるかを明らかにしてくれる。そのような視点を持つことは、我々が現在抱えている環境問題を含んだ
多くの課題に対処するための価値観を構築する際の大きな礎となると考えられる。しかし一方で「知は
地球を救えるか」という根源的な問いかけが残る。その問は、古代ギリシャのソクラテスが宇宙、ギリシャ
の社会を始め多くのことを考えた時に思い至った「無知の自覚」と関わるものである。そのことも含め
て最後に「知は地球を救えるか」について考察する。

　キーワード： 宇宙観、元素合成、ビッグバン、膨張宇宙、無知の知
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はじめに

　このシリーズのテーマは、現在の我々の抱える「いの
ちと環境についての現代の問題」（1, 2）を宇宙開闢から
地球・生命の誕生・更に人類の過去を踏まえた上で考え
ることである。我々がどこから来たかについて全ての人
が知ることは、異なる伝統・文化を持つ多様な世界の人々
の間に通底する世界観を構築し、その問題に立ち向かう
ことを可能にすると考えたからである。
　既に、①我々の抱えるいのちと環境の問題（1, 2）、②
人類の数百万年に亘る歩み（3）、③農耕を開始してから
のおよそ1万年に亘る変遷と現代に於ける農業問題（4）、
④人類による森への侵食の歴史・熱帯雨林の最近の急速
な破壊・環境倫理など（5）について述べた。
　今回は宇宙の誕生と進化について、先ず現在分かって
いる基礎的な事柄を整理した上で、主に以下の3点につ
いて時間を追いながらまとめる。第一は137億年前の宇
宙の誕生と進化について、神話的世界から、永遠不滅で
ある天が不動の地球の周りを回る天動説を経て、ビッグ
バンに始まる動的な宇宙観にどのように辿り着いたかに
関して、第二はものを構成する基本単位として「火・風・
水・土」などを考えていた古代から、どのように我々が
元素という概念に至ったのかについて、第三は元素が宇
宙のどこでどのように生成されたかに関してである。
　最後に、古代から始まる膨大な観察・研究成果から出
来上がった我々の宇宙像についての「知」の歴史を考え
た時に、我々の「知」はどこまで及んでいるのだろうか、
我々は何を「知っている」のだろうかということを考え
させられる。それは正に、ソクラテスの言う「無知の知」
をどのように受け止めるかということでもある。即ち、
果たして「知は地球を救えるか」と言えるのかが問われ
ることになる。そのことについて最後に考察する。　
　今回も、筆者の専門外の原典から頻繁に引用するが、
その際には原文を多少平易に要約したものもあることを
予めお断りしておく。また宇宙誕生などについては筆者
の理解を超えるものが多かった。理解した範囲で出来る
だけ噛み砕いてまとめることを心がけたが、誤りや不十
分な所もあると思われる。そのような箇所も含め、興味
のある方は是非原典に当たって頂きたい。多少長いので
以下に目次を示す。1．基礎的事項：生物と時の移ろい、
地球・太陽・月の動き（144頁）。2．古代の宇宙観（149頁）。
3．ギリシャの宇宙観・地球観・物質観（154頁）。4．9～
15世紀前半までの宇宙観（161頁）。5．天動説から地動
説へ、そしてニュートンによる天体物理学の幕開け（163
頁）。6．18～ 19世紀中頃の宇宙観： 巨大望遠鏡による
新たな発見（168頁）。7．元素の発見（170頁）。8．19世

紀後半～ 20世紀前半の宇宙観（172頁）。9．1960年代以
降の宇宙観（184頁）。10．いくつかの天体の特徴（189頁）。
11．知は地球を救えるか（193頁）。12．まとめ（201頁）。
結語（202頁）。
　

1．基礎的事項：
生物と時の移ろい、地球・太陽・月の動き

1.1　生物と時の移ろい：多くの生物は地球の自転・公転
による日周と年周、月の満ち欠けのリズムの中で生き永
らえ、進化してきている。
　多くの動物は日が昇り、夜が明けると太陽の下で活動
し始め、日が落ち満天の星空が広がる夜に眠りにつくよ
うな1日のリズムを持っている。他の多くの生物も1日
を、リズムをもって生きている。
　また春になると桜が咲き、しばらくすると田植えが終
わり、梅雨が始まる。炎天下の夏に旺盛に育った稲は秋
にたわわな穂をつける。やがて冬が来て、梅の花芽に雪
がつもり、1年が経つ。生物は1年の季節の移ろいも感
知しながら生き永らえて来た。
　我々人間は生物として、そのようなリズムを持ってい
ると共に、暦や時計を発明し、時の流れと季節の移ろい
を知的に認識するようになった。しかし、暦や時計の発
明は、700万年に及ぶ長い人類の歩み（例えば、3参照）
の中では、ごく最近のせいぜい数千年前になされたに過
ぎない。
　生物は腕時計やカレンダー無しに、1日、1年のリズ
ムを捉えている。例えば、植物は日（夜）の長さの変化を
感知しながら、花を咲かす準備を始める（花芽の形成）。
しかし、年によって桜の開花時期は多少ずれる。それは
形成された花芽の成長が温度により影響を受けるからで
ある。植物の開花だけでなく、渡り鳥やクジラなども日
長変化により季節変化を受け止め、季節により快適な生
息地域や食べ物を求めて移動する。その時には地磁気を
頼りにナビゲーションをし、新たな場所に移動している
と考えられている（例えば、6参照）。
　季節の移ろいを捉えるのに寒暖の変化に頼ると、時お
り訪れる季節外れの暖かい日や寒い日に混乱させられて
しまう。しかし、日の長さの変化を感知することは、た
とえ曇っていても昼は昼であり、季節変化を正確に捉え
ることを可能にさせる。生物はそのような明暗変化を感
知するしくみを獲得することにより季節変化を捉える適
応力を増して繁殖してきた（明暗に依存しない生物時計
もある。次頁1.3参照）。
1.2　1日の長さ：昼と夜からなる1日は地球の自転から
生まれる。現在我々が使っている1時間は19世紀の約
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100年間における地球の自転による1日の長さの平均を
24時間として決められた 1（7）。しかし、地球の自転速度
は、月の引力による潮汐力からもたらされる「潮汐摩擦」

（潮の満ち引きによって起こる海水と海底との摩擦）に
よってだんだん遅くなっており一定ではない（7）。一方、
地球の自転と月の公転の角運動量の合計は一定に保たれ
るために 2、地球の自転速度の減少は、月の公転運動の速
度を高めることになる。即ち、月の公転運動は速くなり、
月の公転の遠心力は強まり、月は少しずつ地球から遠ざ
かることになる 3（8-230p）。
　また、地球の公転に要する時間（1年の長さ）は太陽に
よる引力の影響を受けるが、それはきわめて小さく一定
と考えられる（例えば、9）。即ち、地球の自転によりも
たらされる1日の長さは次第に長くなっており、1年の
日数は地球誕生後の約46億年間で大きく変わってきた
ことになる。
　例えば、46億年前の1日はおよそ6時間で1年は1,434
日、多くの化石が見つかり始めるカンブリア爆発の起き
た5.5億年前のカンブリア紀の1日は約21時間、1年は
417日であったと理論的に推定されている（9）。
　このような理論的な推測以外にもサンゴの化石を用い
てその成長速度を解析する実証的な研究も行われた。サ
ンゴの成長速度は昼と夜で、また季節によっても違うた
めにサンゴの化石には日輪や年輪の縞模様があらわれ
る。それを利用すると1年の日数を調べることが出来る。
その結果、6億年前の1年は424日、恐竜が滅びた6,500
万年前の1年は371日と推定された（10）。
　一方、今から1億8千万年後には1日は25時間になる
と予想されている（7）。その時の1年は350日になるはず
である。
1.3　生物の体内時計：このように1日の長さは、約46億
年の長い地球の歴史の中で大きく変化してきた。生物は
40億年前に誕生し、27億年前頃になると太陽の光を利
用し酸素を発生する原核生物のシアノバクテリアが増
え、世界の様相は大きく変わっていった。27億年前の1
日は10時間強であったと推定されている（9）。シアノバ
クテリアは現在も生存している。シアノバクテリアがど
のように1日を捉えているか（体内時計）、その仕組みが
詳しく調べられている。

　シアノバクテリアから取り出した3つの蛋白質とATP
（生物がエネルギー源として利用出来る化学物質のアデ
ノシン三リン酸）を試験管内に共存させると明暗の変化
が無くても24時間のリズムが発生することが近藤孝雄
らにより明らかにされた（11, 12）。この研究は、生物に
は24時間を体内のリズムとして計測出来る“体内時計”
があることを、その部品も特定しながら明確に示したも
のである。
　生物は長い間水の中だけで暮らしていた。生物が上陸
を果たしたのはオルドビス紀の4億7500万年前頃と言わ
れている（例えば、5参照）。その頃の1日の長さは21時
間強であった（9）。1日の長さが次第に長くなる中で体
内時計がどのように変化したかは分からないが、現生の
生物の多くは24時間の1日に対応した体内時計を持って
いる。その生物の体内時計の多くは明暗の変化をシグナ
ルとして動いている。しかし、海外旅行をした時に時差
にすぐ対応出来ず、昼夜のリズムが乱れてしまうように、
新たな明暗サイクルにリセットされるまでには、個人差
などを含め多少時間が掛かる。また大学では入学後、大
きく変わる生活環境に適応出来ず体調を崩してしまう学
生の悩みを聞くことがある。尋ねてみると、夜にうまく
睡眠が取れなくなることが原因である場合が多い。生物
は1日の明暗のシグナルを利用した体内時計に従い24時
間のリズムの下で暮らしており、そのリズムが乱れると、
様々な変調をきたしてしまう。
　勿論例外もある、例えば、深海で暮らす生物には明暗
に基づく1日のリズムはない。そこで暮らす生物がどの
ような体内時計をもっているか、あるいはどのような1
日のリズム（概日リズム）を持っているかは分かってい
ない。また極地方では白夜や極夜があり、そのような地
域に生息する生物は、明暗に依存しない概日リズムを
持っているものとそうでないものがあることが分かり始
めている（13）。例えば、北極地域に住むトナカイでは明
暗に反応してホルモンのメラトニン 4の分泌が調節され
ているが、明暗変化のない白夜や極夜にはメラトニンの
分泌には概日リズムが認められないことが報告されてい
る（14）。それは、その間には体内時計が働いていないこ
とを示す例である。
　我々の睡眠にもメラトニンが関与しているが、その他
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1 地球の自転速度が遅くなっていることが分かったために、1967年に1秒の長さは原子時計により決め直された。
2	 例えば、フィギュアスケートの選手が回転する時に、次第に手を縮めると回転速度は早くなる。これは、物体が持っている回

転の強さを表す物理量である角運動量が保存されるために、手を縮めることで半径が減った分だけ回転速度が上がった結果
である。

3 現在では宇宙船によって月面に設置された鏡に向けてレーザー光を照射し、地球に戻ってくるまでの時間を測定することに
より、月は1年に3.8cmずつ地球から離れていることが分かっている。

4 メラトニンは松果腺から分泌されるホルモンで、その血中濃度は昼に低く、夜に高い概日リズムを示し、睡眠と関連している。
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にも我々には色々な概日リズムがある。例えば、我々の
血糖値は満腹・空腹時にもほぼ一定に保たれるように
なっている。夕食後朝食まで食べ物を取らない間に、肝
臓に貯めておいた糖分を使い果たすと、食物由来の糖分
ではなく、我々の体の成分から糖をつくる糖新生という
プロセスが働き始め血糖値を高める。糖新生は我々が睡
眠中に活発に働く。このように我々の概日リズムは意識
とは関係なく働いている（例えば、15参照）。
1.4　人間と季節：このように生物は40億年の間、長さ
の変わる1日や、日数の変わる1年の季節変化を感知し
ながら、昼夜・移ろう季節の中で多様に変化する環境・
食料源に対応しながら生き永らえてきた。現生のチンパ
ンジーを観察すると、彼らが移ろいゆく季節を認知し、
実の熟す時期や場所を判断し食物を効率よく採取してい
ることが分かる（例えば、16参照）。彼らがどのように
季節の移ろいを判断しているかは定かではない。
　我々の祖先も狩猟・採集に頼っていた時代から季節の
移り変わりを認識し、食糧を探していたはずである。時
代が下り農業を始めるようになると、いつ種を播くかな
ど、季節をより正確に把握する必要が生まれたに違いな
い。我々の祖先は、例えば栗の花が咲く頃に、あるいは
遠くの山の残雪の形が馬のようになったなどの変化を捉
え、田植えを始めたと思われる。日本で稲作が始まるの
はメソポタミアや長江流域で作物の栽培が始まった時
から遥かに時代が下った、今からおよそ3000年前頃であ
る。約1万年以上前に野生のムギやイネの種を撒き始め
たメソポタミアや中国の人々は先史時代の人々で、文字
の記録は残っていない。しかし彼らも、それぞれの地域
に特有な生物や風景の変化を手掛かりに、あるいは、太
陽・月・惑星の動きや日の長さの変化を観測することに
より、暦に匹敵するような概念をつくり、暮らしを維持
していたことは容易に想像される。
1.5　地球・太陽・月：地球は赤道半径が6,378.137km、極
半径が6,356.752kmで、赤道半径のほうが21.385km長い、
球に近い回転楕円体である。月は地球の周りを楕円軌道
で、地球から平均38.4万km離れた所を公転している 5。
月の自転周期と公転周期は等しく、月は地球に常に同じ
面を向けている。月の赤道半径は1,737.9kmで極径1,735.7 
kmよりやや長く、回転楕円体である。月の半径は地球
の4分の1強である。太陽は地球からおよそ1.5億km離
れた所にあり、その半径は69.6万kmで地球の109倍であ
る。地球と太陽との距離は月までの距離のおよそ390倍

で、太陽の半径は月の約409倍で、地球から見た時の月
と太陽の大きさはほぼ同じである。月が地球と太陽の間
に入ると日食が起きる。ある時には月が太陽を完全に隠
す皆既日食となり、ある時は月が地球から皆既日食の時
より離れ相対的に小さくなり、太陽を隠しきれず金環日
食となる。以下に見るように地球の公転軌道も楕円軌道
である。
1.6　地球の歳差運動と公転：地球は太陽の周りを真円
ではなく楕円軌道で公転（平均速度29.78km/秒）してい
る。図1は極端に示してあるが、実際の公転軌道は円に
近い。太陽に最も接近した近日点通過と太陽から最も遠
ざかった遠日点通過の際の地球と太陽の距離の差はお
よそ400万kmで、地球と太陽との平均距離（1天文単位）
約1.5億kmの3％弱である 6。

図1．	地球の公転軌道と自転軸の歳差運動。（図は概念図で、
縮尺等は事実を反映していない。図11以外の全ての図
も同様の概念図である）。説明本文参照。

　また地球の自転軸は現在23.4度傾いているために、ほ
とんどの地域で日の長さが1年を通して変わっている。
この自転軸の傾きは一定ではなく22.1°～ 24.5°の間をお
よそ4.1万年の周期で変化している。
　更に地球の自転軸はコマが傾いて回っている時に軸が
首を振るのと同じ、歳差運動と呼ばれる動きをする。地
球の歳差運動の周期はおよそ2.6万年である。つまり図1
の上の状態から下の状態に変化し、再び上の状態に戻る
のに2.6万年かかるのである。地球が図1の3の位置の時
は、北半球は冬至であるが、楕円軌道の同じ所の4の位
置では北半球は夏至となる。即ち現在の冬至の日は約1.3
万年後（歳差運動の周期約2.6万年の半分）に夏至となる。
このように季節は1年におよそ365.25（日/年）×24（時
間/日）÷26,000（年）=0.33時間≒20分ずれている。地球
が歳差運動をするのは、太陽や月、惑星の引力によって、
傾いている地球の地軸を引き起こそうとする力が働くた
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5 月の地球からの近地点の距離は36.3万km、遠地点の距離は40.6万kmである。
6 公転軌道が完全な真円であると、その離心率は0である。離心率が増えるにしたがって、長径と短径の差が広がり、離心率が1

となると放物線となる。現在の地球の公転軌道の離心率は0.0167であるが、それは一定ではなく 0.0034～ 0.058の間を複数の
要因に支配されて変動している。その変動周期には約9万5千年、12万5千年、40万年の3種類がある。
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めであると言われている。
1.7　黄道と春・秋分、夏・冬至：人々は長い間、太陽・ 
恒星・惑星が地球の周りを回っていると思いその様子を
観察してきた。地球を中心として、それらが運動してい
ると考えられる球体を天球とした。実際には地球が太陽
の周りを公転していることが分かったが、そのような仮
想の天球を考えて、太陽や星の見かけの動きを考えるこ
とは暦をつくるなど実用的なことについては有効であ
り、正確な暦が古くから作られた。
　不動の地球に対して太陽や星が動くと考えた様子を
図2に示した。それは地球の自転軸の北極を延長した所
を天球の北極とした時に、仮想の天球の赤道にあたると
ころを天の赤道としたものである。地球は太陽に対して
23.4°傾いた自転軸をもって自転しているので太陽の見か
けの通り道を表す黄道は天の赤道に対して23.4°傾いて
いる。天の赤道と黄道が交わる所が北半球の春・秋分点
で、夏至と冬至は図2に示した通りである。2010～ 2011
年では、春分点から夏至までは92日17時間56分、夏至
から秋分点までは93日15時間41分、秋分点から冬至ま
では89日20時間29分、冬至から春分点までは88日23時
間43分と、それぞれの間隔は一定ではない（17）。（図3
参照）。

図2．	天球上における天の赤道・黄道・黄道12宮。黄道は仮
想の天球上における太陽の見かけの通り道、天の赤道
は地球の自転軸の北極を延長した所を天球の北極とし
た時の仮想の赤道にあたる。12宮は①から順番に「お
ひつじ座」「おうし座」「ふたご座」「かに座」「しし座」「お
とめ座」「てんびん座」「さそり座」「いて座」「やぎ座」「み
ずがめ座」「うお座」である。黄道上の矢印は太陽の見
かけの動きの方向である。⑫の下の矢印については本
文（1.8）、153頁脚注15参照。

　

　北半球における夏至の日には、太陽が最も北よりの東
から昇り、最も北よりの西の地点に沈み、南中高度が最
も高い。冬至はその反対で、春分と秋分には太陽が真東
から昇り真西に沈む（図3）。これは地球の自転軸が公転
軌道に対して23.4°傾いているためである（図1, 2）。この
ようにして生まれる季節変化が、我々を含め生物に大き
な影響を与えている。

図3．	仮想の天球上における北半球の春・秋分、夏至、冬至の
日の出と日の入り。

　
1.8　黄道12宮：黄道上に昼間見えるはずの星座は実際
には見ることは出来ないが、日の出と日没の前後を含め
た星座の観察から昼間に見える星座を推定し、黄道上に
12の星座を当てはめたものが、黄道12宮である（図2）。
それはその後占星術（152頁2.4.3参照）に利用された。占
星術の星座は春分の日の昼の黄道に見られるはずの星座
から始まる。数千年前に占星術が生まれた頃は、それは

「おひつじ座」であった。しかし歳差運動のために、次第
にずれ、現在ではそれは「うお座」になり、次には「みず
がめ座」になろうとしている（図2の⑫下の矢印はその
変化の方向を示している）。
1.9　1年：1年は地球が太陽の周りを一回りする時間で
あるが、それには二通りの決め方がある。一つは太陽が
黄道上の春分点（図2）から出て再びそこに戻ってくる
までで、それは春分回帰年（太陽年）である。現在その1
年は365.2424日である。それに対して、恒星年は太陽が
天球上のある恒星に対する特定の位置から再び同じ位置
に戻る時間である。即ち恒星年は地球が太陽の周りを一
周する時間で、それは365.25636日で太陽年よりも約20
分長い。これは前述した歳差運動のためで、例えば春分
点も1年に20分ずつずれており、このような違いが生ま
れる。
1.10　月の満ち欠け、恒星月・朔望月：月は地球の周り
を公転している。一回公転するのに要する時間は、地球
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から見て月がある恒星の向きに見えてから再び同じ恒星
の向きに見えるまでの時間であり、それを公転時間とし
たものが恒星月である。それは地球が図4の1の位置か
ら太陽の周りを2の位置まで公転した時間で、27.321662
日である。一方、我々に馴染み深いのは朔望月である。1
の位置では月は地球を向いた反対側に太陽の光が当たっ
ている新月である。月は次第に三日月、上弦の月、満月、
下弦の月と変わり再び新月に戻る。新月は2の位置では
なく、更に地球と月が公転した3の位置で見られる。こ
のような月の満ち欠けに基づいた新月（満月）から新
月（満月）までを朔望月という。現在の朔望月の長さは
29.53059日である。即ち朔望月の方が恒星月より2日強
長い（17）。

図4．	月の公転と恒星月・朔望月。月の公転軌道は天球上で
は白道と呼ばれる。白道は黄道に対して天の赤道から
離れる方向に約5°傾いている楕円軌道である。黄道と
白道の交わる近くで、新月あるいは満月になった場合
に日食と月食が起こる。

1.11　地球の自転と1日：1日は地球が1回自転する時間
であるが、それについても基準の取り方により二つの1
日がある。図5の1の地球の位置では地球上のA点で太
陽が南中し、反対側のB点ではある恒星が南中している。
地球が自転し2の位置になると、B点では再び恒星が南
中し、1恒星日が経過したことになる。しかし、その時
にはA点では太陽はまだ南中しておらず、もう少し時間
が経った3の位置になると、A点で再び太陽が南中する。
それまでの時間が1太陽日である。恒星日は23時間56分
4.0905秒で、平均太陽日 7は24時間3分67.5554秒である。

（図5）

図5．地球の自転と1日。説明本文参照。

1.12　視差：地球が太陽の周りを半周すると、図6のPと
P’の間の距離は地球と太陽の距離の2倍となる（PP’=約
3億km）。それぞれの時に見たある恒星（S）の位置を観
測地点（P, P’）の天頂（Z, Z’）に対して求めれば、年周視
差∠PSP’を求めることが出来る（図6）。それを三角測量
に当てはめれば地球から恒星までの距離を求めることが
出来る。古くから多くの人が年周視差の測定に挑んだが、
恒星ははるか遠くにあり年周視差は極めて小さいため
にその測定は困難であった。初めて測定されたのは19世
紀のことであった。現在の測定によれば地球に最も近く
太陽を除くと3番目に明るい恒星のケンタウルス座アル
ファ星（4.37光年）の年周視差は0.755秒（17）とごく僅
かなものである（169頁6.5参照）。
　顔の前に指を一本立てて、左右の眼で交互に指を見る
と指の位置が背景に対して変化する。これも両目の距離
が離れていることにより生じる視差で星の年周視差と同
じ原理である。

図6．星の年周視差。説明は本文参照。
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7		 太陽日の長さは、秋分の頃は冬至の頃より約50秒短いなど季節によって変わる。そこで一般には平均値が用いられている。太
陽日は恒星日より多少長いが、我々には太陽日の方が、意味がある。
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1.13　星までの距離：年周視差は星までの距離を測定す
る一つの手段である。星までの距離はたいへん遠いので
それを表すためには三つの単位がある。①天文単位は、
地球と太陽との平均距離（約1.5億km）を1天文単位と
したものである。②光年は、光が1年かけて進む距離（9.46
×1012km）を1光年としている。③パーセクは、星の視差
の角度が1秒になる時の距離を1パーセク（pc）としてお
り、それは約3.26光年である。長い距離を表す時にはメ
ガパーセク（Mpc）が用いられる（1Mpc≒326万光年）。
　我々の宇宙観は宇宙の大きさを段階的に明らかにする
ことによって大きく変わってきた。そのような宇宙に関
する様々に行われた距離の測定は“距離はしご”と呼ば
れることが多い。“距離はしご”を一段登る毎に我々の宇
宙観は大きな変容を遂げてきた。“距離はしご”は本論の
主要な部分と大きく関係するので、ここでその概略を示
しておく。
　最初の6段は、①エラトステネスによる地球の大きさ
の推定（159頁3.4.4参照）、②ヒッパルコスによる月まで
の距離の推定（160頁3.4.5参照）、③アリストテレスによ
る月と太陽の距離の比の推測、④コペルニクスによる地
球公転軌道半径に対する惑星の軌道半径の計算（163頁
5.1参照）、⑤遠い惑星までの距離の計算｛ルヴェリエに
よる海王星（170頁6.7参照）、トンボーによる冥王星（176
頁8.8参照）の発見｝⑥年周視差を利用した三角測量によ
る星までの距離（約300光年まで）の測定である。次の4
段は、以下の四つの方法により本当の星の明るさを推定
し、それを見かけの星の明るさと比較することでその星
までの距離を求めるものである。⑦星の色と明るさの関
係を示す主系列星（172頁8.2参照）に当てはめる（銀河
の果ての10万光年程度までの測定が可能）。⑧変光周期
と明るさの間に一定の関係のあるセファイド変光星（177
頁8.10.3参照）を観測する（5,000万光年程度までの測定
が可能）。⑨渦巻星雲の回転速度と本当の明るさの関係
を示すタリーフィッシャー関係を利用する（3億光年程
度までの測定が可能）。⑩明るさの変化、特に減光の速さ
と明るさに一定の関係があるⅠa型超新星を調べる（100
億光年程度までの測定が可能）（188頁9.7参照）（18-105p, 
19）。
　現在地球から観測されている一番先のはしごが、一番
遠くにある最古の宇宙である。それは、宇宙誕生後約38
万年の、137億年ほど前に発せられた宇宙マイクロ波背
景放射像である（184頁9.2参照）。宇宙は極小の世界から
ビッグバンで誕生しその後膨張を続けており、現在の宇
宙の大きさは半径約465億光年と推測されている。以上
述べたことは宇宙に関する現在の理解の一部であるが、
そのようなことを未だ知らなかった過去の人々が空を眺

めどのような宇宙観を抱いたのか、また、それがどのよ
うな変遷を辿ったのかを時代を追いながら概観する。

2．古代の宇宙観

2.1　宇宙に関する古代神話：古代の人々は天地がどの
ように創造されたかについて思いを巡らしていたはずで
ある。いつから人々がそのようなことを始めたかは分か
らないが、世界各地の人々は天地創造、あるいは天地開
闢の神話を持っている。それらは神あるいは神々が宇宙・
世界・生命を創ったというものが多い。文字として記録
されているインドの『リグ・ヴェーダ』（古代インドの聖
典で紀元前12世紀頃、現在の形に編纂されたもので、そ
の中に含まれるものは紀元前18世紀頃まで遡れるもの
もあると言われている）の中に宇宙開闢の歌がある。そ
こには「そのとき（太初において）無もなかりき、有もな
かりき。空界もなかりき、その上の天もなかりき。何も
のか発動せし、いずこに、誰の庇護の下に。深くして測
るべからざる水は存在せりや。そのとき、死もなかりき、
不死もなかりき。夜と昼の標識（日月・星辰）もなかりき。
かの唯一物（中性の根本原理）は、自力により風なく呼
吸せり（生存の兆候）。これよりほかに何ものも存在せざ
りき。（中略）この創造はいずこより起こりしや。そは（誰
によりて）実行せられたりや、あるいはまたしからざり
しや、― 最高天にありてこの（世界を）監視する者のみ
実にこれを知る。あるいは彼もまた知らざるや」と歌わ
れている（20）。古代のインドの人々はビックバンから始
まり膨張し続ける現代の宇宙観とも重なる宇宙像を持っ
ていたとも言える。
　また、宇宙という語は、中国の戦国時代に書かれた諸
子百家の一つの『尸子』（紀元前4世紀）や『淮南子』（紀
元前2世紀）のなかで「往古来今これを宙といい、四方
上下これを宇という」などと記され、漢語では宇宙は時
空の広がりをもつものとして使われ始めたと言われて
いる。これは現在の我々の宇宙観に通ずる。一方、英語
の「cosmos」は、ギリシャ語の動詞cosmeo（整列させる、
秩序立てるといった意味）からやがて世界・宇宙を表す
ようになったようである（18-13p, 21-12p）。それは、ギリ
シャでは天空を秩序立った完璧な世界と捉えたためと考
えられている。
　このような文字記録に残された宇宙観を我々の祖先が
いつごろから抱くようになったか分かるすべはないが、
具体的な天体観測の記録は文字が発達する以前に遡るこ
とが出来る。
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2.2　先史時代の天体観測
　2.2.1　最古の月の満ち欠けの記録：人類は季節の移ろ
いを様々な兆から認識し、過酷な環境変化の中を生き延
びてきたに違いない。特にホモ・サピエンスは厳しい寒
さの氷河期を生き永らえる為に、天体観測や自然観察を
行い季節毎の生活を営んでいたと、容易に想像出来る。
しかし、一部の地域で文字が使用されるのはおよそ5,500
年前であり、それ以前の様子は別の種類の遺物から探る
他ない。月の満ち欠けを観察した絵と思われるもの、あ
るいはそれを記録したと思われる刻み目を骨の上に彫っ
たものが、フランスSergeacのAbri Blanchard、アフリ
カのコンゴ、フランスのGrotte du Taï から見つかって
いる。前二者 8は3万～ 2.5万年前、後者は1.2万年前のも
のと推定されている（例えば、22参照）。
　イスラエルのスフール遺跡からはホモ・サピエンスが
作ったと思われている10～ 13.5万年前の首飾りにして
いたと思われる貝殻のビーズが見つかっている（23）。そ
のようなものは数万年前から次第に増え3万年前頃にな
ると、ヨーロッパのクロマニヨン人はショーベの洞窟壁
画やヴィーナス等の“美術品”を作り始めていた。これ
らの遺物は、我々の祖先の知的な営為が数万年前に大き
な飛躍をしたことを示していると考えられている（3参
照）。
　人類が何時ごろから天体観測をし、季節の移ろいを知
ることが出来たかは分からないが、我々の祖先は少なく
とも3万年前までには天体観測により季節を認識し、記
録しようとしていたに違いない。3万年前といえば、ヨー
ロッパではクロマニヨン人（ホモ・サピエンス）とネア
ンデルタール人が、アフリカではホモ・サピエンスが狩
猟採集生活をしていた時代である。当時の月の満ち欠け
の観察の一つの効用は、季節の移ろいを知り食糧を確保
するためであったろう。また、冬至・夏至・満月・新月あ
るいは日食や月食などを含め天体の動きを注視していた
のは、そこに神秘的な力を感じそれらを信仰の対象にし
ていたと考えられる。例えば日が長くなり始める冬至を
再び活力が戻る時と捉えるなど、季節の変わり目に宗教
的な儀式を行っていたのではないかと、現在まで続く風
習から想像することが出来る。
　2.2.2　Nabta	Playaの環状列石：アフリカの今のヌ
ビア砂漠に位置するNabta Playa（カイロの南800km、

Abu Simbelの西100km）を含む地域には、現在、人は居
住していない。しかし、そこからは1万年前頃から数千
年前までの間に人々が暮らしていた遺跡が見つかってい
る。現在は年間を通してほとんど降雨がないが、1万年
前頃には夏の間には多少雨が降っていたため人が住むこ
とができたと考えられている。そこでは遊牧民がガゼル
などの狩猟を行う、あるいは牛の家畜化・ムギ耕作など
をしながら土器を作り井戸を掘り季節的な定住生活を営
んでいたことが分かっている（24）。そのナブタ新石器文
化の最後の時期の紀元前4400年頃の遺跡からは、共同墓
地や宗教的な儀式のための象徴、あるいは天文台として
の役割を持っていた環状列石等が発見されている。埋葬
のされ方を見ると、時として豪華な副葬品を伴う遺体も
あるが、多くには差が見られないことから当時のナブタ
社会には階層はなかったと思われる。また、歯の形を見
ると地中海地方の民族とサブサハラ・アフリカの民族が
混在しており、そこから発掘された遺物は、そこで盛ん
な交易が行われていたことも示している。
　その環状列石は直径数mの輪に石が並んだもので、そ
の石は北の方角 9、夏至の日の出の方角と当時の輝く星
の方向を示すように配列されていた。当時の人は1年の
限られた時期だけそこで暮らし、季節毎に砂漠を移動す
る遊牧民であった。砂漠の海で方角を判断するためには、
天体観測が欠かせなかったと考えられている。彼ら遊牧
民にとって重要なものは「牛、水、死、地球、太陽、星」
であったと言われている（25）。しかし、そこは次第に砂
漠化が進み紀元前5千年紀の後半には天文台を作った人
達の痕跡が消えてしまった。
2.3　ストーンヘンジ：ストーンヘンジはイギリス南部・
ソールズベリーの近くにある円陣状に並んだ直立巨石
とそれを囲む土塁からなる先史時代の遺跡である。そこ
では紀元前8000年頃に柱を建てた跡も発掘されている
が、その遺跡は主に紀元前3100年頃からおよそ1500年
間に亘るものである。そこからは最大50トンに及ぶ巨石
を使った環状列石などが発見された。そこで使われた80
個程のブルーストーンという石は最大で高さ1.8m、重さ
は4トンである。それは珍しい石なのでどこで切り出さ
れたかが調べられ、400kmも離れたウェールズのプレ
セリ山地で産出されたことが分かった。その巨石は川を
利用し運ばれたと考えられているが、所々では海路や陸

－ 150 －

8 その遺物は我々の祖先であるホモ・サピエンスのものと考えられる。それはホモ・サピエンスが抽象的な思考あるいは芸術的
な表現の点でネアンデルタール人（2万数千年前に絶滅した）より優れていたとされているからである（3参照）。しかし、現在
受け入れられている両者の違いは、現在活発に行われている遺伝情報の比較や遺物の研究により見直される可能性もある。ネ
アンデルタール人に関する研究の進展は2009年にまとめた（3）後に、大きく進展しており、何れ補いたいと思っている。

9 地球の自転軸は約2万6千年周期の歳差運動（146頁1.6参照）をしているために。天の北極にある星は時代により違ってくる。
当時は天の北極には星がなく、その周囲の星の動きから北を認識していたと考えられている（25）。
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路も使われたと推測されている。当時の人々はカバやマ
ツ、ハシバミの森を伐り拓いて土地を開墾し、農業や牧
畜を営み、組織を作りこのような建造物を造ったと考え
られている。当時の人が、巨石を長距離運ぶような苦労
をしながら何の為にストーンヘンジを造ったかは、文字
の記録の無い時代のことであり分からない。しかし、そ
のような時代には全てのものは多重の意味をもっていた
と考えられている。そこは太陽や月を信奉する神殿・天
体の動きを写しとる暦・祖先の霊をまつる墓所・病気や
けがの治療としての“癒し”を行う場所であったであろ
う。また、神殿に置かれた石は神々を象徴すると同時に、
地位と権力をも表したはずである。このような新石器時
代のイングランドで続いた巨石建造物の伝統は、ストー
ンヘンジで終わりを迎え、紀元前1500年頃から人々の足
は遠のいてしまった（26）。
　ストーンヘンジが“天文台”としても機能していたと
いう説は、1740年に古物研究家のウィリアム・ステュー
クリー（1687～ 1765）が『ストーンヘンジ』という本の
中で初めて主張した。彼は、ストーンヘンジのオーブ
リー・サークルの北北東の方向へ延びる約120mのアベ
ニュー（そのほぼ中央にはヒール・ストーンと呼ばれる
独立した石がある）の方向が「昼が最も長い日にほぼ太
陽の昇る方向」を指しているというヒントを示した。そ
の後19世紀の終わりにフリンダース・ピートリ卿（1853
～ 1942）、20世紀のはじめにノーマン・ロッキャー卿

（1836～ 1920、172頁8.2参照）（二人ともエジプトのピ
ラミッドや寺院の方角が太陽や天体の動きと関連して
いることを研究していた）もストーンヘンジの石の配列
と夏至の日の出の方角などについて研究を進めた（27-
84~86p）。
　しかし、そのことを実証するためには、ストーンヘン
ジが建設された当時の太陽や月の出没の位置と、多く
の石や石にあけられた多数の穴を結ぶ方向との相関を
調べる必要があった。ジェラルド・ホーキンス（1928～
2003）は1963年に、紀元前の太陽、月、星や惑星の出没
する位置と石などを結ぶ線が作る方向についての関係を
IBM7090のコンピューターを使って調べた。その結果、
太陽の方向とは1度以内の精度で10個の、月の方向とは
1.5度以内の精度で14個の明らかな相関を示す線が各々
存在することを発見した。例えば夏至の日にはストーン
ヘンジ全体の中心からヒール・ストーンの方角に太陽が
上っていたことが分かった（27-68~79p, 28）。また、ストー
ンヘンジの公式地図ではSS-91, 92, 93, 94で示されるス

テーション・ストーン（91, 93だけが現存）を結ぶ線は、
ほぼ完全な長方形をなし、その対角線はサーセン・ストー
ンの中心で交わっており、その対角線は夏の月の昇点の
方向を、また一辺は夏至の日に太陽の昇る方向を、また
他の一辺は冬至の日の日没の方向を示すことも明らかに
された。このような関係を示すステーション・ストーン
が長方形を形成するのは、オックスフォードより南側、
ボーンマスより北側の緯度の地域だけである。このこと
は、当時の人が天体観測を行い、ステーション・ストー
ンがつくる四角形の形が緯度により左右されることを
知っており、長方形となるソールズベリーの近くに環状
列石を築いたと考えられている（27-77~95p）。
　先史時代の暮らしは文字記録が残っていないので、状
況証拠から推測するしかない。しかし、上記の幾つかの
遺物は先史時代の狩猟採集で暮らしていた旧石器時代の
人々も、遊牧や農耕を営んでいた新石器時代の人々も、
様々な思いで太陽・月・恒星・惑星の動きを見つめてい
たことを確かに示している。それらは食料を確保する、
あるいは夜間涼しい時に砂漠を移動する際に方角を知る
など実用的な便宜のため、又は信仰の対象としたり、宗
教的な儀式を執り行ったりするためであったろうと思わ
れる。
2.4	 古代エジプト・シュメール・バビロニアの天体観測・

宇宙観
　2.4.1　エジプトの天体観測と暦：エジプトでは毎年氾
濫を起こすナイル川の流域に広がる肥沃な土地で農耕が
盛んとなり、王朝が築かれた。紀元前4200年頃から原始
王朝時代が始まった。古代エジプト時代は紀元前3100年
頃に誕生した第一王朝から始まる。紀元前332年にはア
レクサンドロス大王に征服されるが、紀元前305年には
プトレマイオス朝が成立し、紀元前30年に滅亡するまで
古代エジプト時代が続いた。
　そこでは、毎年起こる氾濫の時期を知るために天体観
測により暦が作られたり、氾濫の後に耕地を再整備した
りするための測量と幾何学が発達した。また、エジプト
では太陽神ラーへの信仰が篤く、天体に関する観察や占
星術が重要であった。
　古代エジプトでは紀元前3200年頃から神聖文字であ
るプロトタイプのヒエログリフが使われており、多くの
ことを知ることが出来る。記録によると、当時の人はナ
イル川の氾濫の時期を知るためにシリウス 10の出没に注
目していたことが分かる。太陽が昇る東の方角の地平線
から日の出の直前に星が昇ることを日出直前出現とい
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10 おおいぬ座のアルファ星で、地球からは太陽の次に明るく見える恒星である。太陽系からは5番目に近い恒星で地球から8.6
光年の距離にある。
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う。シリウスの日出直前出現が見られる時期は4500年前
頃には現在とは違い、夏至に近い時期で丁度その頃にナ
イル川の氾濫が見られた。そこで、人々はそれをナイル
川の氾濫の兆しと捉え準備をした。エジプト人はシリウ
スを生活全体の基盤となる星と捉え、1年の最初の日を
シリウスの日出直前出現が見られる日とした。また、彼
らは1年を365日とする太陽暦を編み出したと考えられ
ている（29-46p）。
　民間では1ヵ月を30日として、1年は12ヵ月と余分
の5日を最後に加えた暦を用いていた。しかし、古代エ
ジプト人は1年の長さは365日ではなくほぼ365.25日で
あることを知っていた。つまり当時の人は1年を365日
とするエジプトの暦における1461年は本来の太陽年の
1460年と同じであることも分かっており、1年365日の
暦では次第に季節と日付のズレが生じるので、神官は、
4年に1度の閏年に1日の閏日を加えた独自の暦を使っ
ていた。民間の暦と神官の暦が統一され4年に1度、1日
を増やす工夫を取り入れた「シリウス暦」が施行された
のは紀元前239年であった。また1日を24時間としたが、
昼夜にそれぞれ12時間を割り当てたので、昼と夜の1時
間の長さは昼夜あるいは季節で異なっていた（29-47p）。
　また古代エジプトではピラミッドや神殿の方向が意図
的に建設されていたようである 11。例えば、太陽神を祀
るカルナック神殿の柱廊は夏至の日没線に合わせて建設
されていたことも明らかにされた（29-48p）。このように
当時エジプトの人が至点や春秋分点の太陽の方向を観測
しそれらと関連付けて建造物を建設したことを指摘した
のは、ノーマン・ロッキャー卿に始まる 12。彼はその後ス
トーンヘンジの天文台としての機能についても前述した
ように持論を展開した（27-85, 137p）。
　2.4.2　古代エジプトの星座と宇宙観：古代エジプトで
は、12ヶ月に相当する360日に対応するように、天空を
10度毎に36に分けて、それらに一つずつ星のグループ
を割り当てた。紀元前30年頃に建造されたと言われてい
るデンデラにあるイシス神殿の天井に黄道に沿う36の
星のグループ（decan）が描かれている（29-46p）（本頁2.4.3
参照）。
　またエジプトでは、太陽神への信仰が強く、天空の動

きを太陽神中心に捉えていた。海に見立てた天空を太陽
神が舟に乗って動き、日没になると太陽神は天空の女神
であるヌーに食べられてしまい、翌朝再びその体から生
まれてくると考えた。このように彼らにとって、天空の
動きは神々のものであった。エジプト以外の多くの人々
も、天空の世界は数多くの神々の世界であると信じてい
たと思われる。 
　2.4.3　メソポタミアの天体観測：メソポタミアの森と
草原の狭間に住む人々は1万年以上前から野生のコムギ
を利用し始め、そこから人間にとって都合の良い栽培種
を数千年かけて選別していった。さらに天水では農業を
営めないチグリス・ユーフラテスの中下流域で灌漑をす
ることで生産量を増大させ都市国家を築き始めた。紀元
前3500年頃にはシュメール文字が使われるようになり、
印章も作られ始めた。また、彼らは宵の明星・明けの明
星として知られるひときわ明るい金星をシュメール神
話の女神イナンナとして崇拝していた。紀元前3300～
3200年頃の印章には太陽・月・金星を表すと考えられる
星が刻まれていた（30）。 
　そこではエジプト同様、農業を営むためあるいは信仰
のために天体観測が行われていたと想像される。また、
その地方では、都市の周りに遊牧民も多く暮らしており、
彼らは移動のために星空を観察していたはずである。紀
元前3000年頃になると、月の満ち欠けに基づいた太陰暦
が使われるようになった。太陰暦の12ヵ月は太陽の動き
に基づく1年にはならないので、3年に1度1月を加えて
いた（30）。　
　この地方には紀元前1900年頃にバビロン王朝が築か
れ、シュメールの名残を留めながら新たな国家が栄え、
天文学・科学が興った。そこでは、太陽・月・惑星などの
天体の位置や動きなどから、人間・社会のあり方や吉凶
を占う占星術も生まれた。また、星を幾つかのグループ
として神話に登場する英雄や動物などとして見立てる星
座という概念も作られた。人がいつ頃から星座を作り始
めたかは定かではないが、最初の星座表は紀元前12世紀
にバビロンで作られた『Three stars each』である（31）。
それは天空を三つに分割し36の星座 13を含むものであっ
た。その後、紀元前686年に作られた『Mul Apin』には
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11 中王国時代からプトレマイオス朝にわたって、多くの神殿などが建設された。
12 時代は下るが巨大な建造物が“天文台”としての役割を担っていた例としてマヤ文明の最大級の都市の一つのチチェン・イッ

ツァ（6～ 12世紀に栄えた）に建てられたククルカンの神殿もよく知られている。春分と秋分の日に太陽が沈む時に、真西か
ら照らされて出来る影に残されて輝く部分が、ピラミッドの下部にある蛇の頭につながる胴体を形成する。それは、ククルカ
ンの降臨と呼ばれている。

13 現在は国際天文学連合が定めた88星座が一般的であるが、それはバビロンに始まり、ギリシャのプトレマイオスが著書『アル
マゲスト』（160頁3.4.6参照）に著した48の星座を含んでいる。バビロンで名付けられた星座の名前にシュメール語に起源を
持つものがある。星の名前や黄道12宮の星座名には砂漠を含む乾燥地帯で暮らしていた遊牧民の生活から生まれたものもあ
ることなどから、星座の命名に遊牧民も関わっていたことを主張する人もいるが（32-1~2p）、定説とはなっていない（30）。
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71の星座が登録されていた 14。当時は黄道上に当てはめ
られた星座は12より多かったが、紀元前600年頃に現在
占星術 15でも使われている黄道12宮が定まった（31）（図
2、152頁2.4.2参照）。
　バビロニアの占星術は、洪水や旱魃や戦争などの到来
についてあらかじめ警告を与えようとしたものであった

（33-3~9p）。そこでは占星術の他にも生け贄にされた動
物の肝臓の状態も凶事や災害の前兆を判断するために用
いられていた（34-70p）。これらの占いは国家の運営に重
要な役割を果たしていた。バビロニアの星座はホメーロ
スが登場する紀元前8世紀頃にはギリシャ神話と混じり
合い、紀元前3世紀にはギリシャの解釈にとって代わら
れていった（35-24P）。
　バビロニアでは数学もまた発展した。彼らは日常生
活には主に10進法を使っていたが、数学には60進法を
用いた。我々が1時間を60分、1分を60秒とする、ある
いは円の角度を360（6×60）度とすることはその時に始
まっている（34-135p）。また、1日を24時間とするのは、
エジプトで1年を12ヵ月に分けると共に、昼と夜をそれ
ぞれ12に分けたことによっている（151頁2.4.1参照）。
　当時、日食や月食を予測することは重要なことであっ
た。バビロニアでは天体観測の結果、ほぼ同じ条件の日
食あるいは月食が起こるサロス周期 16が分かっていた。
　太陽が黄道と白道（天球上における月の通り道）の交
点から再び同じ交点に戻るまでの期間を1食年（346.62
日）という。太陽がその交点を通過する頃に、月が新月

（朔）であれば日食、満月（望）であれば月食となる。バ
ビロニアで紀元前5世紀の初めには作られていた暦は
太陰暦で、彼らはそれを補正するために、閏月を適宜入
れていた（36-36p）。1朔望月（29.53059日）と1食年との
間には223朔望月=29.53059×223=6,585.32日、19食年
＝346.62×19=6,585.78日という関係が使われていた（27-
157p）。また、235朔望月が太陽暦の太陽年19年に相当す
ることも分かっていた。つまり、235＝12×12+13×7と 
なり、19年の間に7回閏月をいれることで補正していた17。 
サロス周期も太陽暦と太陰暦の補正に用いられていた。
　バビロニアの暦は、紀元前433年にアテナイの数学者
メトンのメトン周期に引き継がれて行ったとされており

（3.2.4参照）、バビロニアで発達した天文学はギリシャに
受け継がれていくことになった。
　2.4.4　古代中国の天体観測：中国では殷王朝（紀元前
17～ 11世紀）になると甲骨文が使われ、天体観測に関す
る記録も残っている。そこでは太陰太陽暦が用いられ、
月の満ち欠けによる太陰暦を補正するために3年に1回
閏月を置いたり、日付を表すのに十干十二支が使われた
り、10進法と60進法が活用されていたと考えられてい
る。また紀元前11世紀頃の周王朝時代には南中時の太陽
がつくる影を測定する測景台とよばれる天文台（登封市
告成鎮に現存する）が造られていた（29-38~41p）。
　2.4.5　古代インドの天体観測：インドではサンスク
リットによって書かれた紀元前1000～紀元前400年頃の

『ヴェーダ』18が残っているが、そこには天文観測に関す
る記載は見られない。また暦法も確立されていなかった
と考えられている。紀元前400年以降になると、バビロ
ニアの影響を受けて暦法が作られた（29-38~41p）。
　2.4.6　アメリカ先住民の天体観測：紀元300年頃から
16世紀初めまで続いたマヤ文明は天体観測に優れてお
り、13日の20サイクルの260日を一周期とする宗教的
なカレンダー、更に360日を周期とする暦と、1年を365
日とする太陽暦のカレンダーを併用していた。また天文
学と関わりのある建造物がいくつも建てられていた（37-
46p）（152頁脚注12参照）。しかし、その文明は11世紀頃
には衰退してしまった（例えば、5参照）。
　一方、西欧では日食・月食などを予測する天文学が古
代から連綿と続いており、新大陸に向かったクリスト
ファー・コロンブス（1451頃～ 1506）もその知識を習熟
していた。彼は座礁したジャマイカで、現地人の助けを
受けることが出来ず、食料危機に陥った。彼はその時、
直後の1504年2月29日に月食が起きることを記した西
欧天文学の集大成の一つであるレギオモンタヌス（162
頁4.2参照）の暦をもっていた。そこで、食糧を供給して
くれなければ、私たちの神が月を消してしまうだろうと
告げた。その日に月は次第に姿を消した。現地人は恐怖
におびえ月を返してくれと嘆願した。コロンブスは食糧
提供を条件に彼らに月を返した（37-91, 92p）。当時ジャ
マイカに住み着いていた人々の祖先はマヤ文明の伝統に
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14 その源泉は紀元前1000年頃に遡ることが出来ると言われている（31）。
15 占星術は春分の日の昼の黄道に見られるはずの星座からはじまる12の星座によっている。占星術が生まれた頃は、それは「お

ひつじ座」であった。しかし、地球の自転軸の歳差運動で次第にずれて、紀元元年の頃には「うお座」となり、現代は「みずがめ座」
になろうとしている。占星術では誕生日の昼の12時に真南に見える星座をその人の星座としている。現在では、その星座は紀
元前600年頃とはずれているが、今なお当時の方法が用いられている（147頁図2参照）。

16 日食や月食が起こる日を予測するのに用いられる周期で、1サロス周期は6585.3212日（約18年10日8時間）である。
17 太陽年は365.242194日で19太陽年は6939.601686日である。また1朔望月は29.530589日で235朔望月は6939.688415日で、両者

はほぼ等しい。このような精度で当時の人々は天体の観測を行なっていた。
18 主にリグ・ヴェーダ（149頁2.1参照）、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの4つの宗教文書。
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接する機会がなく、当時の原住民は暦についての理解が
進んでいなかったと想像出来る。
　また北米のニューメキシコ州のチャコ・キャニオンで
は、紀元900年～ 1150年にかけてプエブロ文化が栄えた。
そこからはグレートハウス遺跡が見つかっている。これ
も当時の人々が天体観測を行い冬至の時に儀礼を行なっ
ていたことを示すものである。そこには星や月を描いた
岩絵も残されている（37-10~14p）。
　このように地域によって残されている証拠の年代は違
うが、各地の人々が天体観測を行うことで暮らしを維持
していたことは確かである。また、多くの地域で、日食
や月食を予測出来るような正確な暦をつくり暮らしてい
たことも遺物や記録によって裏づけられている。
　次に主に西欧において宇宙観・地球観がどのように変
遷していったのかを、物質観についても折にふれ言及し
ながら概観する。
　

3．ギリシャの宇宙観・地球観・物質観

3.1　概略：エーゲ海では紀元前3000年頃から青銅器時
代が始まり、紀元前1700年頃にはクレタのミノア文明が
最盛期を迎えた。紀元前1600年頃にはギリシャ本土にミ
ケーネ文明の中心地が建設され、紀元前1000年頃には、
ギリシャ本土から小アジアの沿岸地方イオニアなどへの
植民が始まった。紀元前776年には第一回のオリンピアの
祭典が催されるなどギリシャは発展を続けた。紀元前8世
紀末の吟遊詩人ホメーロスは、『イーリアス』と『オデュッ
セイア』を残したとされている。また紀元前700年頃には、
アテネの西北の寒村に住む農民詩人のヘシオドスが『仕
事と日々』を著した（38-15~45p）。このような中で、ギリ
シャでは自然観察を含む哲学が隆盛を極め、アリストテ
レスを初め多くの知を愛する人々が輩出された。
　ギリシャを中心とした科学的思考の発展は900年に亘
る三つの時期に大別出来る。第一の時期は最も独創的か
つ創造的であった紀元前600年からアリストテレスの死
の紀元前322年までの科学の「英雄時代」であった（中で
も紀元前400年～紀元前320年はプラトンとアリストテ
レスに代表される哲学の発展が注目され、論理学的術語
が創作された「黄金時代」として特別に扱うことが多い）。
第二の時期はアレクサンドリア市の建設（紀元前332年）
からキリスト紀元の初め頃のローマによる東方征服の
完成までの「教科書の時代」で、プトレマイオス朝の庇
護の下に科学の全部門が発展した。最後の時期はローマ

帝国の帝政への移行（紀元前27年）後の約300年である
（33-38p）。最後の時期には科学の革新的な発展はなかっ
たが、天文学では天動説を完成させたプトレマイオスが
現れた。
3.2　初期「英雄時代」
　3.2.1　ミレトス学派（タレス・アナクシマンドロスら）：
エジプトやバビロニアは灌漑設備・ピラミッド・神殿・
王宮の造営を行う絶対的な権威を持つ中央政府により支
配される社会であった。そのような社会を支えるために
数学的天文学・暦・度量衡が発達したが、王権的な社会
の宇宙観は“神話的”要素を多分に含んだものであった。
エジプトは紀元前1000年頃には衰退期に入ったが、バビ
ロニアの文化はその後も旺盛な成長を遂げた。一方、紀
元前1000年頃からエーゲ海に面したアナトリア半島の
南西部に古代ギリシャのイオニア人が住み始め、紀元前
800年頃には都市国家ミレトスが造られた。そこでは政
治権力は商業貴族の掌中にあり、実践的な技術の急速な
発達が求められていた。そのためにミレトスで神話的な
解釈から脱却した自然哲学が生まれた（33）。
　ミレトスのタレス（BC624頃～ BC546頃）は海を渡っ
てエジプトに行き、多くの知識を吸収した。彼は測量術を
学ぶと共にバビロニアの天文学にも通じていった。エジ
プトでは地に落ちたピラミッドの影と自分の影・身長と
を比較して、ピラミッドの高さを推定したと言われてい
る。また、紀元前585年5月28日に起こったと考えられて
いる日食を予言したとも伝えられている（37-60~61p）。
　また、アナクシマンドロス（BC610頃～ BC546頃）は
初めて世界地図を作った。このようにミレトスでは神話
的な過去の遺産を引き継ぎながらも、商人が利用出来る
航海術等の実利的技術を含めた自然哲学が誕生し、“神
話的世界”からの脱却が始まった（33）。しかし、アナク
シマンドロスの宇宙観は、地球は不動の「円盤状大地」で、
それが宇宙に君臨し、その周りを全ての天体が同心円状
に取り巻いているというものであった。このように、当
時の人々は地球を「平らな大地」と見なしていた。しか
し、当時の宇宙観は観察に基づくものではなく、あくま
でも思弁的なもので、惑星の運動などについて数々の矛
盾（157頁3.3.2、158頁3.3.4、160頁3.4.8参照）を抱えて
いた（39-28p）。
　彼らは物質の成り立ちについても考えていた。タレス
は存在する全てのものは水から生成し、再び水へと消滅
していく、即ち万物の根源（アルケー）は水であると考
えたと言われている 19。一方、アナクシマンドロスは全
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19 アリストテレスは哲学とは知を愛することであるとした。その中でも、ものごとのそもそもの始まり、つまり「アルケー」に
関する知こそが最も根源的なもので、タレスはその「アルケー」について深い思索を最初に行なった智恵の愛求（哲学）の始
祖であると『形而上学（上）』の中で高く評価している（40-32, 33p）。
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ての事物の根源は水であるというタレスの考えに異議を
さしはさみ、世界を構成しているのは四つの元素（土、水、
火、霧）なのだから、なぜ全ての事物が土であっては、あ
るいは霧であっては、あるいは火であってはいけないの
かと問うた。彼は、これら四つのものは互いに他のもの
に変わりうるので、それは全てに共通な或る「無規定的
なもの」20の四形態であると言った方が良いとした（33-
47p）。この他、アナクシメネス（BC585～BC525）は空気を、
またヘラクレイトス（BC540頃～ BC480頃）は火を万物
の根源と考えた（33-49p）。
　ミレトス派は「世界が何で出来ているか」について、
それは擬人化された神の意志ではなく、物理現象である
とし、それを観察により解き明かそうと試みていた人々
である。ギリシャの古典に精通したベンジャミン・ファ
リントン（1891～ 1974）は「当時の気風は技術者たるこ
とを名誉とするものであった。知恵または知識と訳され
るギリシャ語「ソフィア」はその当時には技術的な巧み
さ（えらさ）を意味しており、抽象的な思索・思弁を意味
するものではなかった。あるいはむしろ、いまだなおこ
うした二義に区別されるに及ばなかった。（中略）そこで
は存在の全領域にわたって合理的な思想の確固たる自覚
ある運動が展開されていた」と要約している（33-116p）。
　万物の根源についてはギリシャ以外でも人々の関心を
集めていた。中国では「木・火・土・金・水」を「五行」とし、
それに「陰陽」を加わえたものによって宇宙の全ての現
象が現れると考えられていた。また、インドに始まる仏
教では、ギリシャの人々と同じように万物の根源は「地・
水・火・風」の「四大」であると考えられていた。
　3.2.2　ピタゴラス派：エーゲ海の北東部、トルコ沿
岸にあるギリシャのサモス島に生まれたピタゴラス

（BC582～ BC496）は、数学・音楽・哲学の研究を行い、
現在の南イタリアのロクリスに本拠を置く宗教的結社の
ピタゴラス教団を作った。彼は月食の時に見られる地球
の影の形から、地球が球形であると考えた（37-64p）。ま
た彼らは諸天体が完全な球で、完全な円運動をするとし
た。しかし、実際には、惑星の運動は不規則であった（急
速にあるいは徐々に動く、また時には停留所と言われる
ところに立ちどまる）。このような惑星の動きは、天体が
円環的で斉一的な運動をするという彼らの仮説に反する
無秩序なものであり、許すべからずことであった。彼ら
の天文学は天体が神的なものであるという信仰に根ざし
た宗教的なものであり、「完全な」ということには数学的
及び道徳的な「美しさ」という意味が含まれていた。そ

のような認識は物質の根源は「数」であるという彼らの
信念から思弁的に導かれたもので、観察によったもので
はなかった。即ち、彼らは数学の諸命題を純粋な理性で
質料から抽出して考察することにより、数学を基本的な
諸原理の上に確立することに努力したといえる。ところ
が、惑星の動きは彼らの宇宙観では説明出来ず大きな課
題として残り続けた（41-65, 98, 141~144p）。
　ピタゴラス派のフィロラオス（BC470頃～ BC385）は

『自然論』21を著したが、宇宙についてはその中心に中心
火と呼ばれるものがあり、球体である地球がその周りを
回転しており、太陽は地球の更に外側を回っていると考
えた。地球からは太陽は見えるが、宇宙の中心の火は、
地球がその周りを1日で公転すると同時に、同じ周期で
自転しているため、地球上の人に対して常に足の下（地
球の裏側）に位置しており見えないとした（39-31, 32p）。
フィロラオスの考え方は、当時の常識である地球が不動
の宇宙の中心という考えに反しており、コペルニクスに
より再発見されるまで顧みられることはなかった（29-
60p）。
　またピタゴラス派のエクパントス（BC4世紀）も、大
地は球体であり、星空が回転して見えるのは地球が自転
しているための見かけの動きであるとしたが、注目され
なかった（18-27p）。
　3.2.3　原子論：アナクサゴラス（BC500頃～ BC428頃）
は例えばパンを食べると、これが骨・肉・血・腱・皮膚・
毛髪などになるが、それは小麦の粒子のうちにそのよう
なものになる微小な構成要素があるためだと考え、それ
を「種子」（spermata）と呼んだ（33-84p）。
　デモクリトス（BC460頃～ BC370頃）はアナクサゴラ
スやレウキッポス（BC440～ BC430頃に活躍）の影響を
受け原子論を主張した。それは、宇宙が原子と空虚から
成り立っており、宇宙が作られる単位は数学的なもので
はなく物理的なものであるというものであった。彼の考
えた原子は、微小ではあるが大きさを持っているので、
空間的には可分的であるが、物理的には不可分なもので
あり不可入的であった。そのような形や大きさが異なる
無数の原子が様々に結合・分離することにより感覚で捉
えられる性質や生滅の現象が生じるとした（33-87~89p）。
　しかし、ギリシャ時代は後にアリストテレスが発展さ
せた「自然は空虚（真空）を嫌う」という概念が主流で、
四大元素の考え方が受け入れられており、原子論は注目
されなかった。
　デモクリトスは天の川についてそれは乳のように見え
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20  即ち彼にとってのアルケーは無規定的（あるいは無限なもの）なもの、アペイロンであった。
21 それはピタゴラス教団の取り決めに反し秘儀を漏らしたものと言われているが、プラトンはそれを読みピタゴラス派の考え

方に精通したとされている。
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るが、実際は無数の星からなっているもので、その光が
弱く互いに近すぎるために見分けられないものであると
主張した（35-28p）。
　一方アナクサゴラスは宇宙について、太陽は燃え盛る
巨大な石の塊で 22、月は太陽の光を反射して光っており、
日食は月の影が大地に投影されることで生じ、月食は
大地の影が月に投影されて起こるとした。しかし、彼の
想定した大地はあくまでも円盤で「平面」であった（39-
30p）。太陽を燃える石とした彼は太陽神を冒瀆する不敬
の罪に問われ、アテナイを追われた（42-50p）。
　3.2.4　メトン周期：アテナイ生まれのメトン（生年・
没年は不詳）はギリシャで最初に正確な観測を行った天
文学者の一人で、バビロニアの成果を参考に紀元前433
年にメトン周期を発見したと言われている（152頁2.4.3
参照）。彼は1太陽年を365日ちょうど、1朔望月=29.53
日とし、19太陽年=235朔望月（29.5319日×235）=6,940
日として計算していた。メトン周期に従うと19年間に
7回の閏月を入れれば太陽年とのずれが解消される。し
かし、19太陽年と235朔望月とは完全に一致しておら
ず、実際には19太陽年につき約0.0867日ずれてしまう。
この差は219太陽年が経過すると、ほぼ1日のずれとな
る。そこで、時々改暦を行い、ずれを矯正する必要があっ
た。そこで、カリポス（BC370頃～ BC300頃）は1太陽
年を365.25日、19年は6,939.75日、これを4倍した76年
を27,759日とした。即ち76年でメトン周期より1日減っ
たことになる。一方、朔望月の235月を4倍した940月を
27,759日とした。即ち1朔望月は29.53091日ということ
であった。この76太陽年=940朔望月=27,759日のカリポ
ス周期は紀元前330年に採用された。更に、ヒッパルコ
ス（160頁3.4.5参照）はカリポス周期を4倍して1日引き、
304年=3760月=111,035日とするヒッパルコス周期をつ
くった。これによれば1太陽年はおよそ365.24671日、1
朔望月はおよそ29.530585日ということで、現在測定さ
れている太陽年365.242194日、また1朔望月は29.530589
日と比べて遜色がない。
3.3　黄金時代：黄金時代はソクラテス（BC469頃～
BC399頃、デモクリトスと同時代）・プラトン（BC427～
BC347年）・アリストテレス（BC384～ BC322）が活躍し
た英雄時代の特別な一時期である。
　3.3.1　プラトンらとミレトス学派の違い：ソクラテス
は著述を行なっておらず、彼の考えは弟子のプラトンな
どの著作により伝えられている。プラトンは天文学・生
物学・数学・政治学・哲学について学び、紀元前387年に

は、アテナイ郊外に学園アカデメイア 23を設立し、そこ
でアリストテレスを含む多くの後進を育成した。
　彼らとミレトス学派の思想の違いを主にベンジャミ
ン・ファリントンによって要約したい。（33）（157頁3.3.3
まで）。
　ミレトス学派の自然哲学者たちは実証科学の理想と普
遍的法則の支配を追求しようとした。彼らは単なる自然
の観察者であっただけではなく、彼らの観察眼は当時の
諸技術に刺激され鋭く活気づけられていた。これに対し、
ソクラテスは「宇宙について思索したり、地下の一切を
しらべ上げたり」しようという自然学者の面も持ってい
たが、問答による論理の構成という分野を強く推し進め
た。即ち彼は、自然を実証科学として捉えるのではなく、

「イデア説」を持ち出し、自然を目的論的に説明し、人間
の歴史を神的摂理として説明しようとした。ソクラテス
はミレトス学派とは考えを大きく異にしていた。
　プラトンも師ソクラテスと同様ミレトス学派を批判し
た。彼は観察と思惟の要素を持ったミレトス学派が「土
と空気と火と水の四元素は全て自然と偶然によって存在
していて、そのいずれも意図または摂理（予見）によっ
て存在するのではなく、諸元素の次に位する諸物体（大
地、太陽、月、星など）はその絶対的に無生命な諸元素に
よって作られたものであり、これらは相互の間に存在す
る或るなんらかの親近性に応じ、これらに内在する或る
力によって動かされている。即ち火と水と土と空気とが
万物の根本元素であり、これらが《自然》を構成してい
るのであって、霊魂はこれら根本元素からのちに形成さ
れる」と主張していると批判的に捉えた。更にプラトン
は、ミレトス学派の実践的技術は人間が自分たちの利益
幸福のために自然を知って自然と協働しようとする知的
努力に基づいており、そこから彼らは「自然は可知的で
ある」とみなしているとした。即ち、プラトンは、彼らの
宇宙論は、物質的世界そのもののなかに一つの必然的秩
序があり、人間の精神は、これがその必然的秩序をとら
えている限りにおいて、世界の真理を認識しているもの
と考えたのである。またプラトンは、ミレトス学派が必
然的秩序は技術を用いる人々の経験が必要な手懸りを与
える感覚の明証によってのみ知ることが出来ると考え
た、と把握した。ミレトス学派のこのような考えは以下
に述べるプラトンの思想とは大きく違うものであった。
　プラトンは、精神と物質とはあたかも主人と奴隷のよ
うな関係で、もし「自然」になんらかの規則正しさまた
は美しさが存するとすれば、それは精神すなわち宇宙霊

－ 156 －

22 エンペドクレス（BC490頃～ BC430頃）も太陽は巨大な火の塊であるとした。
23 529年に東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス1世の非キリスト教的学校の閉鎖政策によって閉鎖されるまで、およそ900年間

続いた（195頁11.4.1参照）。
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魂が、それ自らでは本来無秩序な物質に秩序を与えてい
るからだと考えた。彼は、我々をこの世界についての真
の科学（真理認識）に導くものは、理性であって感覚の
明証ではないとした。このようにプラトンの新見解は、
以前のミレトス学派の自然哲学者たちの第一前提からの
徹底的訣別を意味するものであった。即ち、プラトンに
とっては、真の科学（真の認識）は目的論的で、現象をあ
る目的に照らして解釈することであり、しかもその目的
というのは、精神すなわち宇宙霊魂が万物を指導しよう
として初めから目指しているところのもの（イデア）で
あった。そして彼は、この目的は観察によって発見され
るのではなく、理性によってのみ発見されるとしたので
ある。更に真理の発見は自然に働きかけることによって
ではなく、目的についての理性による議論によってだけ
でなされるとした。
　3.3.2　プラトンの宇宙観：このような考え方からプラ
トンは、この宇宙は、神が質料（ヒュレー）からイデアを
範型として制作したものであって、無から創られたもの
ではなく、最高のイデアは、善のイデアであり、それは
存在と知識を超える最高原理であるとした。更に、彼は
ピタゴラス派が旨とする神聖な数と調和と均斉のとれ
た数学の概念を引き継ぎ、宇宙の階層構造を正四面体の

「火」、正八面体の「空気」、正二十面体の「水」と、正六面
体の「土」の四大元素の組み合わせからなるものと捉え、
正十二面体は王道12宮に対応するものとした。
　このようにプラトンは、天体の見かけの上の運動がど
うであろうと、宗教上の根拠から、それらの真実の運動
は斉一的な速度で完全な円を描く回転運動であらねばな
らないと確信していた。しかし、実際に観察されていた
姿はそのような斉一的な規則正しい円運動を示すものば
かりではなかった。例えば、惑星は停止したり後退した
りしてその速度が変わるように見えた。また月も惑星も、
ともに黄道に近寄ったり遠ざかったりして、黄道との距
離が一定していないように見えた。更に、太陽の速度さ
え斉一的でなく、太陽が至（夏至・冬至）から分（春分・
秋分）に、分から至に達する日数が違っていた24（147頁1.7
参照）。つまり、後進に残された課題は、プラトンの確信
を証明するために「いかなる運動を想定すれば、惑星の
運動の見かけの不規則性を救って、これを斉一的な秩序
正しい運動として説明しうるか？」であった。
　3.3.3　イオニアとギリシャの社会構造の違い：イオニ
アのミレトス学派とプラトンらの考え方の相違は、技術
に支えられた商業国家のイオニアと奴隷制度に支えられ
ていたアテネの違いに影響されたと考えられる。古いイ

オニアの自然哲学者たちは、技術の操作過程を成功させ
るために物質の規則正しい動きに注目した。彼らは自然
を客観的な秩序があるものと捉え、客観的秩序としての
自然の合法則性という観念を初めて持つようになった。
彼らは、天体の運行の秩序正しさからではなくて、限り
なく繰返された経験からそれぞれの事物にはそれぞれ自
らの動き方があるということを悟った。また彼らは、自
然を無限に多種多様な器用巧者であるとともに自分の法
則については一歩も譲歩しない頑固なものとしても捉え
た。そのような認識は物質に働きかけてこれを操作的に
統制しようと試みる技術者たちの抱く自然概念であっ
た。一方、ソクラテスに代表される自然観は、自然は自
らに一定の目的を課していて、その意志を隷属者的では
あるが強情な物質の上に強行しようとする一つの力を
持っているという新たな概念であった。それは、奴隷を
支配する主人のいだく自然概念であったと言える。
　黄金時代は、技術による自然支配が既に高い水準に達
していたが、逆に奴隷所有の発達により新たな危機がも
たらされた。即ち、少数のギリシャ人に文化的有閑生活
の可能性が与えられたが、それと同時に彼らの地理的拡
張は、弱小民族や後進民族を奴隷にする可能性も与えた
のである。奴隷制は、初めは家内労働的であって酷使的
ではなかったが、次第に運搬や採鉱やそのほか多くの農
業的・工業的重労働を異民族の奴隷達に背負わせる組織
的なものとなった。市民たる者の理想は、手を使う仕事
に携わらない者であることであった。そこでは一つの都
合のいい理論が生じた。それは人類のうちで彼ら以外の
種族は市民（自由人）に適しておらず、手仕事しか出来
ない種族であるように自然が意図してそう創ったという
ものであった。科学の多くの部門にとって技術の過程に
ついての知識は本質的に重要であるにもかかわらず、ギ
リシャでは実践的な作業は奴隷のすべき仕事だとして技
術が奴隷の手にゆだねられるという悪い結果を生み出し
た。その結果、科学の理想は、市民に代表される言葉の
上のものであり、奴隷が関係する実践・行為とは関係の
ないものとされた。ギリシャ社会は富裕な市民と貧乏な
市民とが奴隷による生産物を奪い合う闘技場になろうと
していた。そのような社会的条件のもとで、関心は自然
科学から政治と倫理に移り変わったのである（156頁3.3.1
からここまで主に33-2, 3, 52~60, 109, 128, 220, 221, 225, 
226pによる）。
　後のアリストテレスも「奴隷は生きた財産である。（中
略）奴隷と家畜の用途には大差がない。なぜなら両方と
も肉体によって人生に奉仕するのだから」と奴隷制度を
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24 プラトンの生まれたBC427年より数年前にメトン（前頁3.2.4参照）により確定されていた（41-109p）。
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肯定した（43-38~42p）。アテナイの最盛期には自由市民
の数倍の奴隷がいたともされているが、それほど多くは
なかったとも言われており奴隷の数ははっきりしない。
しかし、当時のギリシャが奴隷制度に支えられていたこ
とは確かである（42-22~24p）。ここで紹介したファリン
トンの見方は一方的であるという批判もないことはな
い。しかし、彼のミレトス学派とソクラテスらの考え方
の相異に対する見解は、本論の最後に「知」について考
察する上で大いに参考となる重要なものである。
　3.3.4　「同心天球説」：エウドクソス（BC407頃～
BC355）はアカデメイアにおいてプラトンの代理を務め
たり、医学と政治学を研究したりしていた。彼はプラト
ンの宇宙観に関して残した課題に答えるべく、天体の運
動について地球を中心にした幾つもの同心円の天球から
成り立つ「同心天球説」を唱えた。
　それは恒星の出没を示す日周運動に対しては天の北極
と南極を結ぶ線を軸として回転する天球を、太陽につい
ては、日周運動のための天球と、黄道が天の赤道に対し
て傾いていることを説明するための天球、更に太陽の運
動の遅速をもたらすための天球の合計三つの天球を含
んでいた。同様に月に対しても三つの天球が、更に5つ
の惑星（水星、金星、火星、木星、土星）については逆行
を含む複雑な動きを説明するためにそれぞれ四つの天球
が考えられ、その説は合計で27個の天球からなる複雑な
ものであった。しかし、それによって説明される惑星の
動きは単純な「8の字運動」に過ぎず、実際の惑星運動と
は程遠かった。また、金星や火星の明るさが変化するこ
とは地球との距離が変わっていることによるが、「同心
天球説」はそれについても説明出来ない不完全なもので
あった。ところが当時の多くの天文学者は何としも同心
球で宇宙の説明を完成させることに憂身をやつしていた

（41-121p, 44-100, 101p）。
　エウドクソスよりも半世紀以上前にメトン（156頁3.2.4
参照）やエウクテモン（紀元前5世紀）は既に太陽が円軌
道の二つの至と二つの分とで切られる四分円のそれぞれ
を通過する時間は同じでないという事実を発見していた

（160頁3.4.8と147頁図2参照）。即ちエウドクソスは太陽
の1年間の運動は完全に斉一的ではないという彼らの観
測結果を無視して「同心天球説」を唱えたと考えられる

（41-111p）。
　3.3.5　支持されなかった異説：フィロラオスやエクパ
ントスは天体が回転して見えることは、地球が自転して
いる結果であると考えたが（155頁3.2.2参照）、当時は不
動の大地の上を天体が回転しているということを多くの
人が信じていたため「地動説」は異端であり、無視された。
　そのような中でヘラクレイデス（BC387頃～BC312頃）

も、水星と金星は太陽の周りを回っており、そのように
水星と金星を従えた太陽と火星等の外惑星が地球の回り
をまわっているという説を提唱した。また、彼は地球の
周囲を天が1日1回転するように見える見かけは、地球
が自らの軸をめぐって1日に1回転するという仮定の上
に立っても同じように説明出来るとした。しかし、彼の
説の評価も芳しくなかった（39-51p, 41-111p）。
　3.3.6　アリストテレス：アリストテレスはマケドニア
王の侍医ニコマコスの息子としてマケドニアのスタゲイ
ラに生まれ、後のアレクサンドロス大王となる王子の家
庭教師を務めた。彼は長い間マケドニア勢力の庇護を受
けたが、生涯の最後の年に反マケドニア感情の爆発した
アテナイを退去しなければならなかった。アリストテレ
スにはソクラテスやプラトンのような偉大な国であるギ
リシャを祖国に持つ人の誇りや苦しみはなく、権力者を
説得して政治改革を行わせようという熱意は持っていな
かったと考えられている。一方、彼は小国の悲しみと困
難を経験し、むしろ与えられた国家体制の中で現実的な
生活の知恵を生かして賢明に生きる実際的な人であった
と思われている（45-18, 20, 34p）。彼はプラトンの弟子で
政治学・倫理学・心理学・文学理論などの人文系の学問
から、天文学・気象学・化学・動物学・植物学などの自然
科学系の諸科学あるいは論理学・科学方法論までを学び、
それらを専門科学として分化させるきっかけをつくった

（45-9p）。ローマの文筆家キケロ（BC106～ BC43）は「自
然はアリストテレス学派の人たちによって隈なく探索さ
れ、天にも海にも陸にも彼らに見のがされたところは一
つもなかった。さらにまた、彼らが万物の創成と宇宙の
構造を取り扱うにあたって確立した教説の多くは、単な
る蓋然的論議によるのではなくて、数学的証明によって
結論づけられたものであり、彼ら自身の観察にもとづい
て多量の資料が提供されたために、これまで知られずに
いたような事実が発見されるようなことになったのであ
る」と評価した（45-37p）。
　3.3.7　アリストテレスの宇宙観：以下に紹介するアリ
ストテレスの天動説は、その後プトレマイオスにより更
に数学的完成度が高められ、長い間、世界を支配する宇
宙観となった。地動説を唱えたガリレオは『太陽黒点に
関する第二書簡』の末尾で「現代まで隠されていた予期
せざる驚異からなにか収穫するには、今後、天空の実体
についてアリストテレスとは違ったように考える賢明な
哲学者たちに、耳を傾けるのがいいでしょう。アリスト
テレスその人であっても、現在の感覚的測定を知ってい
たら、彼らの考えとそう違いはしなかったでしょう。な
ぜなら彼は、自然の諸問題に関して結論づけることを可
能にする方法として、明白な経験を認めたのみでなく、
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それに第一の地位をあたえたのでした」と述べアリスト
テレスの認識方法を高く評価し、彼に深い敬意を示して
いた（46-125p）。アリストテレスの思索は革新的であっ
たが、限界が無かったとは言えない。
　アリストテレスの宇宙観は、世界の中心に不動の地球
があり、その外側に55の同一中心の球があり、その上を
月、水星、金星、太陽、その他の惑星などが動いていると
いう階層構造から成るものであった。また彼は宇宙を月
より下に存在する世界とその上に存在する天体に分け
た。月から下の世界は、土・空気・水・火の四元素から成り、
そこでは我々を含む事物は生成消滅・変化するものとし
た。更に、そこでの「自然的な」運動は上り下りの直線運
動で、相互に混合し変形しうるものと捉えた。一方、月
より上の天空の「自然的な」運動は永遠的な円運動であ
り、それはその天空が神的理性の統御のもとにある証拠
であるとした。即ち、天体は生成消滅することもなく変
化しない不変のもので、月下の世界とは全く異なるもの
であるとしたのである。またその天空を構成している実
体は土・空気・水・火の四元素ではなく、全く別の第五元
素アイテールから成り立っているとした（33-147p）。ま
た、空に見られる彗星・流星など変化するものは、月下
の世界でおこる気象現象で、神的な天空の出来事では無
いともした。
　彼はまた天の川についても科学的に多くの可能性を論
じた。天の川は金属を鋳造した時に出来るはぎ目や、球
を皮で覆った時に出来る縫い目に似た裂け目ないしはつ
なぎ目が天球に出来たものであって、この世が創られた
時に不手際があった証拠だという説をとった（35-28p）。
3.4　「教科書時代」とそれ以降
　3.4.1　アレクサンドリア：ギリシャのマケドニア王で
あるアレクサンドロス大王（BC356～ BC323）は死去す
る直前にアレクサンドリア市を建設した。そこはその後、
彼の部下のプトレマイオス1世（BC367～ BC282、古代
エジプト最後の王朝となるプトレマイオス朝を起こし
た。在位：BC305～ BC282）によりエジプトの首都とさ
れた。そこには、紀元前300年頃に70万冊の蔵書を誇っ
たと言われる図書館が建てられ、世界各地から学者が集
まった。アレクサンドリアは古代ギリシャの文化を継承
し、それを発展させる学問の中心地として栄えた。
　3.4.2　アリスタルコス（BC310～ BC230頃）：古代ギ
リシャの天文学者アリスタルコスは夕刻に輝く半月と太
陽のなす角度を三角測量の原理に基づいて測定した（図
7）。地球－月－太陽のなす角度が90度の時、月－地球－

太陽のなす角度が87度で、地球と太陽の距離は地球と月
の距離の19倍であるとした。実際には月－地球－太陽の
なす角度は89度52分で、地球と太陽の距離は地球と月
の距離の389倍である 25。彼はまた、月食の時に見ること
ができる地球の影の大きさから地球は月の約3倍で、太
陽は月とほぼ同じ見かけの大きさを持っているから地球
のおよそ6倍であると考え（146頁1.5参照）、「地球より
もはるかに大きな太陽が、より小さな地球に振り回され
るがごとく、その周囲を公転していると考えるよりも、
大きな太陽のまわりを小さな地球が巡っていると捉えた
方が、はるかに理に叶っているのではないか」と本に著
した。しかし、彼のこのような考えに対しアテネのスト
ア派の学頭クレアンテス（BC330頃～ BC231頃）はアリ
スタルコスを不敬罪で起訴すべきであると主張した。ア
リスタルコスは、恒星に視差（148頁図6参照）が観察出
来ないことから恒星はほぼ無限に遠い距離にあるとも考
えていた。
　アリスタルコスよりおよそ100年後のバビロニアの天
文学者のセレウコス（BC190 ?～ BC150年代）は彼の太
陽中心的宇宙観を支持したが、それに従うものはおらず
その宇宙観は忘れ去られた（39-55~59p, 41-113, 114p）。
　3.4.3　アルキメデス（BC287～ BC212）：ローマの文
筆家キケロは「アルキメデスは、月や太陽や5つのさま
よう星の公転の動きを球儀に取り入れ、速さの全く異な
る幾つかの動きを管理していたのだ」と明言している。
それはアルキメデスの住んでいたシラクサの戦利品の中
に面白い天文学機器があったことを根拠にしたもので
あった。その天文機器がどのようなものであったかは分
からないが、後述するロードス島で作られた天空の動き
を再現するアンティキシラの歯車（160頁3.4.7参照）に
似ているものだったかもしれない（37-71p）。
　3.4.4　エラトステネス（BC276頃～ BC194頃）：エラ
トステネスは北回帰線に近いシエネで夏至の日に陽光が
井戸の底まで届き南中高度が90度となる時に、シエネの
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25 望遠鏡なしで正確に半月となる（太陽光が地球から見た月の正確に真横から照射している）時間を見極め、太陽との角度を測
定するのは不可能であったと考えられる（39-56p）。

図7．アリスタルコスが太陽と地球の距離を求めた方法。
	 説明本文参照。
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北にあるアレクサンドリアでは太陽の南中高度（図8の
∠CAB）が82.8度になることを観測した。彼は人を雇い、
シエネとアレクサンドリアの距離を測定しそれを5,000
スタディオン（約890km）とし 26、その距離が地球の全周
360度に対して7.2度を占めていることから地球の全周長
を44,500kmとした（図8）（39-62p）。

図8．エラトステネスが地球の全周を測定した方法。
	 説明本文参照。

　3.4.5　ヒッパルコス：ヒッパルコス（BC190頃～
BC120頃）はアレクサンドリアで紀元前2世紀に活躍し
た天文学者である。彼自身の著作は残されていないが、
精密な天体観測から多くの成果を上げたとされている。
彼は、①恒星を明るさに従って、目に見える最も明るい
1等星から最も暗い6等星に分け（これは現在使用されて
いる恒星の明るさを示す等級の基礎となっている）、②
三角測量により地球から月までの距離を地球半径の59
倍（正確には60倍）であるとした。また、③彼は自分の
観測した星の位置が200年前のエウドクソス（158頁3.3.4
参照）やティモカリス（BC320頃～ BC260頃）らの記録
と異なることから、歳差（146頁図1参照）を見つけたと
言われている。
　3.4.6　アポロニウスとプトレマイオスによる「離心円
宇宙モデル」：ギリシャの天文学者ゲミノス（BC110頃
～ BC40頃）は『天文学序説』の中で、プラトンの時代か
ら不思議に思われていた太陽の動きについて「春分から
夏至までは94.5日、夏至から秋分までは92.5日、秋分か
ら冬至までは88.125日、冬至から春分までは90.125日と
なっている。（中略）すなわちこの円の中心は黄道帯の円
の中心と同心的でなく一方にずれている（すなわち離心
的である）」とまとめた（41-208~211p）。
　このように地球を円の中心から離す「離心円宇宙モ
デル」（本頁3.4.8参照）は、アポロニウス（BC262頃～
BC190頃）に始まりアレクサンドリアで活躍したプトレ
マイオス（83頃～ 168頃）により完成された。その「離心

円宇宙モデル」は5つの惑星の順行・逆行を含む月・太陽・
惑星などの運行速度や進行方向の変化を天動説に基づい
て説明することに成功したものである。それはプトレマ
イオスの著書『アルマゲスト』27に詳述された。それはそ
の後千数百年に亘って天文学の標準的な教科書となっ
た。
　3.4.7　アンティキティラの歯車：アンティキティラ
の歯車は1901年にギリシャのクレタ島沖のアンティキ
ティラの沈没船から回収された幾つもの歯車からなるも
ので、紀元前150～紀元前100年に製作されたと考えら
れているが、それは何のためのものか、長い間、分から
なかった。最近ようやく、それは、メトン周期（156頁3.2.4
参照）を基にした天体の動きを、導円・周転円と離心円
を複雑な歯車機構に反映させ再現出来るようにした天文
機器であることが明らかにされた（47）。
　3.4.8　「離心円宇宙モデル」：プトレマイオスが完成し
た離心円宇宙モデルはエウドクソスの「同心天球」に導
円・周転円とエカント（円の中心から離れた点）を新た
に加えた天動モデルであった。
　そのモデル（図9）では、①中心（C）から離れた所に
エカント（E）が導入され、②地球（E’）はエカントとは
反対側に中心からエカント点までの距離と同じ所に存在
し、③太陽は導円の上をエカントからの角速度が一定と
なるように運行している。従って地球から見える太陽の
運動の角速度は一定ではなく、最も遠ざかる遠地点（B）
ではゆっくり移動しているように見える。逆に地球に最
も近づく近地点（A）では速く動いているように見える。
遠地点は春分点から夏至点の間にあり、近地点は秋分点
から冬至点の間にあると考えた。そうすると春分から夏
至までは94.5日、秋分から冬至までは88.125日などを説
明することが出来た（本頁3.4.6参照）。
　また、④惑星は同様のエカントを持つそれぞれ別の導
円の上に中心を持つ周転円上を動くものとした。その結
果、惑星の不規則な運行（順行・留・逆行）と惑星の光度
変化を再現することが出来た。そのモデルでは、更に、
⑤地球に最も近いところを月が周り、水星・金星の内惑
星は太陽の導円の内側にある別々の導円の上を回る周転
円上を、また火星・木星・土星の外惑星は太陽の導円の
外側にある別々の導円の上を回る周転円上を運行し、恒
星は一番外側の導円を運行しているものであるとした

（39-64~85p）。このモデルは天球上の惑星・太陽・恒星な
どの動きを“数学的”に説明することを目的としたもの
であった。つまりそれは、ピタゴラスに始まる数学的な
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26 1スタディオン＝178mとしたものである。その他180m,185mとする説もある。
27 ウィーン大学は『アルマゲスト』を公開している（http://www.univie.ac.at/hwastro/rare/1515_ptolemae.htm）。
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美に基づいて、プラトンらにより出された疑問を解消す
るものであったと言える。

図9．	プトレマイオスが完成した離心円宇宙モデル。図には
導円は一つしか示していないが、モデルは幾つもの導
円から成り立っている。説明本文参照。

　プトレマイオスはこの他、星表の整備にも貢献した。
星表は恒星の位置や明るさの等級あるいは星座を目録と
したものである。彼は、古来より名付けられた星座を紀
元前3世紀頃にティモカリス（160頁3.4.5参照）とアリス
ティルス（不詳）が西洋世界初の星表（18星座）28として
まとめたものや、ヒッパルコスの星表（46星座）の成果
に基づいて「プトレマイオスの48星座」とした。現在の
88の星座のうち47星座はここに淵源を発している（39-
83p）（152頁脚注13、162頁脚注30参照）。

4．9～ 15世紀前半までの宇宙観

4.1　ヨーロッパ地域の停滞：紀元前4世紀にはアレクサ
ンドロス大王による帝国の建設に伴い、文化・科学の中
心はアレクサンドリアに移った。紀元前3～ 2世紀には、
そこでエラトステネス・アポロニウス・ヒッパルコスら
も活躍した。アレクサンドリアの繁栄を支えたプトレマ
イオス朝はクレオパトラ（BC70～ BC30）と共に滅びた
が、そこはローマ帝国の下でも科学・文化の中心の地位
を保った。2世紀にはプトレマイオスがギリシャの英雄
時代や黄金時代に始まった抽象的で思弁的な同心円的天
動宇宙観を完成させた。それはその後、1400年もの長い
間、ヨーロッパの支配的宇宙観として受け入れられ続け
た。
　一方、勢力をまし政治的な覇権を握ったローマ帝国で

は、道路・水道・都市整備など実践的・実用的な分野が
重んじられ、ギリシャ的学問は大きく発展することはな
かった。
　権勢を極めたローマ帝国も次第に斜陽化し、ローマ皇
帝テオドシウス（347～ 395、皇帝在位：379～ 395）は異
教徒弾圧政策を敢行し失地回復を図った。その政策はア
レクサンドリアにも及び、そこは391年には図書館を含
め壊滅的な破壊を被った。その後、ローマ帝国は、395
年の東西分裂そして476年の西ローマ帝国の滅亡と衰退
の一途を辿った。
　ローマ帝国の最盛期である2世紀頃の現在のヨーロッ
パ地域の人口はおよそ7,000万人であったが、その後、人
口は減少し、西ローマ帝国の滅亡時には最盛期の6割ほ
どに減少していった。衰退はその後も続き、8世紀頃の
人口は最盛期の4割程となった（48-97p）。その後、10世
紀に始まる温暖期に人口は増え、社会は活気を取り戻し
14世紀初めにはようやく2世紀頃の人口とほぼ同程度と
なった。しかし14世紀半ばには小氷期となり、社会は急
増した人口を支えられず栄養不足の人が増えた。そこに
黒死病が追い打ちを掛け、ヨーロッパ全体では30％程の
人がその犠牲となったと言われている。社会は大きな打
撃を受け、回復基調に入るのは16世紀に入ってからで
あった。
　勿論、ヨーロッパ地域でも独自の文化は継続していた。
例えば、8世紀にはカール大帝がカロリング朝を興し、
アーヘン大聖堂を建設するなどの動きもあった。しかし、
ビザンツ帝国やイスラム社会と比較するとヨーロッパ地
域は低迷していたと言える。その間、ギリシャで発達し
た学問の伝統は西ローマ帝国の流れを汲むヨーロッパの
キリスト教社会ではなく、東ローマ帝国の一時期を画す
ビザンツ帝国に受け継がれた。
　また西アジアではモハメッドのイスラム教が社会に浸
透し新たなイスラム社会が作られた。8世紀半ばにはイ
スラムの勢力範囲は、西はスペインから北アフリカ全域、
北はコーカサス地方まで、東はペルシャからアフガニス
タンまで、即ちスペインのトレドからアフガニスタンの
カブールに至る広大な地域に及んでいた。
　イスラム社会では伝統的なギリシャ文化の継承だけで
はなく、独自の文化が発展し、それがイスラム社会の隆
盛とともに、トレドなどで大きく展開した。ビザンツ帝
国はキリスト教に根ざしていたが、イスラム社会とも積
極的な交流を行なっていた。そのようにビザンツ帝国や
イスラム社会に継承されたギリシャ文化と、その後主に
イスラム社会で改良された天文学あるいは文化の成果が
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28 それはバビロニアの星座とギリシャ神話に基づく星座が混じり合ったものであった。
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共に、ヨーロッパ社会へと時間をかけて伝授されていっ
た。
4.2　イスラムを中心とした天文学：イスラムではプト
レマイオスのエカントなどの宇宙観を批判する天文学者
もいたが、独自の宇宙観を構築することはなかった。し
かし、彼らは粘り強い観測を行い、新たな発見を加えて
いった。
　現在のシリアで活躍したバッターニー（858～ 929）は
直径5mの高度測定器を利用して489個の星の恒星表を
作った。
　現在のイラン（ペルシャ）のイスファハーンのアル・
スーフィー （903～ 986）はプトレマイオスの『アルマゲ
スト』の研究と翻訳を行うほか、『星座の書』29で恒星表
を発展させた。彼は星の明るさや色の調査を詳細に行い、
アンドロメダ星雲を「小さな雲」として歴史上初めて記
載した。また、ペルセウス座の星の一つに“悪魔”の意味
を持つアル・グールと名付けた。この星は現在のアルゴ
ルで、アラビア語に由来する星名のひとつである 30。そ
れはもう一つの暗い星に光をさえぎられるせいで、3日
ごとに“ウィンク”することが現在では知られており、
そのような変光星は近代天文学の新たな地平を切り拓い
た（176頁8.10参照）。彼がその3日ごとの“ウィンク”に
気が付いていたかどうかは分からない（37-83p）。
　アブル・ワファー（940～ 998）はバグダッドの天文台
で黄道傾斜角、歳差による分点・至点（146頁1.6参照）の
移動量などを高い精度で測定した。それはイスラム天文
学の測定の正確さを示すものであると言われている（49-
187p）。
　現在のスペインのトレドで活躍したアッザルカーリー

（1028～ 1087）は太陽の遠地点の固有運動を歳差の運動
と区別したり、太陽の遠地点の天球に対する年々の移動
を正確に測定したり、天体運行表『トレド表』の作成に
関わったりした。彼はまた独特の動きをする水星の運動
を再現する機械装置であるエクアトリウムをつくった

（49-175, 176, 188, 197p）。12世紀にはトレドを中心にア
リストテレスの著作を含む多くのギリシャ・アラビア
の学術文献がラテン語に翻訳され、それらがヨーロッパ
社会に伝えられ、その後のヨーロッパ再生の大きな一要
素となった（この点は重要なので195頁11.4以降で項を
改めて取り上げる）。当時のトレドはイスラム教社会と
キリスト教社会の一大接点であった。彼の著作もそのよ
うな文化交流の成果の一つである。彼の名は月のクレー

ターのArzachelとなり残さている。そのことは彼が西欧
社会でも高く評価されていることを示している。
　ペルシャの代表的な学者の一人であるウマル・ハイ
ヤーム（1048～ 1131）は詩人として有名だが数学・天文
学の分野でも活躍した。彼はかつてない正確さで1年の
長さを測定しこれを基にジャラーリー暦を作成した。そ
れは現行のグレゴリオ暦よりも精度が高いことで有名で
ある（37-85p）31。
　イベリア半島では8世紀の初めからキリスト教徒がイ
スラムから同地を取り戻す「国土の回復」（レコンキスタ）
を始めた。その主導的役割を果たしたカスティーリャ王
国は現在のスペインの中核となった。その国のアルフォ
ンソ10世（1221～ 1284）はアルフォンソ天文表を作ら
せた。それは1272年頃に完成し（49-212p）、16世紀にコ
ペルニクスの成果を生かした『プロイセン表』が作られ
るまで、ヨーロッパで最も一般的な天体運行表となった

（次頁5.1参照）。
　またモンゴルの軍閥の子孫で中央アジアのティムール
朝の第4代君主のウルグ・ベク（1394～ 1449）は、1420
年にサマルカンド郊外に直径50m、高さ37mの立派なウ
ルグ・ベク天文台を建設した。そこには弧を下に四分円
を形づくる四分儀が造られた。それは2本の細長い大理
石が床の曲面に平行に並んだもので、そこに彫り込まれ
た数字を巨大な分度器とし、更に真向かいの壁の頂上部
にはその巨大な分度器の中心点に合わせて小さな切れ込
み穴があり、その穴と分度器を利用し天文学者は自分の
目で星の位置を記録した（37-85~86p, 50）。
　レコンキスタは1492年のグラナダの陥落により完成
した。その間、キリスト教社会とイスラム教社会との間
には長い宗教的な確執が続いたが、同時に文化的な交流
も行われ、キリスト教社会にギリシャの伝統などが伝え
られた（195頁11.4.2参照）。
　一方、キリスト教のビザンツ帝国はイスラム圏とも

“狡猾な外交”を行い、その文化を取り入れ繁栄してい
た。しかし、1453年にコンスタンティノープルがイスラ
ム軍の手に落ち、ビザンツ帝国が滅亡すると、コンスタ
ンティノープルの学者はプトレマイオスの『アルマゲス
ト』などの古代の知識が詰まった書物を持ってヨーロッ
パに逃げ延びた。そのような知識の流入により15世紀以
降にヨーロッパでは天文学のルネッサンスが始まること
になった（37-89p）。
　ドイツの天文学者のレギオモンタヌス（1436～ 1476）
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29 World digital library （http://www.wdl.org/en/item/2484/）で色刷りの星座の絵を見ることが出来る。
30  おうし座のアルバラン、わし座のアルタイル、こと座のヴェガもアラビア語由来である。
31 ジャラーリー暦は1年の長さを 365.24219858156 日とし、グレゴリオ暦は1年の長さを365.2425日としている。ジャラーリー

暦の誤差は5000年ごとに1日で、グレゴリオ暦のそれは3300年に1日である。
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はゲオルク・ポイルバッハ（1423～ 1461）の始めた『ア
ルマゲスト』のギリシャ語からラテン語への翻訳を受け
継いだ。彼は単にそれを訳すだけでなく独自に求めたよ
り正確な三角法を駆使し、プトレマイオスの球面天文学・
食・惑星理論を発展させ『アルマゲスト概要』を1462年
か1463年に完成させた。またアルフォンソ表の間違いを
見つけ独自の『暦』を1474年頃に出版した 32。そこには
1473年から1530年までの日月食の予想の図も含まれて
いた。彼の著作は印刷により広められ、その成果は16世
紀の天文学の発展にとって不可欠なものとなった。コペ
ルニクスも『アルマゲスト概要』を精読し、自分の著作
に利用した（49-218~228p）。
　また、クリストファー・コロンブスが航海先で直面し
た困難をレギオモンタヌスの『暦』で回避したことは前
述した（153頁2.4.6参照）。このように、過去の天文学の
成果がイスラムを経由してヨーロッパに伝えられ新たな
展開がはじまることとなった。ヨーロッパではその後天
文学を始めとした科学革命が起こり、ヨーロッパが世界
の覇権を握る新たな時代へ突入した。一方、権勢を極め
たイスラム社会はその後、宗教勢力が頑なになり天文学
を含む科学は停滞し、全体として衰退していった。

5．天動説から地動説へ、
そしてニュートンによる天体物理学の幕開け

5.1　コペルニクス：1473年にポーランドのトルンで生
まれたニコラウス・コペルニクス（1543年没）は、ポー
ランド最古のクラクフ大学で天文学に触れ、その後イタ
リアのボローニャ大学やパトヴァ大学で法学を学ぶとと
もに、ドメニコ・ノヴァーラ（1454 ～ 1504）の家に寄宿
し、彼からプトレマイオスの宇宙観の矛盾あるいは地球
が太陽の周りを動いているという考えなどを学んだ（51-
76p）。彼はポーランドに帰り、フロムボルクで残りの生
涯を律修司祭として働きながら、天文の観測と研究を続
けた。彼は占星術が盛んな時代にあって、星の方向や運
動だけでなく、地球と太陽や惑星との距離も考えに入れ、
新たな宇宙観を作っていった。
　1510年代の『コンメンタリオルス』には、惑星の不規
則な動きは太陽を中心とした惑星と地球の動きによると
する考えが盛り込まれていた。彼は古代ギリシャの天文
学者は、一度に一つの惑星の軌道しか計算せず、他の惑
星のことは一切考慮に入れていなかったとし、あたかも

「まるで違う場所から手と足と頭とほかの肢体をもって
きたかのようだ。（中略）そうやってつなぎ合わせて出来
たのは、人間というより怪物だ」と批判した。彼は、水星、
木星、土星がそれぞれ地球と太陽の距離の3分の1、5倍、
10倍の距離で太陽の周りを回っているとすると、太陽系
が調和的な美しいものになると考えた（37-97~98p）。
　彼の理論は弟子となったヴィッテンベルグ大学（現在
のドイツにある）の数学教授であったゲオルク・レティ
クス（1514～ 1574）の尽力により『天球の回転について』
として、1543年に出版された。コペルニクスは校正刷り
には目を通していたが、その年の12月に卒中で倒れてし
まった。危篤状態の彼のもとに印刷された最後の頁と匿
名の序文が届いたが、彼はその夜に息をひきとり、それ
に目を通すことはなかった。その時代は天動説が常識で
あったため、この本には、校正を務めた聖職者のアンド
レアス・オジアンダー（1498～ 1552）により、地球が実
際に太陽の周りを回っているというコペルニクスの確信
を否定し、それは単なる都合の良い数学的趣向にすぎな
いと言明した序文が挿入された（37-100p）。例えばエラ
スムス・ラインハルト（1511～ 1553）はコペルニクスの
理論に基づいた『プロイセン表』を1551年に公にしたが、
彼は宇宙の中心が地球であるか太陽であるかについては
関心を示さず、単に惑星の運行を予測することに最大の
関心を払っていた。
　このようにコペルニクスの考えは直ぐには受け入れら
れなかったが、天文学に関する研究がヴィッテンベルグ
を中心にコペンハーゲン、ヌレーンベルグなど各地へ広
がり、その後の発展へとつながっていった（51-163p）。
5.2　ティコ・ブラーエ（1546～ 1601）：彼は、デンマー
クで国王に大きな影響力を持っていた貴族家の一員で錬
金術や天文学に精力を注いだ人である。彼の天体観測は
肉眼によるものでは最も精度の高いものであったと言っ
ても過言ではない。1572年11月11日にはカシオペア座
に超新星（SN1572、通称「ティコの新星」）を発見した（189
頁10.1参照）。その星は14か月後には肉眼では見えなく
なった 33。デンマーク王のフレゼリクはティコ 34を国に
とどめておくために、彼がヴェーン島のステルネボルク
に天文台を建設する時に多大の援助を行った。ティコは
そこで1576年から1597年までに、四分儀や彼が考案し
た対角斜線副尺などを用いて多くの詳細な天体観測を
行い、記録を残した。そこには3,000冊の蔵書を備えた図
書室もあり、彼はその施設をウラニボルク（天の城とい
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32 1476年版をhttp://www.univie.ac.at/hwastro/books/regioBWLow.pdfで見ることが出来る。
33 SN 1572はⅠa型の超新星爆発で、地球からおよそ12,000光年離れた所にあることが現在では分かっている。爆発の残骸のか

すかな星雲を現在高感度の望遠鏡で見ることが出来る。
34 ティコ・ブラーエは一般にティコと呼ばれるのでそれに従った。
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う意味）と呼んだ。彼は1577年の彗星についても詳しく
観察し、彗星や新星のような奇妙な天体もアリストテレ
スがいうような月の下の世界で起こる“気象現象”では
なく、はるか彼方の天空で起こる独特な現象であると考
えた。ところがフレゼリク王が1588年に死去し、クリス
チャン4世が支配するようになると、国の歳入の1％程の
巨額を彼への援助に割いていることに対する風当たりは
次第に強くなっていった。1597年ついに彼はウラニボ
ルクを去り、ドイツそしてプラハに向かった。そこでティ
コの詳細な観測、特に不規則な動きをする火星の記録が
ヨハネス・ケプラーに渡され、それがケプラーの法則を
生み出す基になっていった。しかし、ティコ自身は天動
説を信奉しており、惑星は太陽の周りを公転し、それら
太陽を中心とした天体がさらに地球の周りを公転してい
ると考えていた（37-102~127p）。
5.3　ヨハネス・ケプラー（1571～ 1630）：彼はドイツで
生まれ、数学と天文学を学び、コペルニクスの「公転周
期が大きな惑星ほど軌道半径も大きい」という考え方に
感銘を受け、コペルニクス信奉者となっていった。1594
年からはオーストリアのグラーツ大学で教職に就き
1596年には『宇宙の神秘』を著した。その宇宙観は6個
の惑星と5種類の正多面体（正四、正六、正八、正十二、
正二十）を関連させたものであった。土星の天球の内部
に正六面体を内接させ、その正六面体の内部に木星の天
球を、更に木星の天球の内部に正四面体を順次内接させ
るという入れ子構造であったが、それは思い込みに基づ
いたものであった。彼はプロテスタントであったが、当
時は宗教対立が激化した時代であり1598年にグラーツ
大学の職を失った。ティコはケプラーの数学的才能を評
価していた。一方、ケプラーはティコの詳細な記録が欲
しかった。そのようなこともあり、ケプラーは1599年に
ティコの招きに応じて共に働くようになった。1601年
ティコが死亡し、ケプラーは初めて火星の運行などを記
載したティコの網羅的な記録を手にすることとなった。
彼は特に複雑な動きをする火星の記録を参考に1609年
に『新天文学』を著し、ケプラーの第一法則（惑星の軌道
は楕円で、太陽がその焦点の一つとなっている）と第二
法則（太陽と惑星を結ぶ動径が単位時間に掃く面積は一
定である）を世に問うた。更に彼は1618年に第三法則（惑
星の平均軌道半径の三乗と公転周期の二乗の比は、全惑
星に共通である）を発表した。この頃はガリレオに対す
る最初の告発が行なわれた世であり（166頁参照）、ケプ

ラーの著作もローマ教会の叱責の対象となった。
　当時は世俗的な権力を増す既存の教会勢力がそれを批
判する勢力に対して、あるいは医学の世界では大学の権
威のある男性教授が伝統的な薬草などを利用した民間療
法を行う女性や産婆などに対して、攻撃をしかけた時代
であった。魔女はそのような既存の権力階層の犠牲者で
あったといわれている 35。ケプラーの母も隣家の女が病
気にかかった時に、それはケプラーの母が自分を呪った
為だと訴えられ魔女裁判にかけられていた。ケプラーは
1620～ 21年にかけプラハを離れ、故郷のヴェルテンベ
ルグで母の無罪判決を得るために奔走した。
　このように宗教界が混乱する時代にあってジョルダー
ノ・ブルーノは地動説を擁護したために1600年に火刑に
処せられた。
5.4　ジョルダーノ・ブルーノ（1548～ 1600）：彼はティ
コとほぼ同時代を生きた修道士であった。16世紀のイ
タリア社会は、宗教に対する改革がなされルネサンスに
より自由な批判精神が醸成される一方で、既存の世俗的
な権威を維持しようとする教会勢力の権勢も依然強く、
混沌としていった。そのような中、ブルーノは既存の聖
職者教育に対抗するルネサンスのウマネジモ（ヒューマ
ニズム）を標榜する学校で教育を受けた。以下のブルー
ノ生涯の要約は主に清水純一（1924～ 1988）に従った（53, 
54）（165頁まで）。
　彼の反時代精神は次第に彼を修道院の優等生から異端
へ、更に逸脱へと向かわせた。1576年、彼はナポリで異
端訊問所の召喚を受けた。そこで彼はナポリを逃れロー
マ、更に、プロテスタントのローマと呼ばれたジュネー
ブ、そしてトルーズ、パリ、オックスフォード、フランク
フルトへと遍歴を続けながら魔術・錬金術・自然科学に
傾倒していった。彼は個別の事象の解明に満足すること
なく、自然全体の把握を目指した。彼はアヴェロエス（195
頁11.4.3参照）を学ぶなど次第に唯物論に傾き、亡命生
活の中でコペルニクスの宇宙観を知りそれを信奉するよ
うになっていった。その頃はティコが新星や彗星を観測
し、自然現象、天文への理解の情熱が膨らむ時代であっ
た。彼はパリで著した『燈火を掲げる者』（1582）の中で「時
は、全てを奪い、全てを与える。万物は変化する。ただ一
つのみ、変わらぬもの、永遠なるものがある。永遠に一
にして同一なるものとして止まるものがある。この哲学
によって、私の心は大きくなり、知性はすばらしいもの
となる」と述べている。これは彼がヘラクレイトス的・
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35 例えばジュール・ミシュレ（1798～ 1874）は『魔女』（1863）の中で「魔女はローマ教会の世界が生んだ深刻な絶望から生まれ
たのだ。私は、ためらうことなく、魔女はローマ教会の犯した犯罪であると断言する」と述べている（52-253p）。その本は19世
紀においてカトリック教会から禁書にされた。
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デモクリトス的・唯物論的変遷流転の世界観から、永遠
なる一者の自覚に到達したことを示していると考えられ
ている。
　彼は観照的瞑想の結果、宇宙の無限性とそこに息づく
生命の不思議さに感嘆した宇宙哲学を論じたのであっ
て、観察事実による天文学を説いたのではなかった。彼
の狙いは絶対化された中世的神学教義自身に致命的な攻
撃を加えることにあったが、そのために彼は中世的神学
教義の一端を担うアリストテレス・プトレマイオス的宇
宙観にコペルニクスの宇宙観でもって風穴を開けようと
した。無限なる宇宙は我々の目を真の無限者へと開かせ、
そこに宇宙霊を直知させると考えた。彼にとっての宇宙
霊は象徴的なもので、宇宙そのものは「ありうるもの全
てを包み、しかもそれらに無関心」な一として存在して
いるとした。
　彼はこのように思想的・地理的な遍歴をとげた後、再
び1591年にイタリアのヴェネチアに辿り着いた。ブルー
ノは空席となっていたパトヴァ大学の数学教授職を求め
たが、願いは叶わなかった。1592年にその職についたの
はガリレオであった。ブルーノはヴェネチアの貴族であ
るモチェニゴ邸に住み個人教授をしていた。モチェニゴ
はブルーノに期待した記憶術の伝授の成果が上がらない
ことへの意趣返しと、異端者をかくまった嫌疑を回避す
ることを目論見、彼を異端訊問所に告発した。その結果、
ブルーノは1592年に捕えられた。ブルーノは一度はロー
マ教会の寛大さに望みを託したが、反宗教改革の弾圧が
激しくなる中、ローマに移され神への冒涜・不道徳な行
為・教義神学に反する教説の罪に関する訊問を受け続け
た。しかし彼は、自説を撤回することを拒み、哲学的自
由を守るために死を選んだ。1600年1月20日に処刑が宣
告され、その年の2月17日にローマのサン・ピエトロ教
会の近くのカムポ・ディ・フィオーリ（花の広場）で火
あぶりの刑に処せられた。その時に彼は刑の執行官に対
して「宣告を申し渡したあなた達のほうが私よりも真理
の前で、恐怖にふるえている」と言い、司祭が差し出し
た十字架に侮蔑の一瞥を与え、顔を背け、死に際にはひ
と声も発さなかったと言われている（ここまで53, 54）。
　このような時代の中、発明された望遠鏡をいち早く取
り入れたガリレオが新たな宇宙観の構築に大きな役割を

担うことになっていった。
5.5　ガリレオ・ガリレイ（1564～ 1642）：ガリレオは
1564年2月15日に生まれた 36。彼は1581年にピサ大学の
医学部に入学し、その後、数学に転ずるも1585年には学
資に事欠き退学してしまった。しかし、1583年には寺院
で大きな青銅のランプの揺れる時間を自分の脈拍で測
り、振り子の等時性（同じ長さの振り子は揺れ幅にかか
わらず往復にかかる時間は一定である）に思い至ったと
されている。その真偽のほどは定かではないが、この頃
すでに彼は運動に興味を抱くようになっていたと言われ
ている。1589年頃からは落体の実験を始め、1603～ 04
年に斜面を転がる球体の速度を測定する実験を行った 37

（55-77p）。ガリレオはその後も物理の研究を続け多くの
発見をし、現代物理学の基礎を築いた。それは①「仕事
の原理」（滑車を使うと少ない力で物を持ち上げられる
が、引っ張る距離は長くなり仕事としては同じことにな
る）、②アリストテレス以来信じられていた物体は力が
加えられている時に運動し、力が加えられなくなると止
まってしまうという概念の否定（後にニュートンにより
確立される「慣性の法則」に通ずる概念）、③「止まって
いる電車でも動いている電車でも、その中でボールを落
とすと真下に落ちる」というように、電車のような入れ
物の中の運動を見ても、それが動いているか止まってい
るかを決定出来ないという「相対性原理」などであった

（56-48, 49p）。それらは『レ・メカニケ』（1593～ 99年の
パトヴァ大学における初期の講義録で1634年に仏訳が
パリで出版された）、1632年の『天文対話』や1638年の『新
科学対話』の中に記されている。
　一方、天文学に関しては1597年にはケプラーにコペル
ニクスの「地動説」を支持するという手紙を書いていた。
1604年の新星の出現から天文への関心が高まり、1609
年にオランダのメガネ職人ハンス・リッペルハイ（1570
～ 1619）が望遠鏡を発明したことを知り、自ら望遠鏡を
作り天体観測を始めた。1610年には『星界の報告』を公
にし、①月はアリストテレスが主張したような滑らかな
球体ではなく、地球と同じように山脈と暗い平坦な海、
大きなくぼみなどがある凸凹したものであること 38、②
恒星は惑星や月のようには拡大されずその外観も異なっ
ていること、③天の川は無数の星が集合した銀河である
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36 同月18日にはミケランジェロが88歳で亡くなった。
37 成果は1638年の『新科学対話』に発表された。それは重力による加速度運動の発見とみなされている。しかし、14世紀初めに

オックスフォードのマートン・カレッジの研究者により「平均スピード定理」という重力加速度運動につながる概念が既に明
らかにされていた。

38 ヨハネス・ヘヴェリウス（1611～ 1687）は月面を詳しく観察し、1647年に『月面学』を著した。月は地球に対して常にほぼ同
じ面を向けているが、秤動（月は地球から見るとゆっくり振動しているように見える）のために地球からは月の表面の半分よ
り少し多い60％弱の面積を観察出来る。その本にはそのような精緻な月面地図が示されていたので、それは、長い間、月面地
図の模範とされた。
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こと、④木星が順行あるいは逆行する時にも、木星の周
りには四つの天体が回転しており、更に、それら四つの
天体の相互位置は移動していることを報告した（57）。
　また、1610年末には金星が月のように満ち欠けをす
ることを特定の人に暗号で伝え、1611年にはその暗号
の意味を明らかにした。金星が満ち欠けをし、三日月の
ように見えることは、コペルニクスの理論と一致してお
り、彼は金星が太陽の周りを公転しているということを
確信するようになったと言われている。更に土星の脇に
は大きな衛星が見え、その姿が見えなくなるとかわりに
2本の曲線が見えたことも報告している。それは土星の
輪を観測していたのであろうが、当時の望遠鏡では実像
を捉えることは出来なかった（37-144, 145p）。
　更に、1613年に太陽には黒点があり、それが毎日位置
を変えていることを報告した（1609年に見つけられたと
されている）。彼は、黒点は太陽表面の現象であるとした

（46）。一方、イエズス会士で戦闘的なクリストフ・シャ
イナー（1575～ 1650）は1611年に太陽の黒点を観測し、
それを太陽の衛星であると考えた。その観測結果は1630
年の著作の中で発表された。黒点発見の先取権を巡って、
ガリレオとシャイナーの間で激しい争いが繰り広げられ
た。
　ガリレオは『星界の報告』出版後、次第にコペルニク
スの地動説を公然と擁護するようになった。1615年ド
ミニコ会士のロリーニ神父は正式告発者となり、ガリレ
オをローマの異端審問所に告発した。裁判を主催したロ
ベルト・ベラルミーノは科学に対する見識もあり、望遠
鏡で木星の衛星を見ているような人で、ガリレオには無
罪を言い渡した。しかし、プロテスタントの革命などに
より次第に地盤を侵されつつあったカトリック教会とし
ては、ガリレオには「コペルニクスの思想を擁護も支持
もしてはならない」という判決文を手渡し、今まで制限
を加えていなかったコペルニクスの著書を発禁処分とし
た（37-146, 147p）。
　1630年ガリレオは地動説を解説した『天文対話』を書
き上げその出版の許可をローマの教会に求めた。これは
地動説だけを扱うものではなく、3人の学者による天文
に関する対話からなる著作で1631年にフィレンツェで
出版された。しかし、黒点の発見を巡って対立していた
シャイナーらの働きかけにより1632年には販売が停止
され、ローマの異端審問所への出頭命令が下された。病
気のため多少猶予されたが、1633年4月には第一回の訊
問が行われた。ガリレオは1615年の裁判の無罪判決文

を提出し反論したが、担当判事のベラルミーノは既に他
界しており、6月に下された最終判決にはガリレオの願
いは届かなかった。結局ガリレオは、ひざまずいて地球
が動くという説を放棄する異端誓絶文を読み上げた（37-
146~155p）。 
　その後ガリレオは、フィレンツェ近くのアルチェトリ
に幽閉された。太陽などの天体観測に酷使した目は光を
失ってしまった。支持者達の赦免の願いも拒絶される中、
弟子に力学に関する研究を口述筆記させていたが、体調
を崩し1642年に他界した。
　ローマ教会は1965年のパウロ6世の時代にガリレオ裁
判の見直しを始め、1633年の判決から300年以上経った
1992年、ヨハネ・パウロ2世はガリレオ裁判が誤りであっ
たことを認めた。
　ガリレオの主張は当時の社会に受け入れられることは
なかったが、望遠鏡による観測が従来の位置天文学に新
たな頁を加えたことは確かなことである。
5.6　天文台・科学アカデミーの創設：17世紀には近代
的な設備をもったコペンハーゲン（1637）、パリ（1672）、
グリニッジ（1676）、ベルリン（1700）の天文台が出来た。
パリ天文台の初代台長、ジョバンニ・カッシーニ（1625
～ 1712）は1660～ 70年代に木星の自転、木星の衛星の
運行を調べたり、土星の衛星イアペトゥス・レアを発見
したり、土星の輪が複数の輪で構成されていることを明
らかにしたりした。
　イギリスは1588年にスペインの無敵艦隊を破り海洋
覇権国家への道を歩み始めたが、船の航行に欠かせない
経度の把握がうまく出来ず多発する海難事故が問題で
あった。そのような状況で、経度を知る 39ためにも天体
観測が重要であることを主張していたジョン・フラムス
ティード（1646～ 1719）がチャールズ2世によりグリニッ
ジの初代台長に指名された。
　ニュートンは天体の動きを考察するためにフラムス
ティードの観測結果を求めた。しかし、その求めは直ぐ
には応じられず、またニュートンはその観測の正確さを
疑うなど二人の間にはわだかまりがあったと言われてい
る。
　天文台の他に科学アカデミーがフィレンツェ（1657）、
ロンドン（1662）、パリ（1666）、ベルリン（1700）に誕生し、
自然科学は新たな展開を始めることとなっていった。
5.7　アイザック・ニュートン（1642～ 1727）：ガリレオ
と入れ替わるように生まれたニュートンは、1661年に
ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学し、ア
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39 経度は1730年にジョン・ハリソンが船の上でも正しい時刻を刻むことが出来る航海用時計を発明したことにより測定が容易
になった。それは、振り子の代わりに前後に揺れるおもりの付いた2本腕がばねでつながれているもので、1736年に実際の航
海で使用された（37-178p）。
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リストテレス・デカルト・ガリレオ・コペルニクス・ケプ
ラーの著作に接するとともに、数学への興味をかきたて
られていった。彼は既に10代で土星には環状の輪がある
ことを見つけたり、振り子時計を実際に制作したりして
いた。また物体の運動について研究していたクリスティ
アーン・ホイヘンス（1629～ 1695）の成果についても学
んでいたが、特にデカルトの『哲学の原理』とガリレオ
の『新科学対話』に没頭していたことが残された彼のノー
トから分かっている。
　1665～ 1666年には、ロンドンでペストが流行したた
めにケンブリッジ大学も閉鎖された。その時に彼は故郷
のウールスソープで落ち着いた時間を過ごすとともに、
有名な逸話となっている「リンゴの木から実が落ちるの
を見て万有引力を思いついた」という発見に至ったと言
われている。またこの時期に、彼は二項定理を発見し、
更に微分積分 40の研究を開始するなど多くの成果を生み
出した（58-18~25p, 37-160, 161p）。
　ニュートンはプリズムを通過すると虹に分かれる様々
な色の光と白色光についても実験と考察を始めた。1672
年に王立協会の例会で「光と色についての新理論」を展
開し、その後の光学論争のきっかけをつくった。最終的
には白色光は複数の色の光が混合したものであること
が明らかにされた。ニュートンの二大著書の『光学』は
1704年に刊行された。一方、物体の運動については1687
年に『自然哲学の数学的諸原理』として体系立てて発表
された。それは、ニュートンの第一法則（慣性の法則）： 
力が働かなければ、物体の運動は変化しない。第二法則

（運動の法則）：力が働くと、物体の運動は変化する。加
速度は物体に加えた力に比例し、物体の質量に反比例す
る。第三法則（作用・反作用の法則）： 二つの物体が相互
に力を及ぼしあっている時、双方が受ける力の大きさは
同じで向きは逆である。また万有引力の法則は、二つの
物体の間には両者の質量の積に比例し両者の距離の二乗
に反比例する引力が働く、というものである。
　ロバート・フック（1635～ 1703）は1660年に弾性に関
するフックの法則を発見したり、顕微鏡でノミを観察し
たり、1672年のニュートンの光の粒子説に対して波動
説で応戦するなど活躍していた。彼はロバート・ボイル

（171頁7.2参照）の助手をしていたが、1655年弱冠20歳

で王立協会会員に選ばれ、その後協会の中心人物の一人
として手腕を発揮していった。1679年頃彼は、引力が距
離の二乗に反比例するというニュートンの見解は自分の
考えに従ったものであると、協会の書記としての立場を
利用してニュートンへの批判を強めていった。
　一方、エドマンド・ハレー（1656～ 1742）はニュート
ンの研究を高く評価しており、『自然哲学の数学的諸原
理』の出版を勧め、フックとの間を周旋し、出版費用の
全額を負担し1687年の出版にこぎつけた。ニュートンの
成果を17世紀の間に最も見事に使ったのはハレーであ
る。彼は過去の彗星の軌道をニュートン力学に従って計
算し、1456, 1531, 1607, 1682年に現れた彗星は同一の天
体であり、次に現れるのは1758年であると予言した。そ
の予言は彼の死後的中し、現在ではその天体はハレー彗
星 41と呼ばれている（58-25~33p）。
　このように周囲の学者も加わり、ニュートンによる新
たな天体物理学の分野が始まり、ようやくコペルニクス、
ケプラー、ガリレオの成果が一般に受け入れられた。
5.8　星の光行差：ジェームズ・ブラッドリー（1693～
1762）は1728年に北天のりゅう座γ星の観測により星
の光行差を発見し、地動説を証明した。

図10．光行差。説明本文参照
（18-101pの図7を参考にした）。

　雨が垂直に降っている時に静止している人は、傘を真
上にさすが、歩く時には傘を少し前方に傾け濡れないよ
うにする。同じように天頂にある星を測定する時に、地
球が動いていると、それを見るために望遠鏡の筒を前方
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40 ゴットフリート・ライプニッツ（1646～ 1716）は1675年に微積分を考え付き1676年にはほぼ完成していた。その頃ニュート
ンはライプニッツに手紙で謎解きを迫り、自分の優越性を楽しんでいたようにも見える（58-21p, 59-283p）。現在では両者は独
立に微積分を確立したとされている。また17世紀に日本の関孝和も微分にあたる和算を独自に確立した。

41 1066年の征服王ウィリアムによるノルマン・コンクエストを表した刺繍画のバイユーのタペストリーにはハレー彗星が描か
れている。そこではイングランドのハロルド王が、彗星は破滅の前兆であると告げられている（37-175p）。またドイツの数学
者で宇宙誌家であったペトルス・アピアヌス（1495～ 1552）は1531年にハレー彗星の尾が常に太陽の反対側に流れているこ
とに気付いていた（35-51p）。



臼田：知は地球を救う　6．宇宙の誕生と進化

に傾ける必要がある（図10）。その角度が光行差であり、
光行差と光の速度 42と、地球の公転速度の間にはtanθ
=v/c（v＝地球の公転速度、c=光の速度）という一定の
関係がある（図10）（18-101p）。
　ブラッドリーはりゅう座γ星の光行差によるθが約
20秒であることを観測した 43。それによって地球が公転
していることが明らかとなった。

6．18～ 19世紀中頃の宇宙観：
巨大望遠鏡による新たな発見

6.1　夜空はなぜ暗いか：フィリップ・シェゾー（1718～
1751）は、夜空はなぜ暗いのかということについて星を
木に見立てて考えた。森の中で周囲を見渡すと、近くに
ある木々の間は見通せても、一番遠くにある木の幹は近
くの木に邪魔されて見えない。これと同じように星のき
らめく宇宙が無限に広がっているとすると、夜空のどこ
を見ても、視線の先には必ず星があり、夜空も明るくな
るはずである。しかし、そうならないのは、星が宇宙に
はまんべんなく散らばっているのではなく、星がない空
間が存在するためか、あるいは星の光が空間に存在する
微小な物質に吸収される結果、光が消えてしまうため 44

であろうと考えた。彼はそのことを1744年に定式化した
が、その後、1820年代にハインリヒ・オルバース（1758
～ 1840）がこの問題を独自に取り上げた。その論文が有
名になり、この問題はオルバースのパラドクスとして世
にひろまった。
　このパラドクスは、宇宙が無限で一様であると仮定す
れば、星の見かけの表面積は距離の2乗に反比例して小
さくなるが、距離が遠い星の数は距離の2乗で増えるは
ずで、その結果これら二つの要素は打ち消しあい、どの
方向を見てもいずれかの星のまばゆい表面が見えるはず
であるということから生じる。しかし、現在では宇宙は
無限ではなく、また宇宙には多くの星が存在する銀河と
ボイドと呼ばれる銀河が存在しない領域が存在するこ

とが明らかにされおり、宇宙は一様でないという認識に
至っている。即ち、オルバースの仮定した宇宙は無限で
一様であるということは事実ではなく、夜空が暗くても
不思議ではない（35-293~295p）。
6.2　メシエ天体カタログ：シャルル・メシエ（1730～
1817）は多くの彗星を発見したが、その際に紛らわしい
天体が多いことに難渋し天体のカタログを作り始めた。
1771年に45の星団・星雲からなる天体カタログが作成さ
れた。彼の分類には大文字のMが付けられて、現在も利
用されている。例えば、M31はアンドロメダ銀河である。
そのカタログは、1784年にはその数を103に増やした。
現在ではその後追認されたものも含めM1～ M110の天
体がリストアップされている 45。彼の使った望遠鏡は口
径5～ 7cmの小さなものであったと言われている。
6.3　ボーデの法則：ヨハン・ティティウス（1729～
1796）は、1766年に太陽から惑星までの距離に関する
公式を見つけた。それは後にヨハン・ボーデ（1747～
1826）により世に広められ、ボーデの法則と呼ばれてい
る。それは太陽から地球までの距離を10単位とすると、
太陽から惑星までの距離AはA=4+3×2nという式で表
せるというものである。nは水星より外側にある惑星の
順序を表す数とした。水星は4（実測値＝3.9）、金星は7

（n=0、実測値＝7.2）、地球は10（n=1）、火星は16（n=2、
実測値＝15）、木星は52（n=4、実測値=52）、土星は100

（n=5、実測値＝96）、天王星は196（n=6、実測値＝192）
となり、火星と木星の間にn=3の謎の天体があることが
予想され、惑星探しが盛んに行われた。
　1801年にジョゼッペ・ピアッツィ（1746～ 1826）はケ
レスと名付けた天体を火星と木星の間に見つけた。ウィ
リアム・ハーシェル（1738～ 1822）はそれを惑星ではな
くアステロイド（小惑星）と呼んだ 46。
6.4　ウィリアム・ハーシェルと巨大望遠鏡：ガリレオが
最初に使用した屈折望遠鏡（対物レンズは凸レンズで、
接眼レンズは凹レンズ）の倍率は3倍であったが、彼は
後に口径が数cmで倍率が30倍のものを使った。その後、
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42 1670年代にオーレ・レーマー（1644～ 1710）は光の速度を約22万km/秒と推定していた。
43 光の速度cに対して地球の公転速度vは遅く、c>>vであるために、θは微小であり、tanθ=θと近似出来る。2πC : v= 360

×60×60（秒） : 20（秒）であり、cを22万km/秒とすると、v=21.3km/秒となる。それは現在測定されている地球の公転の平
均速度29.78 km/秒と比べて大差がない。

44 ジョン・ハーシェル（1792～ 1871）は1848年にもし星の光が何らかの物質に吸収されると、いずれその物質は熱を持ち、光を
発するようになる。その結果、夜空が暗くなることはないはずだと疑問を呈した。彼はウィリアム・ハーシェルの息子で大小
マゼラン雲が多くの星から成り立ち両者は星の流れでつながっていると主張した人でもある（35-265p）。

45 M102は再確認されておらず欠番状態である。
46 ケレスは長径960km程の小惑星である。現在、火星と木星の間には何十万もの小惑星が見つかっている。直径100kmを超える

ものは220個観測されており、ケレスはその中で最大である。太陽系の惑星は原始太陽系円盤の中で、微惑星が衝突合体する
ことにより大きな原始惑星に、そして最終的に惑星に成長したと考えられている。火星と木星の間では、微惑星がある程度成
長したが、その後、より激しい衝突が起こりばらばらになったために、惑星とならずに多くの小惑星が出来たと考えられてい
る（191頁10.4.2参照）。
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ケプラーは1611年に接眼レンズも凸レンズを用いるこ
とにより、視野の広いものを考案した。レンズの口径を
大きくすると色収差が現れるので焦点距離を長くしその
影響を抑えたが、せいぜい口径20cmのものを作るのが
精一杯であった 47。一方、1663年にはジェームズ・グレ
ゴリー（1638～ 1675）が反射望遠鏡を考案した。反射望
遠鏡は凹面鏡などの反射鏡を組み合わせたもので、レン
ズを用いないので色収差が生まれず大口径の望遠鏡を作
ることが可能であるという利点がある。その後、ニュー
トンが反射望遠鏡に改良を加え、ニュートン式反射望遠
鏡が広まった。
　ウィリアム・ハーシェルは音楽家として成功していた
が、30代半ばから父親譲りの天文学への興味が強くな
り、自作の望遠鏡で天体観測にいそしみ、1781年に天王
星を発見した。彼はそれを当時の国王ジョージ3世にち
なんで「ジョージの星」とした 48。彼は名声を博し、国王
付きの天文官となり、天文学に専念出来るようになった

（35-63~65p）。
　彼は全天の星の地図作成を目指し観測を続け、数多く
の発見をした。1789年には口径126cm、焦点距離12mの
巨大反射望遠鏡 49を作り、妹のカロライン 50の献身的な
手助けを受け、星のカタログ（The catalogue of nebula 
and clusters of stars）を作った。1802年の改訂版には
2,500程の星が記載された。その仕事は息子のジョン・
ハーシェルに引き継がれ、1888年のジョン・ドレイヤー
の追補から成るNew General Catalogue （NGC）へと発
展した。現在でもそれには多くの星雲などが追加され、
NGCは汎用されている。
　ウィリアム・ハーシェルは、1782年に惑星状星雲 51

であるNGC7009（土星状星雲）、1783年にエリダヌス座
40Bの白色矮星、1790年にNGC6543（キャッツアイ星

雲、赤色巨星が白色矮星になろうとしている）（172頁8.2
参照）など多くの天体を見つけた（35-171, 239p）。彼は全
天の星を観察した結果、地球の属する天の川銀河52は不
規則な長細い楕円に似ており、その長径はおよそ6,000光
年、厚さは1,000光年と見積もった（18-154p）。しかし、当
時は星の距離を測定する手立てはなく、この見積もりは
推測の域を超えていない。しかし、それは天の川銀河を
初めて表した図として多くの人により度々再録されてい
る。
　また、彼は1800年には太陽光をプリズムで分光する
と、赤よりも外側の目に見えない部分でも温度が上昇す
ることを偶然見出した。これが赤外線の発見である（18-
118p）53。
6.5　年周視差：年周視差（図6）を測定出来れば、星まで
の距離が求められるので（148頁1.12参照）、多くの人が
その測定を試みてきた。しかし、星は遥か彼方にあるた
めに視差は僅かで、長い間その測定に成功することはな
かった。
　1837～ 40年にフリードリッヒ・シュトルーベ（1793～
1864）は、こと座α星（ヴェガ、地球から25光年）の年
周視差が0.12～ 0.26秒であるとしたが、信用されなかっ
た。1838年にフリードリッヒ・ベッセル（1784～ 1846）
の測定した白鳥座61星（地球から11.4光年）の年周視
差0.32秒と1839年にトーマス・ヘンダーソン（1798～
1844）の観測したケンタウルス座α星（地球から4.4光年）
の年周視差約1秒という結果は受け入れられ、星までの
距離の測定に弾みがついた（18-104p, 149頁1.13参照）。
6.6　フラウンホーファー線：ヨゼフ・フラウンホー
ファー（1787～ 1826）は太陽の光をプリズムに通し赤か
ら紫色に細かく分けて観測するとその中に何本も暗い
線があることを1813年に発見した。それはフラウンホー
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47	その後、色収差を減らす材質の研究も行われ、19世紀末には口径1.02mの屈折望遠鏡が作られた。それは現在でもアメリカの
ヤーキス天文台で使用されている。

48 その名前は一般的にはならず、ボーデが命名したウラノス（天王星）となった。
49 1840年代にはロス卿ウィリアム・パーソンズ（1800～ 1867）により口径183cmの“リヴァイサン（怪物）”のあだ名を持つニュー

トン式の反射望遠鏡が作られた。それは1917年にウィルソン天文台に口径254cmの望遠鏡が出来るまで数十年間世界最大の
望遠鏡であった。

50 彼女も兄とともに天体観測に専念し、1786年に女性としてはじめて彗星を発見し、生涯で発見した彗星は14に上った（35-52p）。
51 惑星状星雲はウィリアム・ハーシェルが命名した。それは、現在では質量が太陽の0.8～ 8倍の恒星の末期の姿であることが分

かっている。そのような星は最期に、外層が膨張して赤色巨星となると伴に外層のガスは徐々に恒星の重力を逃れ周囲に放出
され原始惑星状星雲となる。同時に中心核は自分自身の重力で収縮し高温高密度の白色矮星となる。それより大質量の恒星は、
一生の最後には大規模な爆発を起こす。それが超新星である。様々な星の一生については174頁8.6に後述する。

52 現在、天の川銀河は、直径が約10万光年、厚さは中心部でおよそ1万5,000光年程度、周縁部で約1,000光年の円盤状をしてい
ることが分かっている。銀河の中央部はバルジと呼ばれ、円盤の外側より厚い。バルジを含んだ円盤の周囲は、空間密度の低
い恒星や球状星団が存在するハローが取り巻いている。それらを含んだ全体の直径は約15万光年である（60-184, 185p）（179
頁8.11.3参照）。

53 紫外線は1801年にヨハン・リッター（1776～ 1810）により、目には見えないが塩化銀と反応する光があることから存在が明
らかにされた。

54 ウィリアム・ウォラストン（1766～ 1828）は1802年に同様の暗線を認めていたが、フラウンホーファーの研究が体系だって
いたためにその名前が付けられた。
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ファー線 54と名付けられた。橙色の辺りには、特に目立
つ太い2本の暗線があった。一方、ローベルト・ブンゼン

（1811～ 1899）は分光学の研究を始めていたが1859年に
はダスタフ・キルヒホフ（1824～ 1887）と共同で分光分
析装置を作り、ナトリウム・リチウム・カリウムを火に
入れると特有の色の光が生じることを見出した。フラウ
ンホーファーが見つけた橙色の領域の太い暗線はナトリ
ウムを火にくべた時に発光する光と同じ波長であること
が明らかにされた 55。それはナトリウムのD線と呼ばれ
ている。
　現在ではこのような原子による発光と吸光の仕組み
が分かっている。原子の最外殻の電子にエネルギーが加
えられると、その電子は高いエネルギーをもったものと
なる（電子は「励起」されたという）。その電子はしばら
くすると低いエネルギーの安定状態に戻る。そのエネル
ギー差が光となるのが発光である。一方、安定状態の電
子を励起するために光エネルギーが吸収される現象が吸
光である。励起されるエネルギーレベルと安定状態のエ
ネルギーレベルはある特定の値しか取りえない為に、励
起した状態と安定状態のエネルギー差は連続的ではなく
不連続なものとなる。その結果、発光する光あるいは吸
収される光は特定のエネルギーをもったもの、すなわち
特定の波長の光となる。太陽光に見られる二つの強い暗
線は、太陽の大気に含まれるナトリウム原子の電子を励
起するために太陽光の特定の光が使われ、その波長の光
が暗くなることで生じている。
　このように星の光の色を詳しく調べることは、天文学
を大きく発展させることになっていった。それは8.2（172
頁）に詳述するが、例えば、①天体に含まれる元素の種類、
②最初に誕生した星は主に水素とヘリウムだけで出来て
いること、③太陽に存在する元素の種類が明らかにされ
たことである。更に、④星が地球から遠ざかったり、近
づいたりするとドップラー効果により光の波長が変化す
ることが見つかった。このことが、宇宙は不変なもので
あるという従来の概念を打ち破るエドウィン・ハッブル
の膨張宇宙の発見へとつながっていくのである（179頁
8.12参照）。
6.7　海王星の発見：1781年にウィリアム・ハーシェル
は望遠鏡で天王星が惑星であることを明らかにした。
1830年には天王星の軌道が正確に計算出来るようにな
り、この惑星の実際の動きが予想される軌道から外れて

いることが明らかとなった。それは未知の惑星が天王星
の運行に影響を与えるためだと考えられた。そこでユル
バン・ルヴェリエ（1811～ 1877）はその未知の惑星まで
の距離をボーデの法則（168頁6.3参照）により予測し、
結果を1846年にヨハン・ガレ（1812～ 1910）に手紙で知
らせた。ガレはその助言と最新の星図を使ってすぐに新
たな天体、海王星を発見した 56（35-67p）。

7．元素の発見

　今回は宇宙観の変遷と宇宙の誕生・進化についてまと
めているが、物質観についても考えている。それはもの
の元である元素の生成が宇宙の進化と大きく関係してい
るからである。
　古代の人々はものの元は「水・地・火・風」あるいは「木・
火・土・金・水」であると考えたが（154頁3.2.1参照）、現
在ではものの元は元素であり、それは宇宙創成のビッグ
バン、恒星の内部あるいは星が死滅する時の爆発でつく
られたことが分かっている。元素が宇宙のどこで、いつ、
どのようにしてつくられたかは8.14（181頁）にまとめる
が、先ずどのように元素が発見され、我々は現在元素を
どのように認識しているかを簡単に振り返る。
7.1　単体の発見・錬金術：水は水素と酸素の二種類の元
素から出来ている化合物である。一方、ダイヤモンドは
炭素一種類だけから出来ている。そのように一種類の元
素から成る物質を単体という。古代の人々も、炭素、金、
銀、銅、硫黄、スズ、鉛、水銀、鉄などからなる単体を利
用していた。例えば黄金に輝くツタンカーメン（BC1342
頃～ BC1324頃）のマスクは金の単体から作られた。つ
まり、それを作った人は元素を利用していたわけだが、
元素を体系的に捉えることはなかった。
　また冶金術も古代から進歩しており、例えばヒッタイ
トは鉄を利用し王国を興した（BC16世紀～ BC12世紀）。
その後、古代エジプト・ギリシャに始まるとされる卑金
属から金などの貴金属を作る錬金術が始まり、中世の
ヨーロッパにおいては多くの試みがなされた。しかし、
卑金属から貴金属を作ることはそもそも不可能な試み
であった。またそれを求めた人々は試みを秘法として公
にすることはなく、そこで得られた知は共有されなかっ
た。しかし、そこで開発された蒸留・熱分解・沈殿・再結
晶などの技術が次第に近代化学を生み出す基礎となっ
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55 トンネルの中で見かける橙色の光を出すランプはナトリウムランプである。それは電気エネルギーによりナトリウムの電子
にエネルギーを与え電子を励起し、その励起された電子が元の安定状態に戻る時に出す光を利用しているものである。

56 ジョン・アダムス（1819～ 1892）はルヴェリエらの発見が公になる8か月前に天王星の位置を正確に計算していたが、グリニッ
ジ天文台の協力を得ることが出来ず、ルヴェリエとガレに海王星の発見では先を越されてしまった（35-67p）。現在でも特に
巨大望遠鏡を使うためには、計画を申請し割り当ての使用時間を獲得する必要がある。
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ていった。
7.2　近代の元素の発見：ロバート・ボイル（1627～
1691）（ロバート・フックはボイルの弟子であった、166
頁5.7参照）は温度が一定の場合、気体の体積は圧力に反
比例するというボイルの法則の発見者であるが、元素と
は「物質をそれ以上細かく分けられない最小の粒子」で
あると定義した人物でもある。それによって彼は化学の
父と呼ばれている。18世紀になると多くの元素が発見
された。発見当時の名前あるいは概念は現在のものと
違っていた場合もあるが 57、水素｛1766年ヘンリー・キャ
ベンディッシュ（1731～ 1810）｝、窒素｛1772年ダニエル・
ラザフォード（1749～ 1819）｝、酸素｛1774年ジョゼフ・
プリーストリー（1733～ 1804）｝が発見された 58。アント
ワーヌ・ラヴォアジエ（1743～ 1794）は1789年に当時見
つかっていた33種の元素をまとめた。しかし、そこには
熱素・光が含まれていたり、マグネシウムやアルミニウ
ムを含む化合物も元素とされていたりしていた。　
　その後、元素についての理論的な基盤であるジョン・
ドルトン（1766～ 1844）の「原子説」（1801～ 1808）やア
メデオ・アボガドロ（1776～ 1856）の「アボガドロの法則」

（1811）が発表されるとともに、多くの元素の発見が相次
いだ。
　ドミトリ・メンデーレエフ（1834～ 1907）は1860年代
半ば以降、当時知られていた元素を原子の質量の順番に
並べるとその性質が周期的に並ぶことを見つけ、それに
改良を加えていった。1871年にはロータル・マイヤー

（1830～ 1895）との討論を踏まえ、未知の元素を含む60
余りの元素から成る元素を周期的に並べた周期表の改訂
版が発表された。それらの研究により現在の元素の理解
の基本が築かれた。
7.3　元素の現代的理解：2011年現在、118の元素 59が知
られており、そのうち地球上に天然に存在するものは90
種 60である。元素の原子番号は原子核の中に含まれる陽
子の数である。原子核には陽子の他に中性子も含まれる
が、両者を足し合わせたものを質量数という。同じ原子
番号の元素に中性子の数が違うものが存在するが、それ

は同位体と呼ばれる。例えば水素の原子核には陽子が1
個存在するが、中性子を0, 1, 2個持つ3種類の同位体が
存在する。
　一般的に元素はアルファベットの元素記号で表される
が、必ずしもなじみのあるものとは限らないので、本論
では変則的ではあるが、例えば原子番号2で質量数4の
ヘリウムを　4　

2 Heではなく　4　
2 ヘリウムと表す。下の数字

が陽子数（原子番号）を表し、上の数字が質量数である。
以下、一方を省略する場合もある。
　原子核はプラスの電荷を持つ陽子と電気的に中性な中
性子で形成され、その周りにマイナスの電荷をもつ電子
が陽子と同じ数だけ存在し、原子は電気的に中性となっ
ている。原子核にプラスの電荷をもった複数の陽子が電
気的な反発に逆らって共に存在出来るのは大きなエネル
ギーによってプラスの電荷を持った陽子が一旦10-15mと
いう近距離まで近づくと、強い力（核力）が働いて陽子
が共存する原子核が構成されるからである。
　陽子の数が増えることにより、様々な元素が生成され
るが、原子核の安定性はそれぞれの元素の原子核によっ
て違っている。最も安定な原子核は原子番号26の鉄であ
る（62-79p）。原子番号26の鉄までの元素は相対的に不
安定な原子核が大きなエネルギーのもとで核融合を起こ
し、安定な原子核を形成すことによって合成される。一
方、鉄よりも原子番号の大きな元素は別の仕組みにより
合成される。それらの仕組みを含む元素の合成過程につ
いては8.14（181頁以降）でまとめるが、ここでは、①も
のの元となる元素が合成されるにはいくつかの過程があ
ること、②宇宙には元素をつくった坩堝が何種類もある
こと、③鉄の原子核が最も安定であることを指摘するだ
けに留めておく。
7.4　宇宙・地球・我々を構成する元素：宇宙や地球や人
間がどのような元素から出来ているか（およその重量％）
をまとめる。
　人間を構成する元素は主に酸素（65％）、炭素（18％）、
水素（10％）、窒素（3％）、カルシウム（1.5％）、リン（1％）
で、その他硫黄、カリウム、ナトリウム、あるいは鉄、亜鉛、
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57 例えばプリーストリーはものが燃えると、そのものの中に含まれていたフロギストンが逃げ去るというフロギストン説を信
奉していた。そして、彼はものの燃焼やネズミの生存を助けるよい空気はフロギストンを含まないものであると考えた。プリー
ストリーはフロギストンを含まないよい空気を実験的に1774年に得た。それは酸素の直接の発見ではないが、一般的にはそ
れを酸素の発見としている。

58 カール・シェーレ（1742～ 1786）は1772年に栓をした空ビンの中で黄リンを燃やした後に、ビンを逆さにして水の中に入れ
栓を抜くと、水がビンの中に入り空気が減っていることと、残った空気の中では燃焼が起こらないことを見出した。今になれ
ば減った「火の空気」が酸素であり、残った「有毒空気」が窒素であると考えられる。彼はこれらの成果を1777年に発表して
いるので、酸素の発見者とはなっていない（61-42,43p）。シェーレは錬金術の流れをくみ独自に研究室をつくり実験にいそし
む少なからぬ人の一人で、多くの化学的な発見をした。

59 元素はものの元の性質を表す抽象的な概念であり、原子は具体的な物質的要素である。原子は原子核と電子から成り立ってい
る。

60 原子番号43のテクネチウム（182頁8.14.7参照）と原子番号61のプロメチウムは殆ど存在していない。
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銅、マンガン、コバルト、モリブデンなどが少量含まれる。
　また、地球を構成する元素は鉄（33％）、酸素（30％）、
ケイ素（15％）、マグネシウム（13％）、ニッケル（2％）等
である。一方、天の川銀河では水素（73％）とヘリウム

（24％）が圧倒的に多く、次いで酸素（1％）、炭素（0.5％）、
ネオン（0.1％）、鉄（0.1％）、窒素（0.1％）等である（63-
166p）。
　宇宙全体でも水素・ヘリウムが圧倒的に多く、原子番
号が増えるに従ってその存在量はでこぼこしながらも減
少傾向にあるとされている（64~66参照）。
 

8．19世紀後半～ 20世紀前半の宇宙観

　19世紀後半以降、星の色と明るさを調べる研究が進
み、宇宙が膨張していることが明らかにされていった。
また、星のエネルギー源・元素の合成に関する探求から、
宇宙は高温高圧の火の玉として始まった（後にビッグバ
ンと称される）という全く新たな概念が生まれ、斬新な
宇宙観が展開した。
8.1　ヘリウムの発見：地球上では多くの元素が発見さ
れていった。一方、前述したように星の光のスペクトル
が原子の発光・吸光と関係していることが明らかにされ

（169頁6.6参照）、太陽光のスペクトルに注目が集まった。
しかし、太陽の光は強すぎるためその光のスペクトルを
詳細に調べることは容易ではなかった。ノーマン・ロッ
キャー（150頁2.3参照）とピエール・ジェンセン（1824
～ 1907）は、それぞれ別々に1868年の皆既日食を利用し
て太陽の彩層を細かく観察した。彼らはナトリウムのD
線（169頁6.6参照）のそばに強い光があることにきづい
た。それはナトリウムのD線とは重ならず、当時知られ
ていたどの元素の発光スペクトルとも一致しなかった。
ロッキャーはその光を発する元素をギリシャ語の太陽を
意味するヘリオスにちなんでヘリウムと命名した。地上
でヘリウムの存在が確認されたのは1895年であった（35-
149p）。
8.2　星の色と明るさ：太陽光のスペクトル（色の違い）
の観察に刺激され、星のスペクトルと明るさの詳細な研
究が始まった。ウィリアム・ハギンズ（1824～ 1910）は
1860年代にオリオン星雲（主にガスが広い範囲にまと
まっている天体）は単純なスペクトルを持つが、アンド
ロメダ銀河 61は恒星と同じような連続スペクトルを持っ

ていることを発見し、星雲と銀河を光のスペクトルの違
いにより区別した。
　またアンジェロ・セッキ（1818～ 1878）は1870年代に
恒星をスペクトルの違いにより4つの型に分類した。そ
れは①シリウスに似た青白い星（水素による暗線はある
が、金属元素による吸収線は弱い）、②カペラなど太陽に
似た星（連続スペクトルは黄色の部分が最も強く、無数
の暗線がある）、③ベテルギュースなどの赤い成分が多
い星（ミラのような変光星が多く、規則的な間隔のバン
ド状のスペクトル線を示す）、④更に赤い星（スペクトル
線は③と違い規則的ではない）であった。彼は実験室で
加熱した金属の温度とそれが発するスペクトルの間に関
係があるということを見出し、星のスペクトルの違いは
星の温度の違いであると考えていた（18-122p）。
　1874年にはヘルマン・フォーゲル（1841～ 1907）は、
高温の青白い星は若い星でありそれが太陽のような低温
の黄色星となり、更に老年になると赤い星となると考え
た。即ち彼は、星が進化するという新たな概念を持つよ
うになった。またロッキャーは、星は星雲から出発し、
ガス雲となり、初期の星が生まれ、更にそれは低温の赤
色の星となり、次第に温度が上昇し、黄色、青と変わり、
最後には温度が下がり再び赤色星となるという別の星の
進化経路を考えた 62（29-197~198p）。このように星が進化
するという斬新な概念が生まれた。
　更に、ヘンリー・ドレイパー（1837～ 1882）やアンド
リュー・コンモン（1841～ 1903）らが天体写真撮影の技
術進歩をもたらし、星の色と明るさの研究には弾みがつ
いた。
　ハーバード大学天文台のエドワード・ピッカリング

（1846～ 1919）はドレイパーの遺志をついで、ウィリアー
ナ・フレミング 63（1857～ 1911）、ヘンリエッタ・リービッ
ト（1868～ 1921）｛1912年に変光星の周期に関する重要
な発見をした（177頁8.10.3参照）｝はじめ多くの女性の
手助けを受けながら多数の星のスペクトルを撮影し、星
の明るさとスペクトル型を含むカタログをドレイパー星
表として整備していった。1890年、1918年以降のドレ
イパー星表にはそれぞれ、1万個以上、22万個余りの星
の性質が示された。この分類法はハーバート分類法と呼
ばれており、色に従って星は以下の10種類に分けられた

（カッコ内にその後明らかにされた表面温度K64を示し
た）。O型： 青（29,000～ 60,000）、B型：青～青白（10,000
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61 アンドロメダ銀河が天の川銀河とは違う銀河であることが一般に認められるようになるのは20世紀に入ってからである（183
頁8.15参照）。それは長い間アンドロメダ星雲と呼ばれてきた（178頁8.11.1参照）。

62 現在考えられている星の進化については174頁8.6参照。
63 彼女は9年間に10,000個の星のスペクトル型を決め、更に多くのガス星雲、変光星、新星を発見した。
64 温度の単位ケルビンで、日常的に使う℃とはK=℃＋273.15の関係がある。
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～ 29,000）、A型： 白（7,500～ 10,000）、F型： 黄白（6,000
～ 7,500）、G型： 黄（5,300～ 6,000）、K型：橙 （3,900～
5,300）、M型： 赤（2,500～ 3,900）、L型： 暗赤（1,300～
2,500）、T型： 赤外線（600～ 1,300）、Y型： 赤外線（600
以下）。
　これらの成果を基に1910年頃にアイナー・ヘルツシュ
プルング（1873～ 1967）とヘンリー・ラッセル（1877～
1957）は横軸に星の色の種類（あるいは温度）、縦軸に星
の絶対的な明るさ（見かけの明るさと星の推定距離から
求める）を取り多くの星を図上に表示した。その結果、
多くの星は左上（高温で青く、絶対等級 65が明るい星）か
ら右下（低温で赤く、絶対等級が暗い星）へ連続的に分
布していることがわかった。それは主系列星とされた。
また、そこから外れて左下には白いが、絶対等級で暗い
星がいくつか見つかった。これは白色矮星 66である。そ
の他、右上には赤くて、絶対等級で明るい星が主系列星
とは別の一団をなしている。それは赤色巨星 67である。
この図は現在では二人の名前をとってヘルツシュプルン
グ・ラッセル（HR）図として利用されている（図11）。
8.3　温度と放射の関係：1859年にダスタフ・キルヒホ
フ（169頁6.6参照）は物体の温度と放射の間には一定の
関係があるという重要な発見をした。それにより、黒体

（外部から入射する光・電磁波による熱放射などを全波
長に渡って完全に吸収し、放出出来る物体）の放射エネ
ルギーは温度のみに依存することが明らかにされた。そ
の後、マックス・プランク（1858～ 1947）は黒体の放射
エネルギーと温度の関係について1900年に定式化した。
それはプランクの法則と呼ばれるが、黒体から放射され
る全エネルギーは表面温度の4乗に比例することと、放
射される電磁波で最大輝度を示す電磁波の波長は温度が
上がるほど短くなることが示された。即ち、星の温度が
高くなるに従って、星の色は赤、黄、青と波長の短い色
に変化していくことが理論的に裏付けられた。
8.4　太陽の輝きの源：キルヒホフらの研究により、太陽
は表面が6,000Kの高温で固体ではなくガスで出来てい
ることが分かり、そのエネルギー源は何かということと、
そのエネルギー源はどのくらい長くもつのかということ
への関心が高まった。1848年ユリウス・マイヤー（1814

～ 1878）は太陽が仮に石炭を燃やしているとすると、数
千年で燃え尽きてしまうはずで、そうでないのは、隕石
や彗星が衝突しているからだと考えた。しかし実際には
そのようなことは起こっておらず、太陽のエネルギー源
は明らかにされなかった。
　1854年にヘルマン・ヘルムホルツ（1821～ 1894）、同
じ頃にケルビン卿（ウィリアム・トムソン）（1824～
1907）は、太陽は自らの重力作用で収縮しその時にエネ
ルギーが生まれると考えた。それでも太陽の寿命はせい
ぜい3,000万年程であり、従って地球の年齢も約2,000万
年と見積もられた。それは当時考えられていた地球の地
層の古さとは必ずしも一致しなかった。しかし他のアイ
デアがなかったために、その考えが20世紀初頭まで受け
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65 星の明るさは見かけの等級と絶対等級で表す。見かけの等級はヒッパルコスにはじまるものであるが（160頁3.4.5参照）、
1856年にノーマン・ポグソン（1829～ 1891）により5等級違うと100倍、1等級違うと約2.5倍見かけの明るさが違うと決めら
れた。一方、絶対等級はその天体が地球から32.6光年（10パーセク）（149頁1.13参照）離れた所に存在すると仮定した時の明
るさである。例えば太陽の見かけの等級はマイナス27等星（マイナスの数が増えるほど明るい）で、絶対等級は4.8等星である。

66 温度の高い星で単位面積当たりの明るさは明るいが星の表面積が小さいために全体としては暗く見える矮星である。
67 温度の低い星で単位面積当たりの明るさは暗いが星の表面積が大きいために全体としては明るく見える巨星である。
68 ケルビン卿の説が発表された頃にダーウィンの進化論（1859年）も公表された。それは、進化にはケルビン卿の説よりはるか

に長い時間が必要であることを示していた。しかし、ケルビン卿の名声は高く、ダーウィンの進化論の旗色は悪いものであっ
た（29-255p）。

図11．ヘルツシュプルング・ラッセル（HR）図。縦軸に星の
絶対等級（ここでは太陽に対する相対的なものとして
表した）、横軸に星の温度（色）を取ると、星は主系列星・
赤色巨星・白色矮星に大きく分けられる。1：βケンタ
ウリ、2：デネブ、3：リゲル、4：ベテルギュース、5：
アンタレス、6：アルデバラン、7：スピカ、8：ペラトリッ
クス、9：アケルナル、10：ベガ、11：シリウスA、12：
アルタイル、13：太陽、14：αケンタウリB、15：61
シグニB、16：グリース725B、17：バーナード星、18：
プロキシマ・ケンタウリ、19：DXケンタウリ、20：シ
リウスB、21：プロキオンB。
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入れられていた 68（18-132p, 29-255p）。
8.5　核融合：1896年にアンリ・ベクレル（1852～ 1908）
はウランが放出した放射線が写真乾板を露光させるこ
とを発見し、1901年にはピエール・キュリー（1859～
1906）が放射性エネルギーの存在を明らかにした。これ
らのことは原子核が変化するという新たな概念を生み出
した 69。
　また1905年にアルベルト・アインシュタイン（1879～
1955）（176頁8.9参照）は特殊相対性原理を発表し、質量
とエネルギーの等価性原理（E=mc2）70を導いた。1919
年にはジャン・ペラン（1870～ 1942）が、水素がより重
い元素に変換する時にエネルギーを発生する可能性を指
摘した。更に、1920年にフランシス・アストン（1877～
1945）が　4　

2 ヘリウム原子の質量は4個の　1　
1 水素原子の質

量より1％ほど少ないことを実測した。それらを受けて
アーサー・エディントン（1882～ 1944）は水素原子4個
がヘリウム1個に変化する（核融合）時に発生するエネ
ルギーが恒星のエネルギーになると推測した。しかし、
4個の水素が同時に衝突する確率はほとんどゼロと考え
られており定説とはならなかった（18-133p）。
　ところが、1928年にジョージ・ガモフ（1904～ 1968）
は1,000万Kを超える太陽の中心部では水素からヘリウ
ムへの変換が起こりうることを理論的に示した。その
後、1938年にカール・フォン・ヴァイツエッカー（1912
～ 2007）、1939年にハンス・ベーテ（1906～ 2005）が陽
子同士の衝突（陽子―陽子連鎖反応 71）が起こること、あ
るいは炭素・窒素・酸素を触媒とした循環的な過程によ
り陽子4個からヘリウム核が合成される過程（CNOサイ
クル 72）を理論的に明らかにした（67, 68）。
　現在、太陽では豊富にある水素を原料にした核融合反
応 73がおこり、それがエネルギー源となり、太陽の寿命
は約100億年であることが分かっている。また太陽は毎
秒5.8×108トンのヘリウムを生成している。太陽には現
在5×1026トンのヘリウムが存在しており、それだけのヘ
リウムが全て太陽で水素から合成されたとすると270億
年かかると見積もられている。そのことは、ヘリウムの

多くは太陽の年齢46億年の間に太陽で合成されたもの
ではないことを示している。太陽に含まれるヘリウムの
大部分はビッグバンに由来するものであると考えられて
いる（69-58p, 186頁9.4.4参照）。
　研究の進展は多少前後するが、以下に太陽を含む恒星
の誕生から死滅までの過程と星の色と明るさについて簡
単にまとめる。
8.6　星の進化：星の誕生の第一段階は、宇宙に漂う水
素などのガスが重力により次第に集まることである。そ
の時の温度はせいぜい10～ 30K位の超低温である。そ
れが成長すると回転する円盤となるが、その回転する円
盤の中心の温度は数百Kとなり、そこに原始星が誕生す
る。その後も周囲のガスが原始星に集積し続け、重力に
より温度が次第に上昇し、原始星が完成する。星の進化
はその質量の違いによって大きく異なる。質量別の星の
進化を主に天文学者の蜂巣泉明の解説に従ってまとめる

（70）。
　8.6.1　恒星になれない星：太陽の質量の0.08倍よりも
小さい星は、星の中心温度が1,000万Kよりも低い段階
で重力による収縮が止まってしまい、水素の核融合反応
が起こらず、恒星となることが出来ずに死に至る。ちな
みに地球、木星の質量はそれぞれ太陽のおよそ3×10-6、
1×10-3である。
　8.6.2　恒星となる星
　8.6.2.1　概略：太陽質量の0.08倍以上の質量をもつ原
始星では核融合反応が始まり主系列星（173頁図11参照）
となる。太陽程度の恒星は数千万年で原始星から主系列
星になると言われている。主系列星となると、中心部で
の核融合反応が激しくなる。その結果、星は膨張し星全
体の温度が下がり核融合反応は弱まる。逆に核融合反応
が弱くなると星は収縮して温度が上がり、核融合反応は
強まる。このように主系列星は核融合反応が調節されて
温度、構造が比較的安定した星となる。どのような主系
列星になり、どのような一生を過ごすかは恒星の質量の
大きさにより決まっている。質量の大きな星は激しく輝
きHR図の左上を占める。その寿命は短く、太陽の30倍
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69 地球内部で放射性崩壊により発生した熱が地球の内部構造に対して重要な作用をしているなど、地球科学にも新たな視点を
与えた。

70 1907年にこのような式に整理された。E=エネルギー、m=質量、c=光速。例えば1gの物質が消失した時に発生するエネルギー
はおよそ20万トンの水を0℃から100℃に温める熱量に相当する膨大なものである。

71 概略を示すと、先ず、2個の陽子が反応し、陽子と中性子からなる2 
1 重水素が形成される。次に重水素と陽子が結合し、 3 

2 ヘリ
ウムが生成する。最後に2個の 3 

2 ヘリウムが結合し、陽子2個と 4 
2 ヘリウムが1個合成される。

72  1 2
　6 炭素と4つの 1 

1 水素から 1 2
　 6 炭素と 4 

2 ヘリウムが合成される（それは以下の6つの部分反応から成り立っている。その概略を示
 
 5） 1 5

　8 酸素→ 1 5
　7 窒素 + 電子、6） 1 5

　7 窒素 + 1 
1 水素→ 1 2

　6 炭素 + 4 
2 ヘリウム　である）。

73 太陽で起きている核融合反応は主に陽子―陽子連鎖反応（太陽では1,000万～ 2,300万Kで起こる過程が主に起きている）で
CNOサイクル（1,400万～ 3,000万Kの高温で起こる）はごくわずかである。
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以上の重さの星の寿命は数百万年より短いと言われてい
る。太陽は質量では軽い星のグループに、表面温度では
上記のG型に属しており、色は黄～赤で、HR図ではほ
ぼ中央辺りに属している。その寿命は約100億年と言わ
れている（現在はその寿命の半分程が過ぎたところであ
る）。更に軽い星の寿命は長くなり、太陽質量の半分程度
になるとその寿命は1,700億年程度と見積もられている。
　星はそれぞれの質量に応じた安定した主系列星の時代
がおわると、やはりそれぞれの質量に応じた最期を迎え
る。
　8.6.2.2　太陽質量の0.08～ 0.8倍の星：星の中心部で
水素からヘリウムへの核融合が始まり、中心部にヘリウ
ムが溜まる。やがて水素の外層は膨張し表面の温度が下
がり赤色巨星となる。そこでは中心部の温度がヘリウム
からほかの元素を合成する核融合反応を起こすほど高く
はならず、ヘリウムからなる白色矮星が出来ると考えら
れている。このような星の寿命は数百億年以上である。
現在この宇宙は誕生してから137億年経ったに過ぎず、
このような星はまだ寿命を迎えていないためにHR図の
右下の星として輝き続けている。
　8.6.2.3　太陽質量の0.8～ 8倍の星：水素が核融合反
応で枯渇する前に、質量が重いために中心部の温度は1
億K程度となり、2ヘリウムから6炭素や8酸素を生じる
核融合反応が始まる。しかし、それ以上の元素合成反応
は起こらず、次第に表面温度が下がり赤色巨星となる。
太陽には鉄を始めとする多くの元素が含まれることが、
フラウンホーファー線の多くの暗線の存在から分かって
いる。即ち太陽を含むこのような星に含まれる原子番号
が9以上の元素は、その星の内部で生成されたものでは
ない。それらの元素は前世代の星が合成した元素で、そ
の星が誕生した時にそれらを取り込んだものである。こ
のように多くの星は前世代の星が爆発し、宇宙空間に撒
き散らされた星屑を材料としてつくられるのである。ま
た、太陽を含むこのような星が燃料として利用出来る元
素はそれらに含まれる多くの元素のうちごく限られた種
類の元素だけである。
　太陽は寿命の最後に赤色巨星となるが、その大きさは、
地球の公転軌道ほどの大きさとなると言われている。外
層のガスはガス状の星雲（惑星状星雲、169頁脚注51参
照）となる。それは時間とともに宇宙空間に散逸し、中
心部では炭素、酸素を多く含んだ白色矮星が出来る。そ

れはその後次第に冷えて暗くなっていく。白色矮星は極
めて高密度の天体で、例えば最初に発見された白色矮星
のシリウスB74の質量は太陽の1.06倍であるが、その直
径は太陽の0.016倍とたいへん高密度であることが確か
められている。太陽の1.44倍以上の質量を持つ白色矮星
は存在しない（チャンドラセガール限界 75）。
　8.6.2.4　太陽の質量の8～ 20倍の重い星：太陽質量の
8～ 10倍の恒星は中心部の温度が5億K以上となり、炭
素を材料とした核融合反応（炭素燃焼、183頁脚注90参
照）が起こり、10ネオン・12マグネシウムまでの元素が形
成される。更に、太陽質量の10～ 20倍の星では中心部
の温度は27億Kを超える超高温環境となり、14ケイ素を
材料にした核融合反応（ケイ素燃焼、183頁脚注90参照）
が起こり、26鉄までの元素が作られる（181頁8.14参照）。
このような星は赤色巨星を形成した後は、大爆発を起こ
す。その時に星が明るく輝くことからそれは超新星爆発
と呼ばれている。
　我々は今までに天の川銀河などで起きた超新星爆発を
およそ100～ 200年に一度、観察してきた 76。例えば、お
うし座のカニ星雲は1054年に爆発した超新星爆発の残
骸である。そのことを藤原定家は『明月記』の中に伝聞
として記している。あるいは1572年にティコ・ブラーエ
はカシオペア座に超新星SN1572を見ていた（163頁5.2
参照）。
　このような超新星爆発では、中央部に重力崩壊で押し
つぶされた直径10km程度の中心核が残る。その質量は
太陽と同程度で、密度が高く極めて重力が強くなり、中
性子星となる。中性子星は原子核に電子が吸収されほと
んど中性子だけからなる星である（190頁10.2参照）。
　8.6.2.5　太陽の質量の20倍以上の星：更に質量の大
きな星では、超新星爆発後の重力崩壊が極度に進行し、
極限的な非常に強い重力場が作られる。そこには光すら
外に出ることが出来ないとされるブラックホールが出
来ると考えられている（190頁10.3参照）。（ここまで主に
70によった）。
　次に19世紀終わりから20世紀初めにかけてなされた
星に関する興味深い二つの観察とアインシュタインによ
り提出された新たな世界観を紹介する。
8.7　火星人：パーシヴァル・ローウェル（1855～ 1916）
は私財を投じてローウェル天文台を建て、実業家から天
文学者に転じた。彼は火星には人工的な運河が存在して
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74 1910年代後半にウォルター・アダムス（1876～1956）は、シリウスAの伴星が白色矮星のシリウスBであることを明らかにした。
75 白色矮星は高密度の星であるが、更に密度が増すと星は重力に負けてつぶれてしまい白色矮星は出来ない。白色矮星の質量の

上限は、スブラマニアン・チャンドラセガール（1910～ 1995）により1932年に理論的明らかにされた。
76 現在では観測機器の進歩と関心の高さから超新星の探索がくまなくなされており、超新星は頻繁に見つかっている（71）。
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おり、それを造った火星人がいると19世紀の終わりに主
張した。ところが、近年の詳細な火星探査の結果により、
彼が見たとするものは存在していなかったことが明らか
にされている。しかし、彼が考えた火星における生物の
存在は、今なお興味深い問題であり、そこに生物が存在
していたか 77、あるいは現在も存在しているか 78の研究
が続いている。
8.8　冥王星の発見：ローウェルは海王星の外側にも惑
星が存在することを信じ、その探索にも励んだ。1915年
に撮った写真にはそれが写っていたがはっきりとはし
ておらず彼はそれを見過ごしてしまった（37-192p）。そ
の天文台を引き継いだヴェスト・スライファー （1875～
1969） の指導のもとクライド・トンボー（1906～ 1997）
は1930年にその未知の天体を発見した。それは冥王星 79

と名付けられた。
8.9　アインシュタインの宇宙観：アインシュタインは
1905年に特殊相対性理論（①特殊相対性原理： 等速で動
いていれば、その速さによらず、だれに対しても、自然
の法則は同じように成り立つ、②光速度不変の原理： 光
の速さはそれを測る人の運動速度にかかわらず常に一定
である）（75-28, 29p）と1915～ 16年に一般相対性理論（①
一般相対性原理： 等速で動いている人にも、加速や減速
をしている人にも、自然の法則は同じように成り立つ、
②等価原理： 加速による重さと重力による重さは同じも
のである）を発表した（56-14, 15p）。それは我々の世界
観を大きく変えていくことになった。また、これらの理
論からもたらされた重要な帰結であるエネルギーと質量
が等価であること（E=mc2）（これが星のエネルギー源が
核融合であるという認識につながったことは、174頁8.5
参照）は各界に大きな影響を与えた。
　また、彼は重い物の周りでは時空が歪むことを示し、
そのように強い重力場で時空がゆがむことを考慮に入れ
て万有引力の法則を解いた方程式を1916年に発表した。
それはアインシュタインの方程式と呼ばれている（180

頁8.13.1参照）。彼は次にその方程式を宇宙に適応したも
のを1917年に公表した。その時に彼は、宇宙は始まりも
終わりもない不変の世界であり、天体が互いの重力に引
かれて最終的に崩壊してしまうことがないように働く斥
力があるはずだと、その方程式に斥力に相当する宇宙項
と呼ばれるものを導入した（宇宙は不変ではなく、始ま
りがあり膨張し続けていることが分かった経緯について
は179頁8.12以降に述べる）。
　アインシュタインは重力による時空の歪みは、通常の
夜に見られる星の光を皆既日食の時に太陽の縁近くを
通って曲がった後に地球に届いた光と比較することで実
証出来るはずであると示唆していた。何度か観測が試み
られたが悪天候などにより観測は成功しなかった。しか
し、アーサー・エディントンらが1919年の皆既日食の時
に光が1.98秒角（アインシュタインの予想の1.7秒角より
僅かに大きかった）曲がることを、ヒアデス星団を利用
して突き止めた 80。その観測結果が示され、一般相対性
理論は脚光を浴びることになっていったが、アインシュ
タインの宇宙像に抵抗する勢力も根強く残っていた（76-
231~236p）。
　以下に再び星の明るさについて取り上げる。
8.10　変光星：変光星とは明るさが変化する星で、確証
はないが昔から多くの人の注目を浴びてきたと考えられ
ている。紀元前2世紀にはヒッパルコスが、更に16世紀
までに何人かがミラ（くじら座o星で脈動変光星、以下
参照）について言及していたとされている。また、10世
紀にはアル・スーフィーがアルゴル（ペルセウス座β星
で食変光星、177頁8.10.2参照）を観察していたとされて
いる（162頁4.2参照）。
　8.10.1　ミラ：変光星についての研究は16世紀末から
本格的に始まった。ティコの弟子のダーヴィト・ファブ
リツィウス（1564～ 1617）は1596年にミラが3等級の明
るさであったが、やがてまったく見えなくなり、13年後
の1609年に 再び3等級の明るさに戻っていることを見

－ 176 －

77 1984年に南極大陸のアラン・ヒルズで隕石の破片ALH 84001が発見された。その隕石に含まれる気体の成分が火星の大気と
似ていることから、それは火星起源であるとされた。そこから生命体の微細な化石らしきものが見つかったという報告がなさ
れている（72）。しかし、それが生命体であったかどうかの結論は出ていない。

78 火星にはかつて磁場は存在していたが、現在では消滅したことが分かっている。磁場がないために現在の火星には高エネル
ギー粒子が降り注いでおり、水も乏しいことから火星の地上部は生物の生育には厳しい環境であると考えられている。しかし、
地下には生物が存在している可能性が残っており、火星における生物探査の焦点は地下に向けられている（73）。

79 冥王星は長い間惑星の一つであった。しかし、ケレス（1801年に発見された168頁脚注46参照）の他に冥王星と同程度の大き
さを持つエリスが太陽系の天体として2005年に発見され、惑星の定義が2006年の国際天文学連合で見直された。そこで決まっ
た惑星の条件は以下の三つである。①直接太陽の周りを回り、②自己重力が固体強度を上まわってほぼ球形となり、③その軌
道の近くから他の天体を排除しているもの。冥王星は③の条件を満たしていおらず、また遠日点は近日点の約1.7倍で離心率
は0.254と大きく、軌道の傾斜角も17.1度と他の惑星とは大きく異なっているために惑星から外された。冥王星を含め、ケレス、
エリス、ハウメア、マケマケなどが準惑星とされた（74）。

80 1919年の日食はヒアデス星団を背景に起こった。その星々の普段の位置関係とその時の恒星の位置の変位から光が曲がるこ
とを測定した（76-232p）。
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つけた。1638年にヨハン・ホルワルダ（1618～ 1651）は
この星が11ヶ月の周期で姿を消しては現れることを突
き止めた。1642年にヨハネス・ヘヴェリウス（165頁脚
注38参照）はこの星を「すばらしい」という意味のラテ
ン語の「ミラ」と名付けた（35-167p）。現在ではミラは星
が膨張と収縮を繰り返すことで明るさが変わる（2.0等級
と10.1等級の間を約322日の周期で変光する）脈動型変
光星（本頁脚注81参照）であることがわかっている。明
るさは最も収縮した直後に極大となる。
　8.10.2　アルゴル：1667年にはジェミニアーノ・モン
タナリ（1633～ 1687）はペルセウス座β星もやはり周
期的に明るさが変わることを見出した。この星は昔か
らアルゴル（悪魔の星、162頁4.2参照）とよばれ不思議
がられていた。1782年にジョン・グッドリック（1764～
1786）がその変化を記録した。それは普段は約2.1等級で
あるが、2.867日に一度、急に3.3等級と暗くなることが
分かった。アルゴルは、実際は一つの星ではなく、明る
い星と暗い星が互いの周りを回っている連星であった。
二つの星が重なっていない時には明るく見えるが、暗く
て大きな星が明るく小さな星を隠すと、明るさはガクン
と落ちる。逆に明るい星が暗い星の前に来ると幾分暗く
なる（グッドリックは2番目の変化には気が付かなかっ
た）（35-167~169p）。このように連星の食が原因となり光
の強さが変わる星を食変光星と呼んでいる。
　8.10.3　セファイド変光星：1784年にはエドワード・
ピゴット（1753～ 1825）が鷲座η星（7.18日周期で3.48
～ 4.39等級まで変わる）について、更に同じ年にグッド
リックがケフェウス座δ星（5.37日周期で 3.48～ 4.37等
級まで変わる）について、それぞれ変光星であることを
発見した。これらはセファイド変光星と呼ばれる脈動型
変光星である。変光星にはこの他、突発的に明るくなる
新星などもある。
　19世紀後半にノーマン・ポグソンにより星の明るさが
定義され（173頁脚注65参照）、その後20世紀前半にかけ
て星の色と明るさの研究が進んだ。中でもピッカリング
が多くの女性達に無数の天体写真を見比べさせたことに

より大きな成果が得られた（172頁8.2参照）。
　その一人のヘンリエッタ・リービットは1904年にセ
ファイド変光星の変光周期と星の見かけの明るさに関係
があることに注目し始め、1908年にはマゼラン星雲に
含まれる1,777個の変光星の性質を報告した。その中で
彼女は、16個の変光星に注目し明るい変光星ほど長い
変光周期を持っていると言及した 81（77）。更に観測を進
め1912年には小マゼラン雲の変光星の変光周期と見か
けの明るさとの間に以下のような規則正しい関係を見出
した。縦軸に見かけの最大の明るさ、あるいは最小の明
るさの等級を取り、横軸に変光周期の対数を取ると、最
大、最小の明るさについて、それぞれ明るい星ほど長い
変光周期となる直線関係が見出された（78）。これは、見
かけの明るさを指標にしたものであったが、観測対象の
星は小マゼラン雲に属しており、地球からの距離は概ね
同じであったために、見かけの明るさと真の明るさの関
係は一定であるために、直線関係が得られたと考えられ
る。
　次の大きな問題はセファイド変光星までの距離を明
らかにし、絶対等級との関係を求めることであった。し
かし、視差を測定し距離を求めることが出来るようなセ
ファイド変光星はなかった。1914年にアイナー・ヘルツ
シェプルングは、過去の星図を分析することにより、リー
ビットの見つけた25の変光星のうち13個について、恒
星の固有運動 82を調べた。彼はまた別のデータから、星
が地球から遠ざかることにより星の色がより波長の長い
赤い方にずれること（赤方偏移）から星の運動速度を検
証した。彼はそれらを突き合わせてセファイド変光星の
距離を大胆に見積もり、小マゼラン雲の距離を3万光年
と推測した 83（76-197p）。
　8.10.4　赤方偏移：赤方偏移は光のドップラー効果で
ある。クリスチャン・ドップラー（1803～ 1853）は1842
年に「連星と単独の星の着色した色について」の論文中
で、光は波の性質を持っており、光源が観察者に対して
運動している時は、静止している時に比べて波長が変化
するために違った色になるというドップラー効果を発表

－ 177 －

81 セファイド変光星は太陽のおよそ5～ 20倍の質量をもつ星の進化がある特定の状態となったものである。主要な燃料の水素
が燃え尽きると、しばらくの間（約100万年）次の燃料（ヘリウム）を燃焼するのに適応するため不安定な状態となる。恒星が
収縮すると内部の温度は上昇して明るくなるが、温度が上がりすぎると、膨張し温度が低く暗くなる。このような不安定な状
態では、膨張収縮が規則的に繰り返される。このような星を脈動変光星と呼ぶ。明るく質量の大きいセファイド変光星は、暗
く質量の小さいセファイド変光星よりゆっくり脈動する（76-162p）。

82 1718年にエドモンド・ハレーはシリウス・アルクトゥルス・アルデバランの位置が、ヒッパルコスが約1850年前に記録した位
置よりも0.5度以上動いていることに気付いた。それぞれの星は独立した運動をしていることが分かった。そのような運動を
星の固有運動という。

83 彼が発表した本には3千光年と記されているが、彼は3万光年とするつもりであったと言われている（76-197p）。ヘンリー・ラッ
セル（172頁8.2参照）も独自に8万光年という概算を行った。これは現在測定されている21万光年に比べればはるかに小さい
が、当時としては宇宙が驚嘆するほど大きなものであることを示すものであった（76-197p, 168頁6.4参照）。
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した。1845年にはオランダでクリストフ・バロット（1817
～ 1890）が動いている列車の上で演奏されたトランペッ
トの音の音程が変わることを見出し、音のドップラー効
果が確かめられた。
　光のドップラー効果については、実際に測定されるま
でには暫く時間がかかった。1848年にアルマン・フィ
ゾー（1819～ 1896）も地球から遠ざかっている星の光が
より赤い波長の方に延びることを指摘し、1860年代末
からはウィリアム・ハギンズ（172頁8.2参照）らにより
その実測も試みられた。それは、例えば、ナトリウムの
発光スペクトルのD線の波長は決まっているが、その特
徴を備えた光の波長のズレを調べるなどの方法であっ
た。そのような研究は19世紀に著しく進歩した天体の分
光学的研究により可能となった（172頁8.2参照）。その結
果、19世紀末にはいわゆる赤方偏移が観察されるよう
になっていった。
8.11　宇宙の広さ
　8.11.1　星団・星雲・島宇宙：トーマス・ライト（1711
～ 1786）は1751年に、また哲学者のイマニエル・カント

（1724～ 1804）は1755年に、アンドロメダ星雲と他星雲
群は、我々の属する天の川銀河とはそれぞれ独立した“島
宇宙”となっていると考えた。それは、これらの星雲が
天の川銀河の中にあるという当時の常識とは全く違うも
のであった（29-161, 162p）。
　アンドロメダ星雲については10世紀にアル・スー
フィーが記載しているが（162頁4.2参照）、18世紀以降
大きな望遠鏡が出来てから星雲の発見が相次いだ。ウィ
リアム・ハーシェルは1786年には1,000個の星団・星雲を、
そして1802年には合計で2,500個の星団・星雲を報告し
た（29-174p）。ハーシェルは、それらは天の川銀河とは
別なものであると初めは考えていた。しかし、1790年彼
はかなりの範囲にかすかに輝く大気に包まれた8等星を
発見し、恒星の周りの星雲は恒星とは性質が違い、それ
は星から出た物質が光っているものだと結論した。そし
てそれらを惑星状星雲と名付けた。その結果彼は、星雲
は天の川銀河に属するものと考え、“島宇宙”の考えを捨
て、元の常識に戻った。

　カントらの“島宇宙”の推論は観察ではなく思弁的な
ものであった。一方、ハーシェルの宇宙観は当時の最も
優れた望遠鏡の観測に基づいたものであり、天文学者達
は彼の考えを受け入れた（76-88p）。1840年代中頃には、
ロス卿は“怪物”大望遠鏡で（169頁脚注49参照）M51と
M9984の星雲が渦巻きを作っていることを観察し、その
スケッチを残した。それを想像の産物と批判するものも
いたが、それは天の川銀河の外に他の恒星系が存在する
という“島宇宙”の存在を示すものと考えた人々も存在
した（76-92p）。しかし、“島宇宙”の考えが一般に受け入
れられることはなかった。
　1864年にウィリアム・ハギンズはアンドロメダ星雲の
スペクトルを観測し、それが連続スペクトルを放つ天体
であることを発見していた。1899年にはユリウス・シャ
イナー（1858～ 1913）がアンドロメダ星雲の光のスペク
トルを写真に撮り詳しく分析し、それはガス雲の単純な
ものとは違い、恒星と同様の複雑なものであることを確
認した（172頁8.2参照）。1899年にはジェームズ・キーラー

（1857～ 1900）もNGC891（地球から約3,000万光年の距
離にある非棒渦巻銀河 85）の 中心の渦巻きの周りに31個
の星雲を見つけた（76-67p）。
　アンドロメダ星雲などの星雲は遥か彼方に存在するこ
とが分かってきた。そのような中でヘンリエッタ・リー
ビットがマゼラン雲の中に変光星を見出したのである。
彼女の見出した関係から宇宙の大きさを明らかにするた
めには、マゼラン雲等までの距離を明らかにすることが
重要となった。
　アンドロメダ星雲は天の川銀河とは別に存在する銀河
である。現在ではかつて星雲と呼ばれたものの多くが銀
河であることが分かっており、それはアンドロメダ銀河
と呼ぶべきである。しかし、本論ではその当時アンドロ
メダ星雲・マゼラン雲などと言われていた場合にはその
名前を用いた。現在星雲と呼ばれるものは恒星が集まっ
たものではなく、宇宙塵や星間ガスがある程度まとまっ
ているものを指している。
　8.11.2　星までの距離：1900年代初頭までには年周視
差を利用した三角法で地球に近いおよそ100の星までの

－ 178 －

84 Mはメシエ番号（168頁6.2参照）。M51はりょうけん座の渦巻銀河で、小さな渦巻き銀河を従えていることから子持ち銀河と
も呼ばれている。ロス卿の残したスケッチは子持ちであることがはっきりと示されていた。それは地球からは3,700万光年離
れていることが現在では分かっている。M99は髪の毛座にある渦巻銀河で5,500万光年かなたにある。

85 銀河は恒星・ガス狀の星間物質・正体不明のダークマター（188頁9.6参照）・ブラックホール（190頁10.3参照）などが集まった
ものである。含まれる恒星の数が1000万程度の矮小銀河から、100兆程度の巨大銀河まで様々である。ハッブルは1936年に銀
河をその形状から分類した。楕円形に見える銀河を「楕円銀河」とした。また、円盤構造を持つものの多くは渦巻きも見られた。
その中で、棒状構造を持つものを「棒渦巻銀河」、棒状構造を持たないものを「渦巻銀河」とした（79）。現在ではそれらは更に
幾つかのタイプに細分されている。非棒渦巻銀河は渦巻銀河の一タイプである。天の川銀河は棒渦巻銀河とされている。銀河
がどのように進化するかは今後の研究を待たなければならないが、今のところ楕円銀河が進化の最終的な姿であると考えら
れている。
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距離が求められていたが（80-52p）、遥か彼方の恒星や星
雲までの距離を見積もることは困難であった。前述した
ように色の特徴からアイナー・ヘルツシェプルングやヘ
ンリー・ラッセルのHR図（173頁図11）を利用し恒星の
絶対等級を決め、それと見かけの明るさは距離の二乗に
反比例するという関係を組み合わせて、星までの距離を
推定出来るようになった。また、彼らは星の固有運動も
利用し星雲までの距離を大胆に見積もった。これらの方
法以外にも星団あるいは星雲が平均すると同じ明るさを
持つ、あるいは最も明るい星はどの星団・星雲でも同じ
であるという仮定に基づいて、近くの距離が分かってい
る星と比較することで星団・星雲までの距離の見積もり
が盛んに行われるようになっていった。
　ハーロー・シャプレー（1885～ 1972）は球状星団に注
目し1910年代後半に精力的な研究を行った。彼は遠く
の球状星団の一番明るい星は、近くの球状星団の一番明
るい星と絶対等級は同じであると仮定したり、球状星
団に見られたセファイド変光星の変光周期と明るさの
関係についてヘンリエッタ・リービットの見つけた関係
を利用したりして、数十の球状星団までの距離とその分
布を明らかにした。球状星団までの距離は2～ 20万光
年で、それは比較的小さな星団であり、球状星団は射手
座（現在では天の川銀河の中心にあることが分かってい
る）付近のある特定の方向に存在していた。このことか
ら彼は我々の宇宙、天の川銀河は30万光年の直径を持
つ球状の広がりを持ち、太陽系はその中心から6.5万光
年離れた所に位置しているという宇宙像を提出した（76-
185~215p）。
　彼の球状星団までの距離の見積もりは過大評価であっ
た。それは彼が球状星団からの光が宇宙に漂う塵によっ
て減光されること｛ロバート・トランプラー（1886～
1956）が1930年に明らかにした（81）｝を考慮しなかった
ことと、彼が利用した変光星はリービットが見つけたも
のとは違うタイプであり、同じ変光周期を持っていても
絶対等級は1.5等ほど暗いものであることを知らなかっ
たからである（183頁8.15参照）。
　8.11.3　天の川銀河の大きさを巡る論争：18世紀に
ウィリアム・ハーシェルは天の川銀河は長径6,000光年、
厚さは1,000光年の円盤状をしていると見積もった（168
頁6.4参照）。フォン・ゼーリンガー（1849～ 1924）は
ハーシェルが仮定したように星の真の明るさは同じで
あるとし、1900年代初頭に天の川銀河の大きさは直径
が2.3万光年、厚さは6,000光年であると見積もった。彼
は更に、ヤコブス・カプタイン（1851～ 1922）が星の固
有運動に基づいて、見かけの等級が近い隣接した星々の
間の平均距離を求めていた結果も利用した。そのカプタ

インも独自に天の川銀河の大きさを直径5.5万光年、厚
さ1.1万光年と推測していた。また太陽は中心から2,000
光年離れた所に位置するとされた。これは“カプタイン
宇宙”と呼ばれ、直径30万光年を持つハーロー・シャプ
レーの天の川銀河像とは大きく異なるものであった（29-
274~277p）。
　当時は天の川銀河の外に別の宇宙が存在するかどうか
がはっきりしていなかった。ヒーバー・カーチス（1872
～ 1942）はジェームズ・キーラー（前頁8.11.1参照）の後
を受けて渦巻き星雲について研究し、それらが遥か遠く
にある別々の銀河であることの証拠を積み重ね、“カプ
タイン宇宙”の後継者となっていった。即ち“カプタイ
ン宇宙”では天の川銀河の外に渦巻き星雲が別の銀河と
して存在するものであり、シャプレーの宇宙像では大き
な天の川銀河の中に渦巻き星雲も含まれているというも
のであった。それはシャプレーの同僚のファン・マーネ
ン（1884～ 1946）が1910年代後半に見つけた渦巻星雲
が回転しているということにも依拠していた。その星雲
が遥か彼方にあればその回転運動の速度は光速を超える
ことになり、そのようなことはありえないと考えたので
あった（76-249, 250, 255, 258p）。
　1920年にシャプレーとカーチスの間で宇宙像に関す
る“大論争”が行われた。そこでは、シャプレーは天の川
銀河系の大きさと構造に力点を置き、カーチスは渦巻星
雲に重点を置いたために二人の議論は必ずしもかみ合わ
ず、はっきりした決着はつかなかった（76-238~265p）。
　その後、エドウィン・ハッブルらによる渦巻星雲の観
測写真の再検討によりファン・マーネンが認めた渦巻星
雲の回転運動は存在しないという確定的な結果が1935
年に公表された（76-342~348p）。現在の天の川銀河は長
径10万光年、厚さは中央部で約1.5万光年、周縁部で1,000
光年の円盤状をとり、太陽は中心から2.6万光年離れて
いることが分かっている（169頁脚注52参照）。今から
見ると両者の宇宙像は、一部は正鵠を得ており一部は見
誤ったものであったことが分かる。即ち、“カプタイン宇
宙”ほど天の川銀河は小さくなく、シャプレーの主張と
は異なり渦巻星雲は天の川銀河には含まれていない別の
銀河である。
8.12　膨張宇宙の発見：前述したようにドップラー効果
により地球に近づく星の光のスペクトルは波長が短い方
に（青方偏移）、一方、遠ざかる星の光は波長が長い方に
ずれる（赤方偏移）ことがわかり、1860年代からその研
究が始まっていた（177頁8.10.4参照）。
　8.12.1　ハッブル以前：1910年にウィリアム・キャム
ベル（1862～ 1938）は天体の移動速度について統計的
に調べた結果、全ての星雲が、太陽系から遠ざかってい
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ることを見出した。その後退運動はK項と呼ばれた。一
方ヴェスト・スライファー（1875～ 1969）は、遠い星雲
のスペクトル線が赤方偏移することを1912年に見出し、
1925年までに41個の星雲の赤方偏移を観察していた。
しかし、彼らは、そこから規則性を見出すことはなかっ
た（29-278, 279）。一方、カール・ヴィルツ（1876～ 1939）
は1922年に遠い星雲ほど速い速度で後退していること
を見出していた（76-150p）。このような研究を発展させ、
詳細な観測から宇宙が膨張していることを明らかにした
のはエドウィン・ハッブル（1889～ 1953）であった。
　8.12.2　ハッブルの発見：ハッブルは1923年にアンド
ロメダ星雲を観察していた時に新星と思われるものを発
見した。その後、過去に撮られた写真と見比べその中の
一つが変光星であることを見つけた。1924年2月の晴れ
た夜に三晩連続でその星の明るさを調べ、その光度が2
倍以上変化していることを見い出した。その後、その星
は急速に明るくなり最も明るい時には18等級となり、暗
くなる時はゆっくり暗くなり19等級よりも少し暗くな
ること、その変光周期は31.415日であることを明らかに
した。それはセファイド変光星（177頁8.10.3参照）であっ
た。彼はアンドロメダ星雲の距離をハーロー・シャプレー
が導き出したセファイド変光星の周期・光度関係にあて
はめ100万光年と算出し（76-312~318p）、1925年に公表
した（76-331p, 82）。
　1929年に彼は、ミルトン・ヒューメイソン（1891～
1972）の観測（83）にも支えられ、銀河の距離とその後退
速度（赤方偏移）の間に比例関係（例えば、456万光年離
れた天体は秒速745kmで地球から遠ざかっておりその
半分の所にある天体はその半分の速度で遠ざかってい
る）があることを約650万光年彼方の銀河についてまで
明らかにした（84）。
　更に遠くの星まで観測を進め、1936年には2.4億光年
離れたおおぐま座第二銀河団が秒速4.2万kmの速度で
後退していることを明らかにした。その後退速度は光速
の7分の1に達するものであった（85-180, 181p）。彼は前
述のK項（現在ではハッブル定数Hと呼ばれている）を
530km/sec·Mpcと算出した（84）。これは1メガパーセク

（約326万光年）あたりの後退速度を秒速で表したもので
ある。
　このように遠い星・遠い銀河ほど速い速度で運動して
いることを、時間を逆に遡って考えてみると、最終的に
は、かつて星・銀河は一か所に集まっていたということ
になる。その時間はハッブル時間と呼ばれており、それ

はハッブル定数の逆数である。
 ハッブル定数の単位は距離/時間・距離であり、それは
時間の逆数である。ハッブル定数が530であれば、ハッ
ブル時間はおよそ18億年となる。この推定された宇宙年
齢には、当時、放射性同位体を用いた岩石の年代測定か
ら推測されていた地球の年齢30億年以上よりも宇宙の
年齢が若くなってしまうという大きな問題があった（19-
161p）。
　その後、ハッブルが推測した銀河までの距離の推定は
過小評価であったことが明らかにされた。それは、当時
は変光星には明るさと変光周期の関係が異なる2種類の
タイプがあることが分かっていなかったためである（183
頁8.15参照）。更に観測精度も上がりハッブル定数は時
代とともに変わり、1960年代には100km/sec·Mpcとなっ
た。最近ではハッブル宇宙望遠鏡などの最新の観測機器
によりその値は70.5±1.3 km/sec·Mpcとなっている（86, 
87）。現在のハッブル定数から求めた宇宙年齢は138億年
となる。ハッブル時間と宇宙の年齢は宇宙の膨張速度に
加速も減速も起こらない場合に同じとなる。現在では、
宇宙の膨張速度は必ずしも一定でないことが分かってい
る（188頁9.7参照）。しかし、膨張速度を一定としたハッ
ブル定数から得られるハッブル時間の138億年は、現在
多くの観測や理論から考えられている宇宙年齢137億年
とほぼ同じである（87）。
8.13　膨張宇宙論
　8.13.1　アインシュタイン方程式：ニュートン力学で
は水星の公転軌道が完全には説明出来ず、水星の内側に
もう一つ未知の惑星があるという説を生み出していた。
ところがアインシュタインの一般相対性理論に従うと、
太陽の重力により水星の軌道近くの時空は歪む可能性
が指摘された。そのことを考慮すれば水星の公転軌道が
説明出来ることが分かった。そこで、アインシュタイン
の理論を宇宙に適用し、その方程式を解くことが重要と
なった。　
　カール・シュヴァルツシルト（1873～ 1916）86は、①
天体の質量を中心に限定しそれ以外には質量は存在しな
い、②空間は中心から球対称に存在するという単純な仮
定のもとにアインシュタイン方程式の解を得た。1922
年にはアレクサンドル・フリードマン（1888～ 1925）が
平均すれば宇宙には特別な場所はなく（一様）、特別な方
向もない（等方）という仮定を行い、空間の曲がり具合
を表す曲率と空間の伸び縮みを表す要素を取り入れて
宇宙についてその方程式を解いた。それによると宇宙は
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86 彼はまた、銀河の中心の小さな空間に巨大な質量が存在すると、そこからは光さえ外に出られない状態がありうると、ブラッ
クホールの存在につながる指摘をしたと言われている（35-179p）。
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曲率の違いにより、①単純に膨張を続ける、②膨張はや
がて止まり重力により収縮してしまう、③膨張は次第に
ゆっくりとなるが収縮には至らないという三つの可能性
が存在することが示された。即ち宇宙は不変ではなくダ
イナミックに変化していることが示唆された。彼はまた
一つの試算として宇宙の年齢を100億年とした。しかし
彼の論文は、発表当時はほとんど注目されなかった。
　8.13.2　ド・ジッター宇宙：ウィレム・ド・ジッター

（1872～ 1934）は1917年にアインシュタインが導入した
宇宙項（176頁8.9参照）が正となるような解を得、膨張
する“ド・ジッター宇宙”を提唱した。更にジョルジュ・
ルメートル（1894～ 1966）は特異点から始まる膨張宇宙
説を1927年にベルギーの雑誌に発表したが、この論文も
ほとんど無視された。しかし、ルメートルはエドウィン・
ハッブルの発見を受けて、以前は自分の説を無視した
アーサー・エディントンに手紙を書いた。エディントン
は過去の自分の不明を恥じ、その論文の重要性に気付き
1930年にそれを紹介した（60-238-243p, 69-12,13p, 76-375, 
380p）。1931年には英訳の論文も発表された（88参照）。
しかし、それを取り上げたエディントンでさえ膨張宇宙
の時間軸を逆さに巻戻した世界の始めについては恐れを
抱き「現在の自然の秩序に始まりがあるという概念につ
いては私にとってはいまわしいものに思われる」と結論
した（76-394p）。彼は急激な膨張ではなく、ごく緩やかな
膨張を美しいものとして選んだ（69-24, 25p）。それに対
してルメートルは「もし、私たちが時をさかのぼるなら

（中略）宇宙の全エネルギーがいくつかの、あるいは単一
の量子の中に詰め込まれているのを見るだろう。もし、
この着想が正しければ、世界の始まりは時空の始まりの
少し前に起こったはずだ。世界のこのような始まりは現
在の自然の秩序からはるかにかけ離れているが、それは
まったく矛盾したことではないと考えられる。（中略）最
初の宇宙は単一の原子の形をとり、その原子の重さが宇
宙の全質量であると想像出来る。」と反論した。彼は今日
の恒星と銀河は、この始めの超原子から吹き飛ばされた
破片から構成されていると推測した（76-395p, 89）。
　アインシュタインはド・ジッターやルメートルとは面
識があったが、彼らの説は受け入れなかった。エディン
トンは「アインシュタインの宇宙には物質はあるが運動
はなく、ド・ジッターの宇宙には運動はあるが物質はな
い」とよく口にしていたと言う（76-229p, 230p）。
　アインシュタインもド・ジッターも無名のルメート
ルの考えには耳を傾けなかった（76-378, 379p）。アイン
シュタインはフリードマンやルメートルが作り出した運
動し続ける宇宙観を退け、不動の宇宙観を取り続けてい
た。しかし彼は、1931年にハッブルをウィルソン天文台

に訪ね、しばらくして、「遠くの星雲の赤方偏移は、私の
古い宇宙構造をハンマーでたたき割るように粉砕した」
とハッブルが解き明かした膨張する宇宙像を受け入れた

（76-389~392p）。
　銀河の内部には強い重力が存在するために銀河内の膨
張は微々たるもので、膨張宇宙とは銀河と銀河の間に広
がる壮大なスケールの空間が膨張しているのである（69-
15p）。
8.14　ビッグバンと元素の合成
　8.14.1　宇宙に存在する元素：セシリア・ペイン＝ガ
ポーシュキン（1900～ 1979）は1925年に星に含まれる元
素は水素が圧倒的に多く、ヘリウムがその数百分の1で、
その他の元素は僅かしか存在しないことを見出した。当
時の天文学の大御所のヘンリー・ラッセルは水素が金属
元素よりも100万倍も多く存在するという彼女の研究結
果はありえないと述べ、論文の修正を迫ったといわれて
いる（18-136p）。現在では天の川銀河は主に、水素（重量
比で約73％）、とヘリウム（約24％）で構成されているこ
とが分かっている（171頁7.4参照）。
　8.14.2　核融合による元素合成：1920年頃から水素
の核融合からヘリウムが生まれることが考え始められ、
1930年代後半には陽子―陽子連鎖反応あるいはCNOサ
イクルによって新たに元素が生じることが示され始めた

（174頁8.5参照）。一体元素はいつ・どこで・どのように
して作られたかを明らかにすることが重要となった。特
にCNOサイクルが働くためには原子番号6、質量数12の
炭素の存在が不可欠である。一方、水素は原子番号1、質
量数1、ヘリウムは原子番号2、質量数4である。原子番
号3～ 5の元素が殆ど存在していない中で炭素がどのよ
うに合成されたかが問題となったのである（次頁8.14.6
に詳述する）。
　8.14.3　ビッグバンの提唱：1946年にジョージ・ガモ
フは、宇宙が小さな熱い火の玉として誕生したという考
えを発表した。1948年には高温・高密度の初期宇宙で起
きた核融合反応により現在の宇宙にある全ての元素が作
られたという仮説を提唱した（18-162p, 90, 91）。しかし、
彼の提唱した仮説に従うと、急速に膨張し温度が急減す
る初期宇宙の中で、全ての元素を作る条件が保たれる時
間はせいぜい10分程度しかなく、その間に全ての元素が
合成される可能性はないと考えられた（92-205p）。ガモ
フの提唱した元素合成のシナリオは受け入れられなかっ
たが、彼のもう一つのアイデアの“火の玉宇宙”は後に

“ビッグバン”として広く受け入れられるようになり、現
在に至っている。
　一方、フレッド・ホイル（1915～ 2001）はジョルジュ・
ルメートルに始まる宇宙が特異的な単一の原子から爆発
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的に生まれたという考え方を受け入れず、宇宙は膨張し
ているが、新たな銀河が生まれ続け、宇宙の本質は変化
せず常に定常状態が保たれているという定常宇宙論を主
張した。ビッグバンという言葉は、ホイルが宇宙が爆発
によって生まれたという考え方は馬鹿げているという揶
揄の意味を込めて1949年のイギリスBBCラジオ番組の
中で使ったのが始めである。
　8.14.4　恒星内元素合成：ホイルとレイモンド・リト
ルトン（1911～ 1995）は恒星の中心の温度は従来アー
サー・エディントンらが考えていたようなもの（星の成
分は星が回転しているために混ざり合い、太陽よりも大
きな質量を持つ恒星の中心温度も太陽の中心温度、千数
百万Kと同程度でそれ以上高くならない）ではなく、恒
星の中心では中心核の核燃料を次々使い果たすにつれ
て、恒星の組成がどんどん不均一になり、恒星の中心は
高密度で高温となりうることを1940年までに明らかに
していた。（92-183~189, 205p）。そのような条件下では多
くのプラスの電荷をもった原子核同士が電気的な反発力
に逆らって近づくことが可能となると考えられた。
　8.14.5　星の種族と成分元素：星の色と明るさの研究
は19世紀後半から始まり活発になっていった（172頁8.2
参照）。1930年代後半から、恒星には様々な種類がある
ことが明らかにされてきた。1944年にウォルター・バー
デ（1893～ 1960）は星が二つの種族に大きく分けられ
ることを見出した（29-278p）。1950年代に入るとこれら
の二つの種族Ⅰと種族Ⅱの特徴が明らかにされ、元素の
合成と宇宙の膨張（次頁8.15参照）について新たな視点
が加えられた。種族Ⅰは青っぽい若い星で、重い金属元
素（原子番号の大きい元素）を多く含んでおり、種族Ⅱ
の星は赤みがかった年老いた星で重い金属元素が少ない
ことが明らかにされた（93, 94）。その結果、第一世代の
年老いた星には少ない重い元素がどこで作られ、その重
い元素を若い第二世代以降の星がどのようにして持つ
ようになったかを明らかにすることが重要となった（91-
205~207p）。
　8.14.6　炭素の合成：原子番号6の炭素以降の重元素
がどのように作られたかを解明することが焦眉の問題で
あった。 4 

2 ヘリウム二つから 8 
4 ベリリウムが生成されて

も、それは極めて不安定ですぐ壊れてしまうためにその
先に反応が進むことはないと考えられていた。しかし、
1952年にエドウィン・サルピーター（1924～ 2008）は、
赤色巨星の中心核では、そのような寿命の短い不安定な
ベリリウムでも三番目のヘリウム核が衝突することで 
 12
　6 炭素が、さらに 1 6

　8 酸素や 20　
10　ネオンが生成される可能性

を示した（95）。
　フレッド・ホイルはサルピーターの結果を受けて、不
安定なベリリウムとヘリウムが衝突し炭素が生ずるとい
うそれまでは知られていない特殊な状態が存在すると予
想し、1953年にその考えをウィリー・ファウラー（1911
～ 1995）に話した。ファウラーは1950年代初頭までに
太陽のエネルギー源は主に陽子―陽子連鎖反応であっ
て、CNOサイクルではないことを、原子核加速装置を
用いて明らかにするなど多くの成果を上げていた。ファ
ウラーはその装置を用い、ホイルの考えた特殊な状態が
存在することをまもなく実験的に確かめた（92-149, 151, 
207~220p）。即ち三つのヘリウムの原子核が次々にぶつ
かることによって炭素の原子核が合成されることが示さ
れた。これは現在トリプル・アルファー反応と呼ばれて
いる。
　8.14.7　中性子捕獲：一方、ポール・メリル（1887～
1961）は1952年に赤色巨星の中に43テクネチウムという
珍しい元素のスペクトルを見出した。テクネチウムは極
めて不安定な放射性元素で、もっとも寿命の長い同位体

（171頁7.3参照）の半減期 87は420万年である。地球は46
億年前に星屑が集まって出来たものであり、その時にテ
クネチウムがあったとしてもそれは殆ど全て崩壊してな
くなっており、地球には天然のテクネチウムは存在しな
い。赤色巨星は通常地球よりも年老いた星であり、そこ
にテクネチウムが存在するということはその星で新たに
テクネチウムが作られているはずであるとアルステア・
キャメロン（1925～ 2005）は考えた。テクネチウムは原
子番号43であり、最も安定した原子核を持つ原子番号26
の鉄より多くの陽子を持っており核融合によって合成さ
れるとは考えられなかった（171頁7.3参照）。
　中性子は電荷を持たないために原子核に比較的蓄積さ
れやすい。中性子が核に付加された後に、ベータ崩壊｛中
性子が電子（ベータ粒子）とニュートリノを放出して陽
子に変換される｝が起こると、陽子が増え新たな元素が
合成されることになる。そのような経路はカール・フォ
ン・ヴァイツゼッカーらにより1930年代後半から考えら
れていた。しかし自由中性子は寿命が短くその供給源を
明らかにする必要があった。キャメロンはその供給源を
提唱した（96, 92-222~226p）。この過程はゆっくり起こる
ことからslow process（s過程）と呼ばれている。
　s過程では中性子が捕獲され次に中性子が捕獲される
までに長い時間があり、その間に中性子はベータ崩壊を
起こしている。しかしその過程では 232

　90 トリウムや 238 
　92 ウ

ラン等のように中性子に富んだ元素を合成することは出

－ 182 －

87 放射性元素は崩壊し続ける。元のものが半分に減るまでの時間が半減期である。
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来ない（92-229, 230p）。そこでフレッド・ホイルらは超新
星爆発の際に速やかな中性子の捕獲が起こる可能性があ
ると考えた。1937年に爆発した超新星IC4812の明るさ
の変化をウォルター・バーデが詳細に記録していた 88。 
それによると明るさは約55日毎に半分となっていった。
ホイルらはこの明るさの変化は、超新星爆発の際に中性
子の速やかな捕獲（rapid process, r過程）により生成さ
れた放射性元素が崩壊することによると考えた 89（92-
231, 232p）。即ちこのように中性子の捕獲過程には大き
く異なる二つの経路があることが分かった。
　8.14.8　恒星内元素合成のまとめ：恒星における元素
合成の研究を進めていたホイルは1957年にその研究の
集大成をマーガレット・バービッジ（1919～）、ジェフ
リー・バービッジ（1925～ 2010）夫妻とウィリー・ファ
ウラーとともにまとめた（97）。これは、恒星内での元素
合成を網羅的にまとめた歴史に残る論文で、B2FH論文
と呼ばれている。
　そこで明らかにされたことを含め恒星内での元素合成
の8つの過程を以下にまとめる（97, 98）。①水素燃焼：陽
子―陽子連鎖反応（174頁脚注71参照）、CNOサイクル

（174頁脚注72参照）。②ヘリウム燃焼： トリプルアル
ファー反応（前頁8.14.6参照）。③アルファ反応： 4ヘリウ
ムの原子核（アルファ粒子）の整数倍である原子番号22
以下の元素（16酸素、20ネオン、24マグネシウム、28ケイ素、
32イオウ、36アルゴン、40カルシウム、44チタン）はアルファ
粒子の捕獲によって合成されうる 90。④e過程： 太陽質
量の10～ 20倍の質量を持つ恒星の中心部の温度は27億
K以上の超高温となり、そこでは最も安定した原子核を
持つ鉄までの元素が核融合により合成される（175頁
8.6.2.4参照）。⑤s過程： ゆっくりした中性子の捕獲に引
き続くベータ崩壊で原子番号83までの重元素が生成さ
れる。太陽系を構成する重い元素の約半分は巨星の内部
で起きたs過程で作られたとも言われているが、最終的
な結論を得るためには更なる研究が必要である。⑥r過
程： 中性子が捕獲された後にベータ崩壊する間もなく、
多くの中性子が捕獲されて中性子を多く含む元素が合成
され、その後捕獲された中性子がベータ崩壊を起こし原
子番号の大きな元素が合成される。中性子の密度が高い
条件は、大質量の恒星の末期に恒星核が重力崩壊を起こ
す超新星爆発の時にもたらされると考えられている。⑦

p過程： 陽子に富む原子核の合成過程として提唱された。
現在では、ガンマ線が原子核に当たって中性子や陽子が
はじき出される光崩壊過程あるいはガンマ過程と呼ばれ
る反応によって新たな元素が生成される過程とrp過程

（中性子星の連星系で降着の起きている片方の星のよう
な特殊な条件下で陽子が捕獲され鉄以降の原子番号52
のテルルまで合成される）があることが分かっている

（99）。⑧x過程： 高エネルギーの宇宙線が核に衝突する
ことで、陽子や中性子がはじき出されて 2 

1 重水素・リチ
ウム・ベリリウム・ホウ素が合成されることが論じられ
た（100）。その後、ベリリウムとホウ素はこのような過
程でも生成されることが明らかにされた。重水素・リチ
ウム 91・ベリリウムはビッグバンの時にも生成されたこ
と、またビッグバンでは主に水素とヘリウムが合成され
たことが現在では明らかにされている。しかし、ホウ素
については分からないことが多い（92-243~245p, 98）。
　このようにフレッド・ホイルらにより恒星内で様々な
元素が合成されることが明らかにされた。ホイルはビッ
グバンから始まる宇宙観を否定していた。ジョージ・ガ
モフによるビッグバンが再び取り上げられ、実証される
のは1964年の宇宙マイクロ波背景放射の発見（次頁9.2
参照）を待たねばならなかった。その一大発見の前に、
恒星が2種類に大別されるという知見から、宇宙の大き
さに関する旧来の概念が打ち破られ、膨張宇宙論が確か
なものとされていった。
8.15　変光星の新たな分類：エドウィン・ハッブルはハー
ロー・シャプレーが見つけた変光星の変光周期と星の明
るさの関係からアンドロメダ星雲までの距離を100万光
年と見積もり、様々な距離の星の赤方偏移と合わせて宇
宙が膨張し続けていることを明らかにした。しかし、そ
れらの星の後退速度から見積もった宇宙の年齢は地球の
年齢よりも短くなってしまうことが大きな問題であった

（180頁8.12.2参照）。
　ウォルター・バーデは星には二つの種族があることを
見つけたが（前頁8.14.5参照）、彼は1952年には変光星に
も二つの種族があることを見出した。種族Ⅱの変光星の
明るさは同じ変光周期を持つ種族Ⅰの変光星に比べて
1.5等級ほど暗いことが明らかにされた。ハッブルが用
いたシャプレーの関係は、種族Ⅱのこと座RP型の変光
星を用いて求められたものであった。一方、ハッブルが

－ 183 －

88 ウォルター・バーデとフリッツ・ツビッキー（1898～ 1974）が1931年に初めて超新星という言葉を使った。
89 その後の研究で実際には半減期の異なる三つの元素が関係していた事が明らかにされた（92-251, 252p）。
90 以下の多くの燃焼反応も含まれる。 1 2

　6 　炭素 + 1 2
　6 　炭素 → 20　

10ネオン+ 4 
2 ヘリウムなどの炭素燃焼反応。 1 6

　8 酸素 + 1 6
　8 酸素 → 28　 

14 ケ
イ素+ 4 

2 ヘリウムなどの酸素燃焼反応。20　
10 ネオン+ 20　

10 ネオン→ 1 6
　8 酸素 + 24　

12 マグネシウムなどのネオン燃焼反応。28　
14 ケイ素 + 

4 
2 ヘリウム → 32　

16 イオウなどのケイ素燃焼反応（98）。
91 リチウムがビッグバンで合成されたことは確かであるが、その他の可能性についても検討が続いている（101）。
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アンドロメダ星雲までの距離を推定した変光星は明る
い種族Ⅰであり、彼は明るいタイプの星を暗いタイプの
星の関係に当てはめてしまったのであった。星が1.5等
級違うということは、明るさが4倍違うということであ
る。明るさは距離の二乗に比例する。つまりハッブルは
星の本来の明るさを実際の1/4に見積もったため、ハッ
ブルの距離の見積もりは実際の半分となってしまった。
この誤りを考慮した結果、アンドロメダ銀河までの距離
は200万光年と訂正され、ハッブル定数も小さくなった。
それにつれて宇宙年齢も古くなり、地球の年齢との矛盾
は解消され、膨張宇宙論の支持が広がっていった。その
後のハッブル定数の測定値については180頁8.12.2で触
れた。
8.16　まとめ：定常宇宙を提唱するフレッド・ホイルら
により、①恒星の内部あるいは恒星が爆発する時に元素
が合成されること、②星の死によりまき散らされた星屑
から次の世代の星が作られること、③古い世代の星は水
素やヘリウムに富んでいること、④第二世代以降の星に
は重い金属元素も含まれていることが明らかにされた。
例えば、太陽では水素の核融合によりヘリウムが作られ
ているが、100億年経つと中心部の水素は消費尽くされ、
次にヘリウムから炭素や酸素が核融合により作られ、そ
の段階で元素の合成は終わるとされている。太陽に存在
する元素は質量比で水素が70.7％、ヘリウムが27.4％で
それらが主成分であるが、太陽にはフラウンホーファー
線が示すように26鉄・29銅・30亜鉛・92ウランなど地球に
存在する多くの元素が存在している。太陽に存在する多
種類の元素の殆どは前世代の星で作られたものから成り
立っている。地球も我々も同様に星屑から出来ているの
である。地球の生命は、宇宙でつくられた元素を材料と
して宇宙空間あるいは地球で合成された有機物から生ま
れたと考えられている。このことについては次回まとめ
る。
　

9．1960年代以降の宇宙観

9.1　ビッグバン後の宇宙マイクロ背景放射の予言：	
ジョージ・ガモフは“ビッグバン”を考えていた。ラルフ・
アルファー（1921～ 2007）とロバート・ハーマン（1914
～ 1997）はガモフとともに“ビッグバン”が起きていた
としたら、火の玉の爆発による熱放射が宇宙の膨張とと

もに冷え、およそ30万年後にその温度は3,000Kとなり、
自由電子が原子核に捉えられ、光子は自由電子に遮られ
ず長距離を進めるようになると考えた。それは今では宇
宙の晴れ上がりと言われている状態であるが、その時に
発せられた光が波長1mmの宇宙マイクロ波（赤外線と
電波の中間の電磁波）として観測されるはずであると彼
らは予言した。また、彼らはその宇宙マイクロ波は宇宙
を長い間旅するうちに5～ 10Kの温度の輻射となると計
算していた。（69-78~82p, 91, 102）。しかし、彼らの説を
信じる人は多くなかった。
9.2　ビッグバンを支持する宇宙マイクロ背景放射の発見：
宇宙からやってくる電波の測定は1930年から始められ
ていたが（本頁脚注92参照）、宇宙から届く電波は目に
は見えず微弱で研究の進展は遅かった。ところがこの分
野の技術は戦争には重要であったため、戦時中に開発が
進み、次第に活発となっていった。1946年以降いくつ
かのグループが宇宙マイクロ波背景放射の研究・観測を
始めていた。またビックバンがあったとすると理論的に
は熱放射の温度は3Kであるという予言もなされた（35-
288~291p）。
　米国のプリンストン大学のロバート・ディッケ（1916
～ 1997）はそのような研究者の代表格でマイクロ波観測
のためのレーダ装置の改良を行っていた。また、ジム・
ピープルズ（1935～）はディッケのもとで宇宙の元素の
質量のおよそ25％を占めるヘリウムはビッグバンによ
り生成されたことと現在の宇宙の温度の関係について理
論的に明らかにしていた。それは大量に存在するヘリウ
ムが全て恒星の内部で合成されることはありえないと
いう当時の謎に対する答えでもあった（103, 104-74p）。
ピープルズはガモフらと同じようにビックバン後の輻
射は10Kの温度の天体から放たれたものになると改めて
予想した。そのような極低温から出される輻射の信号を
様々な電波源のノイズから区別するためには工夫が必要
であった。そこで彼らは人工電波源を液体ヘリウム温度

（4K）に冷やしたもの（コールドロード）をつくり、それ
を比較の対象とする方法を開発した。
　一方、プリンストン大学から50kmほど離れたベル研
究所 92では人工衛星から反射してくる微弱な信号を拾う
ことで通信衛星を開発する研究が行われていた。アーノ・
ぺンジアス（1933～）とロバート・ウィルソン（1936～）
は敏感な受信装置とアンテナを組み合わせて、雑音を排

－ 184 －

92 ベル研究所は電話会社の研究所であるが、特にカール・ジャンスキー（1905～ 1950）を創始者とする電波天文学の分野で大き
な貢献をしている。彼は1930年には宇宙からやってくる電波に目を向けた。しかし彼は時代の先を行き過ぎており、大恐慌時
代に彼の電波天文学はとん挫せざるを得なかった。しかし電波天文学は、その後宇宙マイクロ波背景放射・電波銀河（次頁9.3
参照）の発見等で、天文学に新たな展開を生み出した （69-153~160p）。
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除することを試みていた。そのために彼らは、アンテナ
のホーンに住み着いた鳩を捕まえ遠くに運んだ後に放
すことで鳩を追い払ったり 93、鳩の糞 94を取り除くなど
あらゆる工夫をしたりしていた。しかし、宇宙の至る所
からやってくる微弱な雑音に悩まされ続けた。彼らも独
自にコールドロードの開発もしていた。そのような工夫
をした1964年の測定でも、絶対零度から僅かに高い3.5K
の物体から発せられると考えられる電磁波の信号が観測
された。彼らは、それは50km離れた大都会ニューヨー
クからのものではないかと考えた。しかし、アンテナを
ニューヨークに向けてもその信号は強くならず、アンテ
ナをどの方向に向けてもその信号は同じ強度で観測され
た。1965年にペンジアスは著名な電波天文学者に別の
用件で電話をしたおりに、いらだたしい信号がどうして
もなくならないことを話した。その時に彼はディッケら
の研究のことを知らされた。そこで、ペンジアスは早速
ディッケに電話をした。ディッケは話を聞くと、たちど
ころに彼らが観測したものの意味を理解した。即ち、そ
れがラルフ・アルファーらの予測したビッグバンの後の
宇宙の晴れ上がりの時に発せられた輻射であることを。
　ディッケらは電話をもらった翌日にベル研究所を訪れ
た。彼らはペンジアスらの観測の意味を理解したが、ペ
ンジアスらは宇宙論についてはあまり考えたこともなく
ジョージ・ガモフの研究も知らず、それがビッグバンか
らやってきたものだと納得するまでには1年程の時間が
かかった。二つのグループは1965年にそれぞれの成果を
同じ雑誌の相前後する頁に発表した（104-84~110p, 105, 
106）。
　ベンジアスらにより測定された電磁波は4,080メガサ
イクル/秒、即ち波長7.35cmの電磁波だけであった。ジ
ム・ピーブルズはその一点だけのデータから3Kの黒体
から放射される特有のこぶを持つ電磁波の曲線を大胆に
描いた。一点だけのデータから電磁波の全体の曲線を描
くような推論には多くの理解は得られなかった。しかし
その後、別の波長の観測がなされ、それが3Kの黒体から
の放射であることが裏付けられていった。1966年当時
に観測された空の全方向からの信号の違いは0.1％未満
で、極めて均一であることも示された（104-121~127p）。
　1989年にはNASAが宇宙背景放射探査衛星（COBE）
を打ち上げ、その成果が1992年に発表された。それは①
背景放射の電磁波のピークは波長1.9mmにあること、②

そのスペクトルは平均温度2.73Kの黒体の示すものと一
致していること、③全体の温度の揺らぎは僅かに10万
分1と極めて小さいこと、④しかし確実に揺らぎがある
ということなどであった（87, 107）。更に2001年には、そ
の後継機のウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機

（WMAP）が打ち上げられ詳細な観測が行われた。その
結果、ビッグバンに始まる宇宙像が裏付けられ、多くの
重要な情報が得られた（108）（187頁9.5参照）。
9.3　定常宇宙論の終焉：宇宙マイクロ背景放射の発見
の他にもホイルらの主張する定常宇宙論を反駁する証拠
が示された。定常宇宙論では、膨張する宇宙では新たな
銀河が生まれ続け、宇宙における銀河の密度は一定とな
る。一方、ビッグバンに始まる宇宙像では昔の銀河は今
の宇宙より密に詰まっているはずであった。しかし、そ
のようなことを区別する測定は容易ではなかった。1950
年代に始まった電波望遠鏡による観測がその区別を可能
にした。マーティン・ライル（1918～ 1984）らは、ビッ
クバン宇宙から予想されるように遠くて暗い銀河 95を多
数見つけ、それをケンブリッジ大学の1C（1950年）、2C

（1955年）という電波を出す天体のカタログとして発表
した。しかし彼らが見出したものは新たな装置による人
工的な信号による幻に違いないと言う反対論もあった

（35-287p）。
　そこで彼らは1965年に反駁の余地のない証拠ととも
に、遠くに暗い多くの電波銀河が存在することを4Cと
して発表した。電波望遠鏡で観測可能な電波銀河は、概
ね平均的な銀河よりも出来てからまもない銀河であると
考えられている。定常宇宙論では、銀河は次々に生まれ
宇宙に均一に分布していることになる。一方、ビッグバ
ンモデルは出来たての銀河が存在したのはごく初期の宇
宙だけで、それは遥か彼方だけにあることになる。出来
たての銀河が遥か遠くの宇宙初期に主に存在すという彼
らの観測結果は、多くの天文学者に受け入れられた（35-
287p, 69-168, 169p）。
　このライルの結果は、1960年代にライルとフレッド・
ホイルの間で行われていた論争でホイルに大きなダメー
ジを与えた。しかし、ホイルの定常宇宙論を完全にノッ
クアウトしたのは続いて発表された宇宙背景放射の観測

（前述した）であったと言われている（104-103, 104p）。
9.4　ビッグバン宇宙像：ビッグバン宇宙について多少
紹介したが、改めて現在考えられているビッグバン宇宙

－ 185 －

93 50km離れた所で放したが、帰巣本能で戻ってきてしまい、殺さざるを得なかった（69-183p）。
94 糞も雑音を出す可能性が考えられた。
95 当初ライルは、電波源は星であると考えたが、実際は銀河であることが分かった。そのことを指摘したトマス・ゴールド（1920

～ 2004）はホイルと共に定常宇宙論を主張していた。ライルは、ゴールドへの復讐の気持ちもあり、定常宇宙論を論破すべく
その後の研究に取り組んだと言われている（69-166~168p）。
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像を理論的な考察に従ってまとめておきたい（以下の記
述は煩雑なので部分的に断定的にしてあるが、宇宙の晴
れ上がり以前の姿は観測することは出来ず、未確定な点
を含んでいる）。
　9.4.1　宇宙創成直後：宇宙が生まれた直後の大きさは
10-35m程で、それは原子核1個の大きさであるおよそ10-

15mよりも圧倒的に小さく素人には想像出来ない世界で
ある。宇宙誕生後10-43秒後には温度が1032Kの超高温で
あったと言われている。
　現在の世界は4つの力により支配されている。それは
重力・電磁気力・強い力 96｛原子核の大きさまでに働く力
で核子（陽子・中性子）を結合している力｝・弱い力（素粒
子を結びつけている力）である。重力と電磁気力は無限
遠まで作用するがそれは距離の二乗に反比例して弱くな
る。強い力、弱い力の及ぶ範囲はそれぞれ10-15m、10-18m 
ほどである。それぞれのおよその強さは重力を1とする
と電磁気力、強い力、弱い力はそれぞれ～ 1036、～ 1040、
～ 1015と見積もられている（60-284p）。宇宙が始まった
時にはこれらの四つの力は一つであり、それが時ととも
に分離したと考えられている。宇宙誕生後10-43秒後に先
ず重力が分離したと言われている（109）。
　9.4.2　インフレーション：宇宙誕生後10-36秒後～
10-34秒後にはインフレーションが起こったとされてい
る。それは光の速度よりも速い速度で宇宙が1043倍にな
るというとてつもない膨張（インフレーション）であっ
たと計算されている（110-158p）。その時の温度は1027K
程であったと言われている。このインフレーションとい
う考え方は佐藤勝彦（1945～）とアラン・グース（1945～）
により1981年に発表された（110-170~173p, 111, 112）。
　9.4.3　四つの力の分離・陽子と中性子の誕生：インフ
レーションの時に強い力が分離され、10-12秒後頃に電磁
気力と弱い力が最後に分離し、現在の世界へと至る道が
始まった。その頃の温度はまだ1015Kの超高温の世界で
あった。宇宙誕生後10-6秒後になると温度は1013Kに低
下し、粒子が衝突するエネルギーも1G（ギガ）eVと宇宙
誕生後10-43秒後の10-19程になりクォーク 97は単独では存
在出来なくなり、陽子や中性子が構成された。しかし、
温度はまだ十分高く陽子や中性子は原子核を構成するこ
とはなかった。
　9.4.4　原子核の誕生：宇宙誕生の約4秒後に物質と反
物質の衝突で反物質が消滅し、物質だけが残った（次頁

9.4.7の④参照）。100秒～数分後に温度は109K位まで低
下し核融合反応が始まり、 4 

2 ヘリウムと僅かの 7 
3 リチウ

ム、 7 
4 ベリリウムが合成された。宇宙の温度が4,000K以

上では水素はほぼ100％電離しており水素は陽子として
存在し、宇宙空間は自由電子で満ち溢れていた。
　ビッグバンの時につくられた陽子と中性子の数は7：1
であったと考えられている。陽子14個と、中性子2個か
らは、 1 

1 水素の原子核（陽子）が12個と 4 
2 ヘリウムの原子

核が1個作られる。その結果、水素とヘリウムの原子数
の比は12：1、水素とヘリウムの重量比は3：1となる。こ
れは現在の宇宙における両者の比とほぼ同じである。こ
のことも、ビッグバンで宇宙が始まり、その時にこれら
の元素がつくられたことを理論的に支持している（92-
243p）。
　9.4.5　宇宙の晴れ上がり：宇宙の温度が3,000K以下
となると、水素の原子核は自由電子を捉え水素の電離度
は0となり中性の水素原子が形成された。それは宇宙誕
生後38万年頃であった。空間に自由電子が充満している
とそれが光子と反応し、光は長い距離を進むことが出来
ない。しかし、相互作用する自由電子が少なくなると光
子は長い距離を進むことが出来るようになった。これが
宇宙の晴れ上がりと呼ばれる状況で、その時の残照が宇
宙マイクロ波背景放射として現在観測されている。
　9.4.6　星・銀河の誕生とその後：宇宙誕生後1～ 2億
年経つと最初の星が生まれ、暫くすると銀河も形成され
始めたと推測されている（60-251p）。宇宙誕生から、2億
年後（113）4.8億年後（114）に生まれた銀河 98、10億年
後の銀河団が見つかっている（117）。天の川銀河から遠
く離れた星や銀河はその赤方偏移からその天体が地球か
らどのくらい離れているか、即ちその光が今から何年前
に発せられたものであるかを計算しその誕生の時期が
推定されている。一方天の川銀河の中の星はそのような
ことがないのでそこに存在する放射性同位元素などの
存在比 99からその星が生まれた時期を推定している。現
在のところ天の川銀河の最も古いとされている星はHE 
1523-0901でおよそ132億年前に出来たと推定されてい
る（118）。
　宇宙は誕生以来膨張を続けていたが、80億年ぐらい
たつと宇宙の膨張速度に変化が生じ、加速し始めたこと
が最近の研究で明らかにされている（18-172p, 110-232p）

（188頁9.7参照）。

－ 186 －

96 核融合は原子核が近づいたときに強い力が働くために起こる。
97 陽子を構成する素粒子。
98 次々に宇宙誕生後の天体に関する新たな発見がなされている。最近ではビックバン後2億年頃に形成されたと推定される別の

銀河も見つかっており（115）、今後の研究により星や銀河の誕生が何時まで遡れるようになるかは分からない（116）。
99 半減期140億年の232トリウムや44.7億年の238ウランの放射性同位元素とその崩壊産物の存在比などを測定する。
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　これが、現在我々が抱いている宇宙の誕生・進化の概
略である。以下にインフレーション・膨張宇宙の実態（現
代的なフリードマン方程式の解）・星の進化の姿（白色矮
星・超新星等々）・太陽系の姿をまとめる。
　9.4.7　インフレーション理論が解いた宇宙の謎：	
1981年に提唱されたインフレーション理論（宇宙誕生後
に起こった急速な膨張）は、ビッグバン宇宙像が抱える
以下の幾つかの問題に解答を与えた。
　①なぜ宇宙は熱い火の玉から始まったのか？ 空間に
は斥力として働く真空のエネルギーがあり、そのエネル
ギー密度は一定である。急速に膨張した宇宙では体積が
増えた分だけ真空のエネルギーが増大し、急激な膨張が
終わると、増大したそのエネルギーが潜熱として開放
される。そのように生じた熱エネルギーが宇宙を高温・
高密度の火の玉としたと考えられている（18-68p, 110-
196~198p）。即ちインフレーション理論の主要な点は真空
のエネルギーを強調したことである。②なぜ宇宙マイク
ロ波背景放射は全天で極めて一様に近い温度分布を示す

（地平線問題 100）一方、宇宙には不均一な大規模構造が生
じたのか？宇宙には銀河が数千集まった銀河群・銀河団
があり、更にそれらが集まって超銀河団を形成している。
その超銀河団はグレートウォールあるいは銀河フィラメ
ントと呼ばれる巨大な壁を作るように分布しているが、
その巨大な壁と壁の間には直径1億光年を超える光を発
する天体がほとんど無いボイドと呼ばれる広大な領域が
ある。宇宙の大規模構造とは銀河フィラメントとボイド
が複雑に入り組んだ構造である。即ち、宇宙の大規模構
造は極めて不均一である。この謎はインフレーション理
論により以下のように解かれている。例えば現在200億
光年以上離れた二つの領域に強い類似性がある（宇宙マ
イクロ波背景放射の観測結果）のは、インフレーション
が起こる以前に二つの領域は大変接近しており、相互に
混ざり合うことが出来たためによく似たものとなった結
果と考えられる。しかし、その後のインフレ―ションの
激烈な膨張により二つの領域は遠く引き離され、それ以
降は関係を持つことが難しくなり、インフレーションの
前に僅かに存在した揺らぎがインフレーション後に残っ
たと考えられる 101（宇宙マイクロ波背景放射の観測は全
天で10万分の1の揺らぎがあることを明らかにした）。
そのような揺らぎには質量の多い所も含まれていたと考

えられる。質量の多いところには重力により次第に物質
が集まり不均一性は拡大し、その不均一性は時間ととも
に増幅され、銀河団が構成されたと考えられる。一方で、
質量の少なかった所はボイドとなり、宇宙の不均一な大
規模構造が生み出されたとされている （18-166~168p, 69-
236-237p, 110-194p）。③アインシュタインの一般相対性
理論によれば、空間は平坦（曲率0）か内側に丸まってい
る（曲率正）かあるいは外側に広がっている（曲率負）か
のいずれかであるが（60-242p）、宇宙はなぜ平坦に見え
るのか（平坦性問題）？ それは宇宙全体では曲率は正か
もしれないし負かもしれないが、インフレーションで瞬
時に大きくなった宇宙の中で我々が住んでいる範囲はそ
の極く一部であり、見かけ上平坦に見えても不思議では
ないと考えられている（110-194p）。④なぜ宇宙には粒子
からなる物質だけが存在して反物質が存在しないのか？ 
粒子と反粒子が衝突すると光となる対消滅が起こる。現
在の宇宙に物質が存在するのは、最初の粒子と反粒子の
個数に差があった、あるいは粒子と反粒子が出会わない
ようにそれが存在する領域がインフレーションにより極
度に分離されたという二つの可能性が考えられている
が、これについてはまだよく分かっていない（18-167p, 
110-196p）。
　9.4.8　ビッグバンとは：ビッグバンについて強調して
おきたいことは、それは空間の中で何かが爆発したので
はなく、空間が爆発したということである。同様に、ビッ
グバンは時間の中で何かが爆発したのではなく、時間が
爆発したのである。空間と時間はどちらも、ビッグバン
の瞬間に作られた（69-231p）。宇宙の誕生後10-36秒後か
ら短い間に起きた急速な空間の膨張であるインフレー
ションによりかなり大きな広がりを持った火の玉の宇宙
が出来たと考えられている。
　ビッグバンは宇宙誕生後の急速な膨張を表す言葉で、
宇宙誕生の瞬間そのものだけを指すものではない。
9.5　フリードマン方程式の解：現在の宇宙の構成要素
を表すフリードマン方程式は物質・放射・曲率・宇宙項
の要素を足し合わせると1となるとされている。曲率は、
宇宙はほぼ平坦であり0に近いと考えられている。また
放射の密度は1に対して4.7×10-5程度と見積もられてお
りこれもほとんど無視出来る。宇宙の重要な構成要素は
物質と宇宙項ということになる。WMAP（184頁9.2参照）

－ 187 －

100 地平線問題とは情報が光速より速くは伝わらないという前提から生じる問題である。地平線は光速と宇宙年齢から得られる
距離である。地平線の彼方の遠く隔たっている宇宙空間の二つの領域は因果律的に関わりを持ち得ないはずである。しかし、
宇宙が晴れ上がった時に地平線の彼方の世界が一様に見えるのはなぜかということが問題であった。ちなみに宇宙の晴れ上
がりの時の地平線は現在の地平線の約1/3000で、それは現在の天球上の2度角に対応すると言われている （18-166p）。

101 ある広がりを持った領域が平均的に均一であっても、微細な領域同士をある瞬間に比べれば、僅かの違いはどんな場合にも見
られる。このようなものが揺らぎである。
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の7年間の観測等から、現在では物質が約27％｛我々に
馴染みのある質量をもつ物質（バリオン）が4.56％、正体
不明であるが質量を持っているダークマターが22.7％｝
と宇宙項に当たるダークエネルギーが72.8％で宇宙が成
り立っていることが推定されている（87）。
9.6　ダークマター
　9.6.1　ミッシングマス：フリッツ・ツビッキーは1930
年代に宇宙空間に存在する全ての物質の質量を網羅的に
明らかにしようとした。1933年に地球に近い髪の毛座
銀河団の質量とその銀河団に属する銀河の速度を調べた
ところ、銀河が互いにひきつけ合う重力は星の明るさか
ら求めた質量をはるかに超えていることを見出した（35-
299p）。それは見ることが出来ない質量を持った物質が
存在するためだと考えられ“ミッシングマス”の問題と
して捉えられた。その後、天の川銀河 102やその他の銀河
で星があまりない外側の星の回転速度は、星が多くある
内側の星の回転速度とほぼ同じであるか逆に早くなっ
ていることが1970年代以降に観測された。このことは一
般の予測に反していた。一般の予測とは、例えば、太陽
系の惑星の公転速度（括弧内に示した）は水星（47.4km/
秒）、地球（29.8km/秒）、木星（13km/秒）、海王星（5.4km/
秒）（17-79p）と外側の天体ほど公転速度が遅くなってい
ることである。このような予測に反するのは、上述した
銀河の外側には目には見えない物質（ダークマター）が
あり、それが星の運動に影響を与えているためと考えら
れた。
　9.6.2　重力レンズ：1979年に一つのクエーサー（190
頁10.3.2参照）が二つの別々の所に観測された。それは
地球とそのクエーサーの間に巨大な質量を持つ見えな
い物質があり、それが光を曲げるレンズの働きをするた

めであると推測された（120）。重力レンズは図12に示す
ような仕組みで作用すると考えられている。この観測も
ダークマターの存在を支持している。
　また1980年代に高温のガスが飛び散らずに閉じ込め
られている銀河団の存在がx線による宇宙観測で初め
て明らかにされた。このように高温のガスが散逸しない
のもダークマターの重力によるものと考えられている。

（35-301p, 60-263~275p）。
　ダークマターとしては暗くて観測されていない星や小
さなブラックホールあるいは暗い白色矮星（175頁8.6.2.3
参照）や中性子星（190頁10.2参照）など幾つかの候補が
考えられている。しかし、銀河の誕生など宇宙の進化に
重要な働きをするダークマターの実態は謎に包まれてお
り分からない。
9.7　ダークエネルギー：1998～ 99年にブライアン・シュ
ミット （1967～）とアダム・リース （1969～）のグルー
プとソール・パールマッター （1959～）のグループが、
別々に様々な超新星Ⅰa型（次頁10.1.1参照）について赤
方偏移と明るさを観測した結果を発表した。超新星Ⅰa
型は、特殊な白色矮星の最期の姿である。その白色矮星
は、白色矮星となれる上限の質量｛チャンドラセガール
限界（175頁8.6.2.3参照）｝に近く連星系を構成している。
白色矮星はその連星からガスをどんどん吸上げ、密度が
大きくなった果てに核融合の暴発が起こり、大爆発を起
こす。このように、その爆発の仕組みが決まっているた
めに、超新星Ⅰa型の明るさは絶対等級が－19.3103（太陽
光度の約50億倍）と一定の明るさとなると考えられてい
る（121）。彼らはそのような超新星Ⅰa型の距離（赤方偏
移の測定から求める）と明るさを測定した。遠方の超新
星Ⅰaほど（最も遠いものは今から60億年前）その明る
さは予想よりも暗く見えた。彼らは、それは宇宙の膨張
が加速しているために暗く見えると考え、宇宙の加速膨
張を唱えた（122, 123）。
　その宇宙の加速膨張という考え方は、従来の宇宙像で
ある宇宙は次第にゆっくり減速膨張へと移行していると
いうものとは反対であり、大きな反響を生んだ。
　一方、遠くの星は宇宙塵などにより減光する可能性
があり、そのために暗く見えたのであって、宇宙は加速
膨張していないという批判がなされた。しかし、その後
1997年に観測されたSN1977ffの超新星Ⅰa型の詳しい分
析結果が2001年に発表された（124）。その超新星Ⅰaは
100億年ほど前に爆発した極めて遠方にあるものだが、
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102 天の川銀河の外側の星の運動には大小マゼラン雲の影響があり、従来考えられていたダークマターの寄与の程度を見直す必
要があるという報告もなされている（119）。

103 現在では極超新星という太陽の40倍以上の質量をもつ恒星が重力崩壊を起こす場合には通常の超新星爆発の数十倍のエネル
ギーを放出し、中には－22.7等級となるものも見つかっている（71）。

図12．重力レンズ。本来の星（白色）の光は観測者と星の間
にある目に見えないダークマター（図の中央に示して
ある）により曲げられる。その結果、観測者は二つの
星（灰色）を観測することになる。
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それは逆に予想よりも明るく見えた。即ち、更に遠い星
が予想より明るく見えたということは宇宙塵で暗くなっ
ている可能性はないことを示していた。更にこの観測結
果は新たな宇宙像を提供する重要なものであった。
　その新たな宇宙像とは、ビックバン・インフレーショ
ン・宇宙の晴れ上がりに続く現在までの膨張宇宙の膨張
速度が一旦減速し（SN1977ffのような更に遠い星が予想
より明るく見えたことから明らかとなった）、その後今
から60億年ほど前から加速膨張へと変わっていったと
いうもの（60億年前の超新星が予想より暗く見えたこと
が示している）である。また宇宙が加速膨張していると
いうことは物質が重力により集まろうとする力に逆らう
ダークエネルギー 104が存在することを確かなもとした。
ダークエネルギーの正体は謎である。
　以下に星の進化の産物である幾つかの特徴的な天体と
太陽系の姿についてまとめる。

10．いくつかの天体の特徴	

10.1　超新星：既に超新星については幾つかのことを
述べたがここでは超新星の分類についてまとめた後に、
1987年に観察された超新星SN1987Aの観察から分かっ
たことを記す。
　10.1.1　超新星の分類：超新星はスペクトルに水素の
吸収線が見られないⅠ型とそれが見られるⅡ型に分類さ
れている。
　Ⅰ型は太陽の質量の3倍以内の恒星 105が次第に赤色巨
星となり、水素で出来た外層部が宇宙空間に放出されガ
ス状の惑星状星雲を形成するとともに、残った中心核が
高密度の白色矮星となった後の姿である。こうした白色
矮星が連星系を組んでいたり、その周囲に星間物質が豊
富にあったりする場合に爆発を起こし、中心核は跡形も
なくなるのがⅠ型の超新星である。
　Ⅰ型は更にスペクトルの特徴からケイ素の吸収線が見
られるⅠa型、ヘリウムの吸収線が見られるⅠb型、両方
とも見られないⅠc型に分類されている。Ⅰa型は前述
したようにその爆発の仕組みも特定されている（前頁9.7
参照）。
　Ⅱ型超新星は以下に述べるようなSN1987Aのように
太陽質量の数倍以上の恒星が、最期を遂げ、中性子星が
残るものである。
　太陽の約40倍以上の質量をもつ更に大きな星が重力

崩壊を起こし極超新星として爆発すると、ブラックホー
ルが出来るかあるいはブラックホールも出来ず跡形もな
く吹き飛んでしまうとされている。このような爆発が起
こった時にはγ線バーストも放出されると考えられて
いる。γ線バーストは1960年代末に見つかった数秒か
ら数時間にわたって閃光のように放出される宇宙観測で
は最も光度の明るい物理現象である。しかし、γ線バー
ストは中性子どうしの衝突の可能性もあるなどその発生
機構の詳細は不明である（35-280~283p, 71, 125）。
　10.1.2　SN1987A：SN1987Aは1987年にイアン・シェ
ルトン（1957～）らにより大マゼラン雲の中に発見され
た超新星Ⅱ型である。その場所は長年に亘って多くの
観測がなされていた所で、地球から16.8万光年ほど離れ
たれタランチュラ星雲の外縁部であった。そこにはサン
デュリーク・マイナス69度202と呼ばれる太陽の20倍ほ
どの質量を持つ並はずれて明るい青色超巨星 106が存在
していた。長い間観測されていたことと、爆発後の測定
から超新星の爆発の様子が克明に明らかにされた。
　前述したようにフレッド・ホイルは元素が恒星の内部
で合成されることを明らかにしたが（183頁8.14.8参照）、
その中で様々なシナリオを考えていた。彼は太陽のおよ
そ25倍の質量を持つ星の一生を9段階の過程として示し
ていた。以下に彼の考えに基づいて先ず6段階の核融合
の材料と産物・温度・継続時間を列挙する。①水素から
ヘリウム・4,000万K・1,000万年、②ヘリウムから炭素

（トリプルアルファ反応）・2億K・100万年（外側の層が
膨張し太陽の何百倍の赤色巨星を形成、外側の層は失わ
れ質量の四分の一を失い収縮に向かう。その時に失われ
た物質が1光年もの範囲に広がっており、それはその後
に起こる超新星爆発で放たれたX線にあぶられて、リン
グ状に輝き続ける。その姿はハッブル望遠鏡で捉えられ
ている）、③炭素からネオンとマグネシウム・6億K・600
年（青色巨星となる）、④ネオンから酸素とマグネシウム・
12億K・1年、⑤酸素から硫黄とケイ素・15億K・6ヶ月、
⑥ケイ素から鉄・27億K・1日。この後、引き続いて起こ
る3段階で最期を迎える。⑦中心部は鉄のコアを支えら
れず崩壊する（54億K・0.25秒）。⑧外層は反動で跳ばさ
れてしまう（230億K・0.001秒）。⑨爆発が起こる（約10
億K・10秒）（69-141p, 92-248~250p）。
　実際に観察されたSN1987Aの姿は2月24日に爆発し、
三か月後の5月20日に明るさのピークが訪れた。5月末
には暗くなると予想されていたが、長いあいだ明るく輝
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104 ダークエネルギーという言葉はマイケル・ターナー（1949～）により1999年に初めて用いられたと言われている。
105 炭素や酸素を材料にした核融合反応へとは進まない（175頁8.6.2.3参照）。
106 青色超巨星は、直径が太陽の数十倍以上、光度が太陽の1万倍以上の恒星で、HR図（173頁図11）では左上に位置する。
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いていた。その輝きは放射性の　56　
28 ニッケル（半減期6 

日）が作られ、それから　56　
27 コバルト（半減期77日）とな 

り更に　56　
26 鉄（安定同位体）が生じたためであるという仮

説が出された。明るさのピークが過ぎると　56　
27コバルトの 

崩壊周期に従って星は暗くなり、更に　56　
27コバルトに特有 

のガンマ線と光学的なスペクトル線が観測された。その
特有なスペクトル線は次第に減っていった。それは宇宙
で鉄が作られていく過程をつぶさに観察したことを意味
している（92-251~252p）。爆発の中心では中性子星が誕
生しているはずだが、今のところ見つかっていない

（126）。
　ここでもう一つ特筆すべきことは、この星の爆発によ
り、太陽から遠い天体からのニュートリノ 107が初めて観
測されたことである。
10.2　中性子星：1933年にウォルター・バーデとフリッ
ツ・ツビッキーは中性子を主な成分とする中性子星の存
在を予言したが、それは理論上のもので実際には存在し
ないと思われていた。電波天文学が進む中、アントニー・
ヒューイッシュ（1924～）は遥か彼方のブラックホール

（本頁10.3参照）で爆発しているクエーサー（本頁10.3.2
参照）から発せられる電波の瞬きを捉える観測を1960年
代に行っていた。彼の指導を受けていた大学院生のジョ
スリン・ベル（1943～）108が、1967年に1.3秒おきの規則
的な電波のパルスが天体の限られたところから発せら
れていることを見出した（127）。それは「pulsating radio 
star」を縮めたpulsar（パルサー）と呼ばれた。パルサー
は回転する小さな星で、極めて安定した発光間隔をもっ
ている。その電波のビームはまるで灯台から発せられる
パルスの光のように地球を掃いて過ぎている。
　現在では、中性子星がパルサーの正体であると考えら
れている。1967年にフランコ・パッシー（1939～ 2012）
は1054年に現れた超新星のカニ星雲のエネルギー源と
して中性子星の存在を示唆した（128）。中性子星は太陽

程の質量を持つ直径10km程度の中性子を主成分とする
超高密度の星で、質量の大きな星が超新星爆発を起こし
た後に形成されるとされている（35-175~177p）。
　太陽質量の8倍以上の星 109は最後に超新星爆発を起こ
しその中心核の重さが太陽質量の0.1～ 0.2倍以上1.5～
3.0倍以下の場合に中性子星となる。それ以上になるとブ
ラックホールとなるとされている（本頁10.3.2参照）。
10.3　ブラックホール
　10.3.1　概略：1783年にジョン・ミッチェル（1724～
1793）は「重さが太陽の1億倍の物体があるとしたら、光
はそこから出てこられない。それゆえ、おそらく宇宙で
最も質量のある物体は私たちの目には見えないだろう」
と語った（37-255p）。その後1910年頃カール・シュヴァ
ルツシルト（180頁8.13.1参照）はアインシュタインが見
出した重力により時空が歪むことに基づいて、天体の質
量がかなり大きく体積がかなり小さいと、天体の表面か
ら放たれた光は激しく曲がり天体の外に出ることは出来
ずその天体は黒くなると考えた（35-179p）。シュヴァル
ツシルトによると例えば太陽の3倍の質量を持つブラッ
クホールの半径（シュヴァルツシルト半径）は約9kmと
なると計算された。
　ブラックホールは見ることも出来ず、どのようなもの
かは分からないが、その存在を示す間接的な証拠は様々
な天体観測から得られている。その天体はセイファート
銀河・電波銀河・クエーサーである。それらは銀河中心
の小さな領域から莫大なエネルギーが、電波・赤外線・
可視光線・紫外線・X線・γ線とほぼ全ての波長域の電
磁波として発せられている活動銀河核として統一的に理
解されようとしている（例えば、130, 131）。
　10.3.2　クエーサー：セイファート銀河は1940年代
にカール・セイファート（1911～ 1960）が極端に明るい
中心核を持つ銀河として分類したものである。その後強
力な電波を出している電波銀河がケンブリッジ大学の
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107 ニュートリノは電荷を持たない質量の小さな素粒子で、1930年代からその存在が考えられており、1950年代にその存在が確
かめられた。ニュートリノは太陽内部の核反応で膨大な数が作られるが、それは物質の中を素通りし周りに影響を与えないの
で検出することが難しい。日本のカミオカンデ（イタイイタイ病の原因をつくった岐阜県にある神岡鉱山の地下1000mに作
られたニュートリノの観測装置）を含め限られたところでようやくごく少数のニュートリノが検出されている。小柴昌俊（1926
～）らは1987年の超新星の爆発時に11個のニュートリノを検出した。それは超新星爆発時には多量のニュートリノが放出さ
れると考えられていたことを裏付けた。彼は、太陽ニュートリノの検出装置を開発し、その研究を通してニュートリノ天文学
を開いたレイモンド・デイビス・ジュニア（1914～ 2006）とともにノーベル賞を受賞した （35-207, 208, 229~233p）。特に紹介
しなかったが本論で紹介した多くの人がノーベル賞を受賞している。

108 ヒューイッシュはこの業績が認められ、電波天文学の先駆的な研究をしたマーティン・ライルとともに1974年のノーベル物
理学賞を受賞した。ライルの宿敵のフレッド・ホイルはベルの業績が無視されたと強く非難した。ベルはノーベル賞を受賞す
ることはなかったが、その後博士課程の研究に対する賞は指導教官と学生の双方に与えられることになった（35-176, 177p）。
恒星内の元素合成の重要な研究に対する1983年のノーベル賞はホイルではなくウィリー・ファウラーに与えられた（69-152, 
153p）。

109 太陽質量の8倍以下の星は赤色巨星段階で外層が失われ、中心核の質量がチャンドラセガール限界の太陽質量の1.44倍以下で
白色矮星が作られる（129）。白色矮星のあるものは超新星Ⅰa型の爆発を起こす（前頁10.1.1参照）。
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グループにより1950年代にリストアップされていった
（185頁9.3参照）。1959年に発表された第3版で3C 273と
名付けられた天体がジェット（まっすぐな物質の流れ）
のようなものを噴出していることが報告された（132）。
更にその天体はそれまでに分かっているどの銀河よりも
遠くにあることが1963年に明らかにされた（133）。また、
その遠い銀河は長径が数光年と極端に小さなもので、恒
星のような点光源に見えるということから準恒星状電波
源（quasi-stellar radio source）、クエーサー（quasar）と
呼ばれるようになった。しかし、それがどうして明るく
輝いているのかが謎として残った（35-266~271p）。
　また1971年に、はくちょう座の方角にあるHDE226868 
星系の青色超巨星である主星のガス成分が周囲に流出
し、近くの何ものかに吸い込まれ、同時に極めて強いX
線が放出されているのが観測された。そのX線の発生源
は、はくちょう座X-1（約6,000光年の距離にある）と呼
ばれ、ブラックホールの最有力候補の一つとなった（35-
180~181p）。
　ブラックホールの存在を示すクエーサーについて現在
知られていることをまとめる。最初に見つかった3C 273
は24億光年離れた所にあるが、最近見つかった最も遠い
ところにあるクエーサー（ULAS J1120+0641）は宇宙創
成後7.7億年のものである（134）。その他宇宙創成後十数
億年のものも数多く見つかるなど、クエーサーは遠くに
存在し古いものが多い。それでも観測出来るということ
は極めて明るいことを意味しており、平均的な明るさは
太陽の10兆倍であると言われている。
　そのようなクエーサーはブラックホールをガスの円盤
が取り巻いており、それが高速で回転する時に摩擦熱を
持つ、あるいはガスが円盤からブラックホールに落ち込
み圧力でつぶされて熱を持つことでX線が発せられ、更
にそれにより円盤が熱せられ、強烈な紫外線や可視光線
を発するものであると考えられている。クエーサーの中
心にあるブラックホールには大量の塵やガスが落ち込
み、その中心は超大質量ブラックホール（太陽質量の105

～ 1010程度の質量を持つ）であるとされている。最も明
るいクエーサーでは毎年太陽の1,000倍程の質量をもつ
物質が吸い込まれていると言われている。
　クエーサーは中央のブラックホールや内側の熱い部分
を囲むように、外側にトーラスと呼ばれる長径2～ 3光
年のドーナツ型の不透明な塵やガスからなる円盤が回転
しながら広がっており、中央からはジェットが吹き出し
ていると考えられている。これを横から見ると内側部分
がトーラスに隠れて見えず、セイファート銀河と分類さ
れる。一方、斜めから見ると中心から発せられるジェッ
トを観察し、クエーサーとされる。即ち、クエーサーと

セイファート銀河は活動銀河核を別の方向から見たた
めに、違うものとして捉えられたと考えられている（35-
266~275p）。
　ブラックホールは、太陽質量の20倍以上の超新星が爆
発し、中心核の質量が太陽質量の1.5～ 3倍より大きい場
合に、中性子星にならずに形成される（135）。その他ブ
ラックホールは活動銀河核の中心にも存在していると考
えられている。
　現在ブラックホールの候補として上がっているもの
で最も重いものは太陽の180億倍の質量を持つOJ 287
で、その半径はカール・シュヴァルツシルトに従えば
約530億km、最も軽いものは太陽の3倍の質量を持つ
IGRJ17091-3624で、その半径はシュヴァルツシルトに従
えば約9kmであると言われている。
　10.3.3　天の川銀河のブラックホール：天の川銀河の
中心には、射手座A*という電波源がある。しかし、それ
はクエーサーのように活動的ではなく、そこに何がある
かは謎であった。しかし多くの探査が重ねられ、その中
心には太陽の質量のおよそ400万倍のブラックホールが
あることが推定されている（35-276~279p）。
　クエーサーは初期の宇宙に多く見られる。射手座A*
のブラックホールには現在では落下する物質が少なく、
そこからはジェットが吹き出していない。それは既に周
囲の物質が消費し尽くされ、かつてはクエーサーであっ
たものが現在では比較的静かになっているのではないか
と想像されている。
　射手座A*を含めブラックホールについてはまだ分か
らないことが多いが、大小様々なブラックホールが存在
することは確かだと考えられる。
10.4　太陽系
　10.4.1　太陽系誕生の時期：地球に落ちた隕石は太陽
系が形成された時に出来た小天体と考えられるが、そ
れはおよそ46億年前に作られたことが分かっている

（136）。また、月は地球が形成された直後に火星程の大
きさの天体が地球に衝突し、飛散した物体が集積して形
成されたと考えられている。アポロ15号（1971年）など
が持ち帰った月の石を調べたところ、それがおよそ45
億年前につくられたことも明らかにされている（137～
139）。このようなことから太陽系は約46億年前に誕生し
たと考えられている。
　10.4.2　太陽系誕生の仕組み：太陽系がどのように生
まれたかについて、イマニエル・カントとピエール・ラ
プラス（1749～ 1827）は星雲から太陽・惑星・彗星が生
まれたという考えをそれぞれ1755年、1796年の著作で
発表した。それは思弁的なものであり、一般に認めら
れている太陽系の起源論は、1970年代前半に林忠四郎
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（1920～ 2010）らにより理論的に展開された。現在、太
陽系は次の5つの過程を経て形成されたと考えられてい
る。それは林らの理論に最近見つかった太陽系外惑星の
知見も加えたものである（18-178~182p）。
　①数百万年かけて星間分子雲が自己重力で収縮し、中
心星である原始太陽とそれを取り巻いて回転する「原始
太陽系円盤」が生まれ、②原始太陽系円盤は原始太陽を
回りながら、重力と内部の乱流・粘性・重力により、太陽
に近い内側ほど赤道面から厚さが薄い円盤を自然に構成
してゆき、③円盤の中では星間塵が分子間力で相互に吸
着成長しながら、重力のために赤道面に沈殿し、更にそ
の沈殿した層はある濃度に達すると重力的に引き合って
分裂し、数km前後の「微惑星」を無数に生成した。②と
③の過程はほぼ100万年程度かかった。④次に微惑星は
ある程度大きいので重力により相互に引き合い、衝突・
合体を繰り返して、100～ 1000万年かけて直径100km
程度の「原始惑星」に成長し、⑤原始惑星はさらに近傍
の原始星どうしの合体あるいは重力による跳ね飛ばし
などで公転軌道領域ごとに整理され、その領域で最も大
きく支配的であった原始惑星が更に成長して、100万～
1億年かけて現在の惑星となり、太陽系が出来上がった

（140-195~197p）。
　10.4.3　惑星・太陽系外縁天体・オールトの雲：太陽系
の場合、木星軌道より内側の原始惑星系円盤内に氷粒子
は存在出来ない。氷粒子が存在出来る境界を「雪境界線」
と呼ぶが、その内側では氷が蒸発してしまうためにダス
トはケイ酸塩粒子を中心とする岩石コアとなり、地球型
の小型岩石惑星が生まれた。
　一方、「雪境界線」より外側では、大量の氷粒子が存在
してケイ酸塩粒子とともに凝集するために速やかに大き
な固体コアが形成された。それが強い重力で周りのガス
を大量に集め「巨大ガス惑星」の木星と土星が出来上がっ
た。一方、太陽から遠い天王星・海王星では固体コアの
集積・形成に時間がかかり、その間に周囲のガスが散逸
してしまいガスを集められるサイズになった時には周囲
にガスがほとんど残っておらず「巨大氷・水惑星」となっ
たと考えられている（140-204~208p）。
　その他、火星と木星の間の小惑星（168頁6.3参照）・海
王星軌道の外側には太陽系外縁天体（エッジワース・カ
イパーベルト 110と海王星以遠天体をまとめたもの）があ
る。1977年に打ち上げられたボイジャー 1号は2012年

現在、地球から182億km（121.6天文単位）の所、太陽風
の届く限界に達している。そこは太陽系外縁天体の領域

（約千天文単位辺りまでと考えられているが、詳しいこ
とは分からない）の深遠部である（141, 142）。ボイジャー
1, 2号の更なる宇宙探査が、太陽系の果てに関して新た
な情報をもたらしてくれることが期待されている（141）。
　エッジワース・カイパーベルトはオールトの雲 111と呼
ばれる天体につながっているとされているが詳しいこと
は分かっていない（74-174~187p）。
10.5　太陽・天の川銀河の未来：太陽の寿命はおよそ100
億年（174頁8.6.2.1参照）で、今はおよそ半分が過ぎた所
である。太陽は最期の段階で赤色巨星となり、現在の直
径の約100倍、地球の公転軌道ほどの大きさとなる。外
層は次第に吹き飛ばされ質量を失った中心核が白色矮星
となり、外縁部は惑星状星雲となると考えられている。
しかし、そのようになる前に地球への放射量が増え、今
から10億年後には地球は生命の生存には過酷な条件と
なると予想されている。
　また、現在254万光年離れた所にあるアンドロメダ銀
河と天の川銀河は秒速約109kmで互いに接近しており

（青方偏移が見られる）、約40億年後には二つの銀河は衝
突し新たな銀河が形成される、あるいはすり抜けていく
など幾つかのシナリオが考えられている（143～ 146）。
何れにしても太陽系も他の天体と同じように数十億年後
に死滅し、再び星屑となり新たな天体の材料となること
は確かである。
10.6　太陽系外惑星：地球以外にも生命が存在するのか
という興味もあり、太陽系外の惑星の探索が行われてき
た。1940年代からバーナード星に惑星があるなどの報
告がなされたが再確認されることはなかった。1965年
以降観測技術が進歩し、特に1990年以降には多くの太
陽系外惑星が見つかり、その数は2012年までに800個を
超え、候補も入れるとその数は2000個以上に及んでい
る。特に宇宙探査機ケプラーはその発見を主目的として
2009年に打ち上げられた。大きなものの方が見つかりや
すく地球質量の10倍前後のものが多く見つかっている

（140-210~215p）。
　2010年には太陽系から約20光年離れた、赤色矮星グ
リーゼ581の周囲を公転する太陽系外惑星、グリーゼ
581gが観測され地球の3～ 4倍の質量を持ち地球に似た
惑星で生命が存在する可能性があることが報告された
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110 1950年代にキース・エッジワース（1880～ 1972）とジェラルド・カイパー（1905～ 1973）により短周期型彗星の起源がある領
域として名付けられた。海王星軌道より外側の黄道面付近に冥王星・エリス・ハウメア・マケマケなどが円盤状の領域に広がっ
ている。これらは離心率の大きな長細い楕円軌道で太陽の周りを回っている（74-174~186p）。

111 1950年にヤン・オールト（1900～ 1992）が長周期彗星や非周期彗星の源がある領域として提唱した。現在では太陽からおよそ
1万天文単位から10万天文単位まで球状に広がる領域で多数の天体が含まれていると考えられている（74）。
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（147）。しかし、この惑星の存在を疑う報告（148）と疑い
を晴らす報告も出されておりグリーゼ581gについては
不明な点が多い（149参照）。最近、グリーゼ581gより更
に地球に近い距離にある太陽系外惑星が見つかった。そ
れは太陽系から約4光年の距離にあるケンタウルス座ア
ルファ星Bから0.04天文単位離れた所を、3.236日の公
転周期で回っている地球の約1.1倍の質量を持つ惑星で
ある。しかし、その惑星は恒星に近すぎるために生命が
存在出来る環境ではないと考えられている（150）。太陽
系外惑星の研究はまだ始まったばかりであり、そこに生
命が存在するかどうかは今後の興味ある研究テーマであ
る。一方、地球外生命の存在については火星があくまで
候補の一つとして残っている。2012年8月に火星の地上、
特に地下の探査を始めたキュリオシティの成果が期待さ
れている（151）（175頁8.7参照）。

11．知は地球を救えるか

11.1　問題の所在：本シリーズの表題は「知は地球を救
う」である。それは137億年前の宇宙の誕生から現在ま
での宇宙・地球・生命の進化を知ることから、現代の我々
の抱える問題を解決するための視点を得ることが出来る
と考えたからである。
　今回は宇宙観の変遷を辿った。我々の宇宙に対する認
識は大きく広がり続けている。古代ギリシャで大きく発
展した宇宙観はミレトス学派に始まる「知」・アリストテ
レスの「哲学は知を愛する」という思想に支えられてい
た。多くの人は天動説に代表される古代の宇宙観を中世
まで信奉していた。その後18世紀以降の科学革命と共に
新たな宇宙観が行き渡り、我々の宇宙に対する認識の地
平は今なお拡大の一途を辿っている。
　しかし、新たな発見が既成の概念を押しのけて受け入
れられるためには多くの時間が費やされる。例えば、ア
インシュタインは新たな世界像を示し人々の自然認識を
根底から揺さぶった。ところが、彼の宇宙観の一部はギ
リシャ時代以来長く続いた「宇宙は不変で静的」である
というものであった。
　筆者は素人で最先端の宇宙像を十分に理解することは
出来ないが、それでも我々の宇宙が137億年前に極めて
小さなところから始まり、今なお膨張し続けている極め
て動的なものであることを知っている。それは、①天空
を裸眼で眺めていた時代の認識、②初めて望遠鏡を使っ
た観測結果、③天体からの可視光以外の様々な電磁波を
地上からだけではなく宇宙空間に送った観測機器を通し
て測定した結果、④宇宙から持ち帰ったサンプルの調査
結果、⑤コンピューターで多くの複雑な計算をした理論

的な考察など、長い間に得られた宇宙に関する多くの成
果と深い認識を我々が共有出来たことからもたらされ
た。
　ところが一方で、我々はそのように「知」の地平を押
し開いている巨大化する科学の成果を素人が共有するこ
との難しさを痛感している。また、我々の認識が範囲を
限定したものであり「知」には限界があるという問題、
あるいは「要素還元的な知」では「全体を把握」すること
が難しいという課題を抱えている。それについては、多
少前報で考察した（2）。これらの問題は、①ソクラテス
が問題とした「不知の知」・「無知の自覚」、あるいは②通
底する価値観と知によって環境問題を乗り越えて持続可
能な世界を構築出来るか、また③知と価値観に調和を見
出せるかという視点から捉えることも出来る。特に③の
問題は、中世ヨーロッパが抱えていた問題と通ずる。
　ヨーロッパの中世にはアリストテレスの学説が復活し
科学革命につながったが、その結果、「理性と信仰の離婚」
が起こったと言われている。中世ヨーロッパは、温暖期
の楽天的かつ開放的な膨張社会から、小氷期をきっかけ
に多くの対立を顕在化させ分裂・混乱する暴力的な社会
へと移行したが、一方で、後の新たな世界への変貌を用
意した時代でもあった。
　現在我々は、70億の多様な人々が共通の祖先を持つ
生物達とたった一つの「宇宙船地球号」の上で将来世代
の取り分を残しながら暮らしているのかどうか、将来世
代の取り分を侵食しているのではないかという環境倫理
を含んだ大きな問題に直面している。また現代は豊かで
平穏な暮らしと暴力的な自然破壊と途方もない格差が広
がる混乱・分裂が同居する時代と見ることも出来る。そ
して、我々は「加速度的に巨大化する科学・知」と「感と
観に支えられた思い」が引き裂かれた隘路にいる（詳細
な議論は2, 5参照）。このような混迷の中から新たな時代
に向けたビジョンを構築するためにも哲学的思考の重要
性はかくだんに増大している。
　そこで、ソクラテスの主張の一端を振り返り、次にア
リストテレスが中世のヨーロッパでどのように受け止め
られたかを糸口として、果たして「知は地球を救えるの
か」ということを考察し、新たな時代を構築する手がか
りを探したい。
11.2　ソクラテスの「無知の自覚」：ソクラテスは、自ら
は著作を行なっていないが、その思想はアカデメイアを
創設し古代ギリシャ哲学を大きく発展させた弟子のプラ
トンの著述により多くの人に知られている。ソクラテス
の思想はミレトス学派の自然哲学者たちによる唯物論的
な科学の兆しとなる考え方とは異なり、「神のみぞ知る」
という神々への崇敬と人間の知性の限界（不知の知）を
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前提としていた。即ち「無知の自覚」に基づき、「人間と
して分をわきまえつつ最大限善く生きようと努める」と
いうものであった。それはソクラテスが知を愛し求めて
いた（哲学をしていた）からであった。彼は「傲慢な独断
論」的な知を廃するとともに、全体を把握することの難
しさを強く意識していた。
　田中美知太郎（1902～ 1985）の『ソクラテス』（42）に
よれば、ソクラテスはこのような評価を受ける一方、当
時の実際的なアテネ市民の目には「無駄話をするおよそ
非実践的な空論家」に過ぎないと見られていた 112。この
皮肉な食い違いこそプラトンが繰り返し問題にしなけれ
ばならないことであった。ソクラテスは「世にもすぐれ
た人よ、君はアテナイ 113という、智力においても、武力
においても、最も評判の高い、偉大な国都の人でありな
がら、ただ金銭を、出来るだけ多く自分のものにしたい
というようなことに気を使っていて、恥ずかしくないの
か。評判や地位のことは気にしても、思慮や真実には気
を使わず、また自分の精神を、出来るだけすぐれたもの
にすることにも、気もつかわず、心配もしていないとい
うのは」と語った。更に彼は「人が気を配らなければな
らないものは、ただ徳」であるとし、知は神のみに認めた。
一方人間には、ただ愛知のみを許した。ソクラテスの知
は、一般の理論的知識、あるいは科学的な知識と同じも
のではなかったと言われている。ソクラテスのいう無知
とは、何も知らない、全くの無知というようなものでは
なく、それはかえって何でもないものを、何かであると
思い、大切なことを何でもないと考える、一種の思い違
いであり、間違った信念の如きものをさしたのである。
　ソクラテスは、自分をアブにたとえて、自分は人々を
目覚めさせるために、このアテナイという、図体は大き
いがにぶいところのある馬に、神によって附着せしめら
れたものだと言っていた。アテナイ市民は「眠りかけて
いるところを起こされた人たちのように、腹を立てて」、
彼を「国家の認める神々を認めず、他の新奇の神霊のた
ぐいを導入する罪と青年たちを堕落させている罪」に問
い、死刑を宣告した（42）。
　彼はその後、数日も経ず毒を仰ぎ死んだ（153-150p）。
彼は死の前に「善き人には、生きている時も、死んでか
らも、悪しきことはひとつもないのであって、その人は、

何に取り組んでいても、神々の配慮を受けないというこ
とはないのだ。（中略）わたしはこれから死ぬために、諸
君はこれから生きるために。しかし我々の行く手にまっ
ているものは、どちらがよいのか、だれにもはっきりは
わからないのです。神でなければ」とメッセージを残し
た（154-84~85p）。　
　彼を逃がすために牢番が牢獄の鍵を開けていたが、彼
は「単に生きるのではなく、善く生きる」ために死を選
んだ（42-170p）。
　ソクラテスは自身の死によって、まさに彼の思想「知
を愛することは実践的なものである」を実行したのでは
ないだろうか。プラトンは『パイドン』の終わりを「これ
が、我々の友の最後だったのです。かの人こそは、我々
の知る限り、まさに当代随一の人と言うべく、とりわけ、
その智慧と正義において、他に比類なき人だったのです」
という言葉で結んでいる（42-213p）。田中美知太郎は、
彼の生死は彼が万人に問いかけていたことの答えだった
のであり、本当の哲学（愛智）というものは、そういうも
のだと思うと著している（42-214p）。
11.3　正義と知：ソクラテスやプラトンは、当時のソフィ
スト｛知恵（ソフィア）のある人｝が論理の力で無理や
りに相手を打ち負かす詭弁の術を教えるだけで、「知恵」
が深い関係を持っている肝心の「徳」について明らかに
しなかったことを強く批判した（本頁脚注112参照）。ソ
フィスト達の正義は法律・慣習に基づくもので、例えば
借りたものを返すことである。それに対してプラトンは

『国家論』の中で正気の友人から武器を預かった後に、そ
の友人が気が狂ってしまい返してくれと言った場合に
は返してならないことは自明であると反駁した。そし
て正義とは幸福につながる魂の調和であるとした（155, 
156）。またアリストテレスは『政治学』の中で「正義と
は国家のもとでの人間の紐帯である」と主張している

（157）。即ち、彼は正義を個人としての完全性と同時に国
家としての完全性という観点からも論じた。
　現在の我々について考えると、我々はともすれば正義
について語ることを躊躇する傾向が強い。しかし、巨大
化・細分化する社会の中で困難な問題を解決するために
は「善きこと」・「衡平」について考えることが欠かせない。
そのための手立ての一つは「知」の地平を広げることで
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112 ギリシャの喜劇作家アリストパネス（BC446頃～ BC385頃）はソクラテスが46才の時に『雲』を書いた。その主人公ストレプ
シアデスは借金取りを追い返す為の詭弁を学ぶように自分の息子をソクラテスのもとにやった。彼は借金取りを追い返すこ
とには成功するが、ソクラテスの教えを受けた自分の息子から暴力的な折檻を受けるに及びソクラテスに騙されたと怒りを
ぶちまけた（152-89~129p）。アリストパネスはソクラテスが非難したソフィストとソクラテスを十把一絡げにし、弁論術に明
け暮れるもの達として嫌った。ソクラテスの評判は『雲』により著しく傷つけられた。プラトンはアリストパネスによる師ソ
クラテスへの揶揄を拭うためにも『ソクラテスの弁明』を著したと言われている。

113 アテネの古名。
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あると考えられる。しかし、「知」と「善きこと」・「衡平」
あるいは「思い」の間に調和を見出すことは必ずしも容
易なことではなく、「知は地球を救えるか」という問題が
露呈してくる。
　中世においてアリストテレスの思想が危険思想と見ら
れる一方で、逆に新鮮なものとして再評価された。しか
し、それは同時に「知」と「思い」の乖離を生み出していっ
た。そのことを振り返ることは如何に「知」と「善きこ
と」・「衡平」あるいは「思い」の間に調和を見出すかとい
うことに一つの重要な視点を与えることになると考えら
れる。筆者の総括的な考察は201頁の12.まとめ以降に述
べる。
11.4　中世におけるアリストテレスの復権と理性と信仰
の離婚：リチャード・ルーベンスタイン（1938～）は理
性と信仰の調和が可能かという視点から中世における

「知」と「思い」の乖離を「理性と信仰の離婚」と捉え『中
世の覚醒』（158）を著した。以下多少長くなるが、主にそ
の著作に従って、アリストテレスを巡って「理性と信仰
の離婚」がどのように進んだのか振り返る （11.4.9、199
頁まで）（158）。
　11.4.1　ローマ帝国とその崩壊：ローマ帝国の支配下
にあった西ヨーロッパの諸地域では、古典の学問は衰退
する一方であった。旧来の教育を受けたローマ人は例外
なく、ギリシャの思想家の著作をギリシャ語で学んでお
り、ラテン語に翻訳する必要がなかった。ところがロー
マ帝国が衰退する中で、エリート層はギリシャ語を読め
なくなっていた。
　東ローマ帝国のユスティニアヌス一世（483～ 565、
東ローマ帝国皇帝在位：527～ 565）は、哲学的思弁は
異端の温床になるという理由で、アテナイのプラトン
のアカデメイアを529年に閉鎖してしまった。ローマ帝
国の権威が崩壊（476年の西ローマ帝国の滅亡）した後
に、西ヨーロッパにアリストテレスの著作の一部がかろ
うじて残っていたのは、主としてボエティウス（480～
524/525）の努力の賜物だった。ボエティウスは「手に入
るかぎりのアリストテレスの著作と、プラトンの対話篇
全てをラテン語に翻訳しよう」と誓った。彼は、東ゴー
トのテオドリック王のもとで執政官として活躍したが政
争に巻き込まれ、524年に投獄され1～ 2年で処刑された。
しかし、彼は獄中で『哲学の慰め』を著すなど沈思黙考
していた。彼が翻訳したアリストテレスの著作はカッシ
オドルス（485頃～ 585頃）により保管され、後に彼が創
設した修道院に引き継がれた。そこでその後500年間ほ

ど繰り返し筆写され、アリストテレスの著作は後世に伝
えられることとなった 114。
　11.4.2　イスラム社会とアリストテレス：7世紀にビ
ザンツ帝国領土に侵入したアラブ人はアリストテレス科
学の著作という知的財産を相続し、それらをペルシア語
に翻訳した。そのビザンツ帝国では文化の覚醒が起こり、
イスラムに栄光をもたらしていった。
　一方、西ヨーロッパ世界は西ローマ帝国崩壊後、頻発
する暴力沙汰や、貧困や、無秩序に苦しんでおり、そこ
ではキリスト教徒は祈祷に埋没する、あるいは形式化し
た論争に明け暮れ、アリストテレスの思想はほとんど顧
みられなかった。このいつ果てるとも知れない苦難の時
代に、慰めと意味を求める人々が難解な哲学より信仰を
心の拠りどころとしたことはさして驚くにあたらないこ
とであった。
　キリスト教徒とこれに抵抗するムスリムの戦いは、約
800年間にわたって延々と続き、ムスリム勢力がスペイ
ンから完全に駆逐されたのは1492年のグラナダ陥落の
時であった。しかし、1100年にはトレドやリスボンなど
かつてのイスラム文化の中心地は、すでにキリスト教の
支配下にあり、ヨーロッパ中の学者がトレドに引き寄せ
られていた。異教徒に対する軍事行動の一方で、次第に
文化の「相互浸透と統合の一大事業」が行われていった。
　その事業によりイスラムを経由したアリストテレスの
記述が中世のヨーロッパ社会に伝えられた。アリストテ
レスは自然の世界をより包括的かつ正確に説明してお
り、その記述には矛盾がなく、得心がいくものと捉えら
れた。その結果、ヨーロッパ社会にアリストテレスの自
然観が再び紹介され始めた。しかしそれは、以下に見る
ようなキリスト教会による禁止など多くの障害に阻ま
れ、一筋縄にはいかなかった。
　11.4.3　教会の世俗化と反教権運動：12世紀になると
ピエール・アベラール（1079～ 1142） は、パリのノート
ルダム大聖堂付属学校で神学と哲学の教師となり「私た
ちは疑うことによって探求するようになり、探求するこ
とによって真理を把握しよう」と唱えた。多くの学生達
はその思想の力の虜になり、議論の応酬に興奮し、伝統
的に受け入れられてきた真理に異議を申し立てる論理的
な推論に魅惑された。彼はその精神において教父たちよ
りアリストテレスに近かった。しかし、シトー会の指導
者であったクレルヴオーのベルナール（1090～ 1153）は
1139～ 40年にかけてアベラールの学説を異端として弾
劾する書簡を書いた。アベラールは理性によって神を完
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114 筆写されたアリストテレスの著作が中世の修道院でどのように扱われたかは、ウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』に描
かれている。ショーン・コネリー主演により映画化されたものは、当時の様子を偲ぶことがことが出来る名作である。
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全に理解出来ると思い込んでいると告発された。一方、
ベルナールは、信仰は信じることであって論争すること
ではないと信じていた。アベラールは異端とされた後、
パリから離れた修道院に移りそこで息を引き取った。
　同じ頃、シチリア王国を建設したシチリア伯ルッ
ジェーロ二世（1095～ 1154、シチリア王在位：1130～
1154）は、多くの古代ギリシャ語の写本をラテン語に翻
訳させ、ギリシャ文化を継承していた。
　当時のヨーロッパは温暖化・開墾・干拓により村は町
に変容し、町は都市に成長する「偉大な進歩の時代」で
あった。教会そのものが大領主となり、修道院が広大な
地所を支配するようになっていた。教会の行政機構を支
える人々が増え、都市部では人口のおよそ10％に達する
程であった。そのような中で教会の意味が問われ始めた。
当時の改革主義者は、諸悪の根元は聖職者が世俗社会と
あまりに親密な関係を築いたことであると考えた。教会
の外では異端の反教権運動が、そして教会の中では強烈
な教会改革運動が起きた。それらの運動が、その後、数
世紀にわたってキリスト教世界の苦悩の源となったので
ある。
　このような混乱の中、清貧や信徒による説教を強調す
る反教会の修道士アンリ（1145年逮捕・投獄され、獄死
した）のような巡歴の福音伝道者が現れた。またリヨン
の豪商ピエール・ワルド（1140頃～ 1217）はそのような
大衆の改革運動を起した一人であり、異端派とされたワ
ルド派やカタリ派が形成されていった。　
　1146年のローマのカトリックの総本山上層部の腐敗
は急進主義者の想像をはるかに越えるものとなり、ロー
マ市民はブレシアのアルノルド（1100～ 1155）の指揮の
もとにエウゲニウス三世（?～ 1153、ローマ教皇在位：
1145～ 1153）をローマから追放した 115。その後の三年間、
ローマは民主制を敷き、選挙で選ばれた議員で構成され
る元老院がローマを統治した。その間、アルノルドは聖
職者たちに、私有財産を捨てて使徒的生活を送るよう説
得したり強制したりした。しかし、1148年復権を目指し
ていたエウゲニウス三世は、この反抗的なロンバルディ
ア人を破門した。アルノルドに敵対する陣営が元老院
選挙で勝利をおさめ、アルノルドは1155年に逮捕され、
ローマの絞首台にかけられた。
　その頃、コルドバ生まれの偉大な思想家アヴェロエス

｛イブン・ルシュド（1126～ 1198）｝は時間を超越したイ
デアより個々の実体を重視するアリストテレスの立場を

再確認し、自然の宇宙は奇跡を起こす神の気まぐれや不
可思議な決断によってではなく、自然の法則によって支
配されているとするアリストテレスの主張を擁護した。
そのような自然哲学の再興を図る動きも生まれていた。
　11.4.4　大学の勃興・悪を巡る論争・十字軍：中世の温
暖期であった1200年にフランス王がパリ大学に特許状
を与えた。そのために、そこはたちまちヨーロッパの最
高の神学研究センターとみなされるようになった。大学
の活動は活発となり、まもなく一流大学の学芸学部では
アリストテレス哲学が盛んに研究されるようになって
いった。
　一方、世俗的な教会の汚職や堕落に反対する民衆運動
として始まったカタリ派は次第に勢力を増していった。
彼らはアリストテレスの考え方を取り入れ、フランスの
王権から独立していたトゥールーズ伯など諸侯の庇護を
受けて次第に勢力を伸ばした。カタリ派は悪の問題に目
を向け、理路整然と「悪の原因は神」であると論証した。
これは多くのキリスト教徒には受け入れがたいことで
あった。彼らは、聖アウグスティヌスが最初に示した「悪
は神が創造したものではなく、そもそも実在するもので
もなく、悪は神の存在が不充分ないし欠如した状態であ
る」という解釈を受け入れていたからである。
　カタリ派が勢力を増してきたために1204年カルソン
ヌでカトリックとカタリ派の討論会が開かれたが、両者
の勝負は引き分けに終わった。カトリック教徒にとって
はカタリ派の結論である二元的創造という概念は異端の
説であった。しかし、一方でカトリック神学者の少なか
らぬ数の人々もカタリ派が応用しているアリストテレス
に始まる合理主義的な方法を採用していた。それは彼ら
もカタリ派同様、宗教の教義は理にかなっていなければ
ならないと確信していたからである。その後、アリスト
テレスの自然哲学に代表される理性とキリスト教の神の
啓示を信じる信仰の乖離と確執が時間の経過とともに拡
がっていくことになった。
　一方、1208年の春にカトリック教会のインノケンティ
ウス三世（1161～ 1216、ローマ教皇在位：1198～ 1216）
は異端の説を唱えるカタリ派を絶滅させるための十字軍
を呼びかけた。その結果、ヨーロッパ南部では前代未聞
の規模の軍隊「アルビジョア十字軍」が組織され、ロー
ヌ渓谷を南下しカタリ派を保護する諸侯とカタリ派信徒
を撃破した 116。1229年にはカタリ派に対し異端審問制
度が強められ、改宗を拒んだカタリ派信徒は火刑に処せ
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115 在位期間のほとんどを、各地に滞在して過ごした。
116 最後のカタリ派がイタリアで火刑にされたのは1330年とされているが、その発祥の地であるバルカン地方では、それよりい

くぶん長く生き延びた。
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られた。
　インノケンティウス三世が直面した三つの問題は、南
フランスとイタリアに根を張ったカタリ派の運動と、西
ヨーロッパ全域に広まった福音伝道的な反教権運動と、
ヨーロッパに誕生したばかりの大学へのアリストテレス
思想の「侵入」であった。彼はそれらの問題に別々に対
応した。即ち、カタリ派には強硬策を取りその壊滅を図っ
た。彼らに対しては、前述のカトリック教会を批判した
修道士アンリやアルノルドを火刑にせずに投獄したり絞
首台に送ったりした対応とは異なり、火刑を行うなど苛
烈な戦いを挑んだ。
　一方、民衆の福音伝道運動に対しては教会組織へ吸収
する道を選んだ。彼は多くの大衆を引きつけたアッシジ
のフランチェスコ（1182頃～ 1226）の伝道を公式に認め
た。それは「小さき兄弟たちの修道会」（フランシスコ会）
となり、グスマンのドミンゴ（1170頃～ 1221）が創設し
たドミニコ会とともに新たな勢力となっていった。
　また、諸大学におけるアリストテレスの講義に対して
は部分的な禁止を指示したが、以下に見るようにそのこ
とは中世という時代を大きく突き動かしていく要因の一
つとなっていった。
　11.4.5　アリストテレスの講義の禁止：12世紀にパリ
大学でアリストテレスの論理学がカリキュラムに組み
入れられた際には大きな異論は出なかった。ところがそ
の「自然哲学書」が登場するや、一気に軋轢が表面化し
た。1210年サンス大司教のコルベールのピエール（?～
1222）が主催する司教会議で「パリ大学において、アリ
ストテレスの自然哲学書やその註解書を公の場であれ、
私的にであれ、講義することを禁じ、禁令に背いた者は
破門に処する」ことが決定された。更に5年後の1215年
には禁令の対象が拡大した。それは学芸学部でアリスト
テレスの論理学書を講じることは認めたが、「形而上学
と自然科学関連の著作およびそれらの要約」の講義を禁
止した。
　1229年その禁令に反対する勢力によりパリ大学では
ストライキが始まり、大学当局との間で二年間折衝が重
ねられた末に大学に広範な自治が保証された。しかし、
1231年にパリ大学が再開された時には、教皇グレゴリウ
ス九世（1143頃～ 1241、ローマ教皇在位：1227～ 1241）
が1210年と1215年の禁令を更新しただけでなく、科学
的な問題を大衆の言語で論ずることも処罰の対象にし
た。その結果、科学と信仰の間の溝は深まっていった。
　当時のキャンパスにはアリストテレスの科学を信奉す
る学芸学部の教師とドミニコ会とフランシスコ会の修道
士が混在していた。ドミニコ会とフランシスコ会の神学
者は、今日的な「原理主義者」ではなかったが、彼らは伝

統主義の強烈な擁護者であった。彼らは長い目で見れば、
ヨーロッパの覚醒は不可逆な現象であり、理性という道
具はたとえ異教の哲学者が発展させたものであっても正
統的宗教を利するように使うことが出来ると信じてい
た。そのことは、西ヨーロッパの知の歴史がきわめて重
大な転機を迎えた時に、新しい知識の一番熱心な擁護者
となったのは最も戦闘的で確信に満ちたドミニコ会やフ
ランシスコ会の信仰の守護者達であったことからも明ら
かである。そのような宗教的情熱と知的能力の強力な結
びつきが、パリ大学における自然哲学と「科学的な神学」
の受容を実現させたのであろう。
　例えば「十三世紀最初の偉大な哲学者」と称されるオー
ベルニュのギョーム（1180頃～ 1249）は、アリストテレ
スが分析の対象にした自然の世界を聖書に記された善き
創造と結びつけた。また、フランシスコ会の活動を指導
する代表的な知識人であったロジャー・ベーコン（1219
頃～ 1292頃）は、ドミニコ会の神学があまりに思弁的か
つ「非実践的」に過ぎること、ドミニコ会が教会の権威
中枢に近づきすぎていること、ドミニコ会士が大学と世
間の現状に満足していることを非難しており、1240年
代に30余年ぶりに学芸学部でアリストテレスの自然学
の講義が復活する口火を切ったとされている。
　11.4.6　アリストテレス革命：一方、ドミニコ会の巨
頭トマス・アクィナス（1225頃～ 274）は「アリストテレ
ス革命」の先鋒となっていった。彼は1245年からパリ大
学で学び始め、1248年にはケルンに戻ったが、1252年
にパリ大学に戻り、1256年からはそこで神学を講ずる
ようになった。彼は「神の恩寵は自然を破壊せず、自然
を完成する」即ち、創造主を愛することと創造主がつくっ
たものを理解することの間には、いかなる矛盾も生じる
はずがないとした。理性も自然も共に神に由来するもの
であり、彼は神と物質の統合という教義を再発見しアリ
ストテレスを高く評価した。しかし、トマスはアリスト
テレス主義者である以上にキリスト教教義の擁護者であ
り、1259年ドミニコ会の仕事をするためにローマに戻っ
た。
　1260年代初期、パリ大学では科学と信仰の軋轢は表
面的には弱まったように見えたが、それは見かけのも
ので実際には大きな変化が起こっていた。1260年代後
半には急進的アリストテレス主義者のグループがパリ
大学に登場した。その代表格であるシゲルス（1240頃～
1281/84頃）は学芸学部の教師となり、1260年代後半か
ら著作を公にし始めた。彼は、自然と人間の本性に関す
るアリストテレスの思想を伝統的なキリスト教の教義と
すり合わせずにそのまま提示した。彼は世界と人類は永
遠で、自然の事物の運動は自然に内在する法則によって
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支配されており人間の自由意志は必然性によって限定さ
れているとした。また、魂の不滅性は個人ではなく人間
という集団の属性であると再定義し、人間の肉体と霊魂
の一体性を保った。即ち、彼は人間が死んでも知性が生
き続けるのは、知性が個々人においてはあたかもその個
人に属しているかのように働くにもかかわらず、知性は
個々人とは独立して別個に存在する能力だからであると
考えた。つまり、「知性」は個々人に属さない人類共通の
能力で、個々人はそれを生存中に行使するが、個々人が
死んだ後も、その人物に属していた「知性」はただ一つ
の「（人間という）種に属する知性」の一部として、永遠
に生き続けると主張したのである。　
　パリ大学から離れていたトマスは1269年から72年ま
で、ドミニコ会総長の命により神学教授として問題を孕
むパリ大学に戻った。彼は前述のシゲルスの知性単一説
に対して、その誤謬はアヴェロエスによるアリストテレ
スの誤った解釈に端を発しているとし、『知性の単一性
について―アヴェロエス主義者たちに対する論駁』（1270
年）（159）を著し反対の闘いの火蓋を切った。知性単一
説は個人の霊魂の不滅性を否定しており、それは個人が
死後に賞罰を受けるという伝統的な教えも否定している
ことは一目瞭然だったからである。トマスは知性を質料
と結合してのみ存在する通常の形相としてではなく、知
性を質料とは独立して存在しうる実体的な形相として
認識するというアリストテレスの本来の原理を採用し
て、肉体と霊魂が結合して一人の個人を形成すると主張
した。人間は腐敗した卑しむべき肉体に霊魂が一時的に
宿ったという存在ではなく、人間は霊魂と肉体が結合し
た存在であり、その霊魂は肉体の死後も生き続けると強
調したのである。
　しかし、保守派のパリ司教エティエンヌ・タンピエ（?
～ 1279）らにとってはトマスの主張も危険信号であっ
た。タンピエは1270年12月にヨーロッパ最大のパリ大
学で不穏な情勢に決着をつけるべく、実に50余年ぶりに
アリストテレスとアヴェロエスの特定の学説の講義を禁
止するという決定的な行動をとった。これはシゲルスら
学芸学部の急進的な教師たちに対する挑戦状であった。
パリ大学ではしだいに保守派が勢力を強めていた。1272
年学芸学部長の選挙が行われ、シゲルスの対立候補が当
選した。しかし、シゲルスの支持者たちは違法行為があっ
たと訴え、独自の学部長を選出し、パリは嵐に襲われた。
　トマスはその時には既にナポリの小修道院に戻ってお
り嵐には巻き込まれなかった。彼は1273年に不思議な体
験をし「私はこれ以上著述はしない」「もう書けないのだ。
私に新たに啓示されたことに比べると、これまで書いた
ものはどれも藁くずのように思えるからだ」とし、『神学

大全』を未完のまま残して、1274年に49歳で科学と信
仰が相克するこの世を去ってしまった。
　11.4.7　アリストテレスの講義禁止の強化：教皇イン
ノケンティウス三世は登位して以来、アリストテレス思
想が各地の大学に浸透することに対してある程度寛容な
姿勢をとってきた（196頁11.4.4参照）。ところがシゲル
スらの急進派は「人間の理性が新たな知識と洞察を獲得
するという実に驚嘆すべき可能性」に心を奪われ、「自然
の世界に関する新しい知識の洪水」を前にして、「神学を
何ら興味を引かないもの」と見なしていた。そのような
彼らの教説が伝統的なキリスト教的価値を脅かしつつあ
ることは明らかであった。そこで、1275年グレゴリウス
十世（1210～ 1276、ローマ教皇在位：1271～ 1276年）の
特使はパリ大学のシゲルスらと保守派の争いについて保
守派に有利な裁定を下した。
　そのような動きは加速し、1277年にはかつてパリ
大学神学部で教鞭をとっていた教皇ヨハネス二十一世

（1215～ 1277年、ローマ教皇在位：1276～ 77）はタンピ
エに書簡を送り、パリ大学で「信仰を損なう」説が教授
されていることの調査を要請した。その結果、タンピエ
はアリストテレス的な胡散臭い命題をことごとく禁じる
ために、7年前のたった13箇条ではなく、実に219箇条
の命題を禁止リストに載せる大きな網を張り、取締を強
化した。特に問題とされたのは、最良の生活は哲学的観
想の生活であるという自然哲学を神学より重く見ると解
釈されるアリストテレスの学説だった。タンピエの目的
は、伝統的なキリスト教の教義とものの見方を自然哲学
に対して優越していることを重ねて主張することだっ
た。その主張は必然的に、トマス・アクィナスの「自然神
学」への攻撃に発展した。この禁令はアリストテレス革
命を粉砕しようとする試みというより、むしろ信仰と理
性が別々の軌道に跳び出すのを阻止する努力であったよ
うに思われる。
　タンピエの禁令から二週間経たないうちに、オックス
フォード大学では当時のカンタベリー大司教ロバート・
キルウォードビー（1215頃～ 1279）によって20箇条以
上の急進的な命題とともに、トマスの霊魂に関する教説
が明確に断罪された。
　フランシスコ会士の保守的な神学者ジョン・ペッカム

（1230頃～ 1292）が1280年代にカンタベリー大司教に就
任すると、これらの命題の有罪判決は更新され、さらな
る命題が禁止リストに追加された。フランシスコ会の影
響力は1280年代半ばに頂点に達した。一方、トマス神学
を修道会付属学校のカリキュラムの基礎に据えたドミニ
コ会は、一時は敗北を喫した。
　11.4.8　理性と信仰の相克：ボニファティウス八世
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（1235～ 1303、ローマ教皇在位：1294～ 1303）は西暦
1300年を聖年と定めた。そこで多くの人がローマを訪れ
たが、当時の社会の実情は聖年祭とは裏腹のものであっ
た。つまり、中世の温暖化のもとで200年以上に亘って
続いた経済成長は不景気と停滞のうちに終わりを告げよ
うとしていたのであった。教皇の威厳と宗教的統一とい
う外見の下で、領主と農奴、大貴族と小貴族、傭兵と市
民、都市の住人と農村の住人の間の衝突が激化し、社会
はしだいに分裂し、混乱の度を深め、暴力的になってい
た。中世盛期には楽天的かつ開放的で融和に向かってい
た西ヨーロッパ共同体は、いまや「自然災害と社会的混
乱」に対して無防備な社会に変貌しようとしていた。
　1302年、四面楚歌となった教皇ボニファティウス八世
は有名な大勅書「ウナム・サンクタム」を発し、教皇は不
従順な王を退位させる権限を有すると主張するととも
に、「ローマ教皇に対する服従は全人類の救済のために
絶対的に必要であると、我々は断言し、主張し、明確に
定める」と宣言した。しかし、ボニファティウス八世は
実体を伴わなかった聖年の偽りの夜明けからわずか三年
後にローマで永眠した。
　ボニファティウス八世の後を継いだフランス人のクレ
メンス五世（1264～ 1314、ローマ教皇在位：1305～ 14）
が1309年に教皇庁をアヴィニヨンに移し、フランス王が
教会の財政と政治を実質的に支配することを認めるに至
り、ヨーロッパにおける聖俗の力の均衡が崩れる趨勢は
明白になった。それは1378年にアヴィニヨンとローマが
それぞれ教皇を擁立し、カトリック教会が「教会大分裂

（シスマ）」（1378～ 1417）に入る前兆であった。
　一方、理性と宗教についての論争は続いていた。14世
紀になると、フランシスコ会士で卓越したスコラ学者の
ウィリアム・オッカム（1285頃～ 1347頃）が、トマス・
アクィナスは「自然神学」を定式化しようとした点で過
ちを犯したと批判し、科学と宗教は離婚した方が双方と
も幸せになれると主張した。このように事物を単純化す
る傾向は「オッカムの剃刀」、すなわち、概念上の実体を
必要なしに多数化してはならないという有名な定理で頂
点に達した。その背後には自然科学と神学は別個の道を
進むべきであるという彼の信念が隠されていた。自然か
ら神秘性を取り除き、神にふたたび神秘性を付与すると
いうのがオッカムの主張であった。それはトマスがアリ
ストテレスのレンズを通して解釈した「宇宙は、それ自
体が神の存在や、神の善性や、創造の意図を明白に物語っ
ている」ことを否定するものであった。オッカムは人間
が自然について真に理解するのは普遍的な概念ではな
く、個々の事物であり、科学は宇宙を創造した神の意図
を明らかにするものではない、神は理性ではなく信仰を

通じてのみ理解出来ると主張した。人間は自然や純然た
る理性を通じては神をまったく理解出来ないという彼の
主張は、カトリック教会上層部を戦慄させた。というの
は、この主張を認めれば、思索することと信じることを
離反させてしまうと思われたからだ。
　オッカムが批判していたトマスも常に物議をかもして
いた。実際トマスは、死後の1277年にオックスフォード
でその思想が断罪されていた。しかし彼は、それから50
年も経たない1323年に、ローマ教会によって列聖され
た。一方、オッカムは同じ年にアヴィニョンの教皇庁に
設けられた委員会に召還された。オッカムの思想は突き
詰めると自然の探究者にとっての真理と、神学者および
神を崇拝する者にとっての真理が並存するという結論で
あるとみなされた。そのような彼の思想は1327年に委員
会により「異端」・「偽り」・「危険」・「誤謬」・「軽率」・「矛盾」
であるとされ有罪判決が下された。
　このような教会の動きはあったが、ひとたびヨーロッ
パ社会に放たれた自然哲学の真理を抑圧することは不可
能であった。自然哲学の真理は神学上の真理と同等の関
心と信頼を寄せるに値するという見方を押しとどめる
ことは出来ず、キリスト教会上層部はやがて、新しい世
界観によるキリスト教思想の変容を容認せざるを得なく
なった。彼らはキリスト教神学とアリストテレス科学を
結婚させることによって、西欧社会を合理的な真理の探
求という価値体系に委ねた。
　11.4.9　宗教戦争：理性と信仰の相克は続いていたが、
イギリスのジョン・ウィクリフ（1320頃～ 1384）、ボヘ
ミアのヤン・フス（1369頃～ 1415）そして最終的にドイ
ツのマルティン・ルター（1483～ 1546）によって理性と
信仰の分離という教会上層部の恐れは現実のものとなっ
てしまった。
　マルティン・ルターは教皇制度に心底幻滅し、更に大
きな教会分裂の引き金を引くことになった。キリスト教
会の一体性は終わりを告げ、ヨーロッパ大陸は宗教戦争
の世紀に突入した。マルティン・ルターはスコラ学全般
を嫌悪し、とりわけアリストテレスを毛嫌いしていた。
彼はその思いを「一言でいうなら、アリストテレスと神
の関係は、闇と光の関係に等しい」と簡潔に述べ、さらに、

「アリストテレスぬきでは神学者になれないというのは、
誤りである。それどころか、アリストテレスぬきではな
れないのであれば、誰も神学者にはなれないのだ」と断
じた。このようにルターの神学革命によって、理性と信
仰の分離が実現した（ここまで主に158に従った）。
　宗教的な確執はその後も継続し、修道士ブルーノが異
端に問われ火刑に処されたのは1600年であった（164頁
5.4参照）

－ 199 －



臼田：知は地球を救う　6．宇宙の誕生と進化

　11.4.10　まとめ：西欧における宗教を巡る確執は、フ
ランシス・ベーコン（1561～ 1626）とルネ・デカルト（1596
～ 1650）が高らかに宣言した「科学革命」により新たな
段階に突入した。それが近代的とみなしうるような合理
主義的で、現世主義的で、人間中心主義的で、経験主義
的なものの見方を広め、西ヨーロッパ全域で文化戦争に
火をつけ、旧来の文化の中核にあった伝統的な宗教心情
や社会通念への挑戦を始めたものと捉えられている。そ
のような「科学革命」による挑戦あるいは信仰と理性の
闘争はコペルニクス（1473～ 1543）の地球中心説への挑
戦や、ガリレイ（1564～ 1642）の異端審問によって始まっ
たというのが通説である。しかし、以上概観したことは
そのような新たな動きは、通説とは異なり、12世紀から
13世紀にかけてアリストテレスの思想をめぐって交わ
された論争に端を発していたことを示している（158）。
　そして、現在の我々も「知」と「価値」あるいは「思い」
の確執に直面している。
　11.4.11　現代との比較：リチャード・ルーベンスタイ
ンは、中世の敬虔なキリスト教徒がプラトンを「超俗的」
で現世よりも善で真なる世界を求めているものと捉え、
経験を重んじる現世主義的なアリストテレスと対比して
いたとまとめている。即ち彼はアリストテレスが重視さ
れる時代は、経済的な成長と、政治的な拡大主義と、文
化的な楽観主義が知的な雰囲気を彩っている時代である
と考えた。一方、対照的に、プラトンが重視される時代
は不安と渇望が渦巻いているとした。更に彼は「不安と
渇望を生じさせるのは、世界が対立と矛盾で満ちている
という直感的な認識である。こうした認識は、解決不能
としか思えない個人的な争いや社会的な対立という形で
現出する。社会は分断され、健全な社会を実現する道は、
暴力的な争いによって断たれている。そして、社会の破
綻した状態は個々人の精神に反映される。人々はたがい
に分断されていると感じ、自分を支配しているのは理性
ではなく、制御不能の本能と欲望に他ならないと感じて
いる。宇宙は全体として悪ではないとしても、そのある
べき姿からかけ離れている。まるで、真の宇宙がどこか
別の次元に存在するかのように。中世のプラトン主義者
たちは、現実の世界と称されるものは少なくともその一
部は幻想に過ぎないという直感的な認識につきまとわれ
ていた。」とルーベンスタインはまとめている（158-87p）。
　中世のヨーロッパは温暖期に開墾が進んだ。しかし、
その後の小氷期には穀物の生産が打撃を受け、膨張した
人口を栄養不足が襲い、蔓延したペストにより人口のお
よそ30％が死亡したとも言われている。環境の収容量一
杯に膨張した社会は気候変動などの環境変化に対しては
脆弱であることを示していると思われる。そのような混

乱した社会の中で人々は新たな世界を模索していかざる
を得なかったのであろう。
　我々の住む今の時代はプラトンあるいはアリストテレ
スのどちらを求めているのだろうか。
　現代は、温暖な心地よい環境に支えられ一部の人はか
つての王侯貴族のような暮らしを享受しているが、よく
見ると薄氷の下には多くの混乱が渦巻いていることは明
らかである。例えば、サブサハラ・アフリカでは小学校
に行けない児童は1999年の42％から2008年には24％と
改善されているが、まだ全員が小学校に行くこととは程
遠い。また、そこでは1日1ドル以下で暮らす人が2005
年に51％で、それは1999年の58％から殆ど改善されて
おらず世界の格差は広がっている（160）。しかし、我々
は細分化・巨大化する諸分野の全体を把握することが出
来ず、問題の解決を図ることなく、日常の暮らしに忙殺
されている。
　中世の温暖期に一方的に進んだ森の開墾の後に、人々
は小氷期に襲われ大きなダメージを受け、大きな犠牲を
払いながらも次の時代を切り開いた。しかし、現在、我々
は人口の三分の一を失うようなダメージを受けるわけに
はいかない。現在はどうみても人々の間には格差が広が
り、自然破壊が進み多くの生物や地球が悲鳴をあげてい
ることは確かである（例えば1, 2, 4, 5参照）。それは我々
が全体を見通せず、ソクラテスが指摘した「傲慢な独断
論」的行為を継続していることからもたらされていると
考えられる。
　多様な宗教を信じる人々が住む現代の世界で「理性」
あるいは「知」と「宗教」を調和させることは難しい。し
かし、多様な「宗教」を信じる人の間にも「正義」と「衡
平」を実現するという「価値」あるいは「思い」を通底さ
せ、それらを「知」と調和させることで、我々の抱える多
くの問題点を軽減させ「正義」と「衡平」を具現させた新
たな世界を構築することは可能なはずである。
　正義あるいは衡平とはなんであるかは、考えつくせな
い重い問題を含んでいるが、ここでは、①正義とは公正
であることを、また②衡平は人間について考えれば、将
来世代の権利までを含み格差を少なくすること、あるい
は公正な分配を行うこと、また全ての生物にまで広げた
場合には、人間は共通の祖先を持つ生物の一員としての
立場をわきまえ、慎ましく暮らすべきであることを含意
した（環境倫理的な考察については5で多少触れた）。
　現代の我々にはプラトンを始め膨大な数の人が考えた

「価値」とアリストテレスら無数の人が切り拓き蓄積し
た「知」の両方が必要であり、さらにそれらを普遍化し
なければならない。
　この章で問題としようとした「知」と「宗教」あるいは
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「目的」との関係については、次回、人間は「進化」の産
物であるのか神の「創造」によるものかについてまとめ
る時に引き続き考察する。

12．まとめ

　人類の祖先は狩猟採集をしていた時代から天空を仰
ぎ、太陽・月・惑星・恒星の動きに注目していたはずであ
る。古代インドの『リグ・ヴェーダ』の宇宙開闢の歌は無
から宇宙が生まれたと、現代のビッグバン宇宙と同じ宇
宙観をもっていたとも言える（149頁2.1参照）。古代バビ
ロニア・エジプト・ギリシャの人々も空を眺め、不動の
大地の上を巡る宇宙像を確立していった。アリストテレ
スは移りゆく地上界とは対照的に天界は永遠不滅で不変
な世界であるとし、彗星や流れ星のように移りゆくもの
は月より下の地球との間で起こる気象現象であると考え
た。プトレマイオスに代表される肉眼の観察による思弁
的な天動説の宇宙観が長い間支配的であったが、ようや
く16世紀にコペルニクスが太陽中心説を発表し、17世
紀初めにはガリレオが望遠鏡により天空を観察し地動説
を強く主張し、新たな宇宙観が生み出されていった。し
かし、それらは当時の少数意見であった。その後、ニュー
トンによる万有引力の発見あるいは大型望遠鏡の観察に
より新たな宇宙像が作られ、20世紀に入ると宇宙は膨
張し続けていること、そして宇宙はビッグバンにより始
まったことが明らかにされた。
　このような宇宙観は科学・技術の進歩によりもたらさ
れた。肉眼による天空の観察から始まり、望遠鏡による
目に見える世界の理解、物理学の発展による天体の運動
の理解、目に見える光を成分に分解する研究、更に目に
見えない像を電波で捉える技術、そして宇宙探査機によ
る観測が行われた。そのような成果が広まり、専門家で
なくてもビッグバンから始まる膨張する宇宙観を共有す
るようになった。
　その宇宙観を要約すると以下のようになる。①宇宙
は137億年前に極めて小さな点から始まった。そこでは
全ての素粒子は質量を持たず自由に動き回っていたが、
ヒッグス粒子117により質量が与えられ新たな世界が展開
し始めた。そこは超高温・超高圧の状態であったために
特異的なことが起こっていた。その後、宇宙は急速な膨
張であるインフレーションを起こした。これらの過程は
宇宙創成から1秒の1034分の1という極めて短時間に起
こった。②その後10-12秒までに、殆ど無の世界から重力

など、世界を構成する四つの力が分離した。その後の数
分間で水素とヘリウムの原子核が出来上がり、多くの物
質が生み出される基盤が出来上がった。③宇宙創成38万
年後には宇宙の温度は3,000K位まで低下し宇宙が晴れ
上がった（それを我々は宇宙マイクロ波背景放射として
観測している）。④宇宙誕生後数億年経つと恒星が生ま
れ、星の内部で6炭素から26鉄までの元素が核融合によっ
て作られた。⑤その他の元素は星が死を迎え爆発する時
に急速に中性子を獲得することにより、あるいは星の内
部でゆっくり中性子を獲得することなどで作られた。
　その他、我々はこのようにして始まった我々の宇宙と
は別の様々な宇宙が存在する可能性（例えば、162）、あ
るいは宇宙創成とその直後の世界を統一的に理解する試
みのヒモ理論（例えば、163）など、門外漢の理解を超え
る宇宙に関する研究結果を伝え聞くことも出来る。
　これらは巨大化する科学の成果である。筆者のような
素人にとってはその細部を批判的に捉える、あるいは網
羅的に正確に理解することはとても出来ない。同様に、
原子力の利用を含む様々な分野で展開する最先端の研究
がどのような範囲に限って真実に迫っているかも捉える
ことは出来ない。しかし全ての人は、ここで概観した宇
宙像の成り立ちの経緯やその全体像の概要を知ることが
出来るはずである。そのような「全体を把握する知」は
未来を切り拓くために欠かすことが出来ない。またそれ
は素人を含む全ての人によって共有されなければならな
い。そのためには専門家には専門の研究を進めるだけで
なく、“専門家のムラの言葉や価値観”を捨てて素人に全
体像を正しく分かりやすく語りかけることが強く求めら
れている。
　宇宙の成り立ちについての我々の理解は大きく変わっ
た。しかし一方、季節の移ろいを知り、暮らすために必
要な暦は古代エジプト（151頁2.4.1参照）、古代バビロニ
ア（152頁2.4.3参照）、古代ギリシャ（154頁3.参照）の時
代から驚く程正確なものが作られていた。それらは、時
に閏月、閏日を入れ、実際の1年と暦のズレを補正する、
あるいは太陰暦と太陽暦を補完的に使うなどして日々の
生活に支障が出ないようにするために工夫されたもので
あった。また、ナイル川の氾濫時期を知るための天文観
察、氾濫後の土地整備を行うための測量術（151頁2.4.1
参照）、あるいはミレトスでは航海を安全に行うための
航海術が洗練されていった。このような当時の先端的な
科学・技術は当時の暮らしの便益の向上に役立つために、
厳密な天空の観察あるいは幾何学を究めた結果である。
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天動説的宇宙観でも、正確な観測によって地球の運行か
らもたらされる時・季節の移ろいは正しく認識されてお
り、その限りにおいて科学・技術は実利的な生活、ある
いは人々の実感と齟齬はなかった。
　現代の巨大化する科学・技術も我々の暮らしの向上に
役立つ面を多く持っていることは確かであるが、その全
体像を捉えることは容易ではない。また我々が切り拓く
知の地平が全てを明らかに出来るかどうかも分からな
い。そのような限定的な「知」を最大限に生かすためには、
我々の日々の生活が根ざす「価値観」を再考し、「知」と

「価値観」を共存させる必要がある。それは容易ではなく、
疎かにされることが多いが、克服しなければならない課
題である。「知」とは、例えば宮沢賢治が鉱物に始まり宇
宙、生物、人の暮らしと多くの事象に目を向けたように、
時空の中に広がる様々なことを理性的に理解することで
ある。彼は雨にも負けずの中で「よく見聞し分かり」と
言っている。

結語

　繰り返しもあるが、強調したいことを最後にまとめる。
　我々は、細部は理解出来ないまでも、①宇宙がある時
に誕生し、膨張し続けていることを理解している。また
我々は、②太陽・地球・我々を含む全てのものを構成す
る元素はビックバン・輝く星・星が死滅した時に作られ
たこと、即ち万物は、宇宙空間にまき散らされたガスあ
るいは星屑となったものが再び集まって生まれたもので
あることを知っている。これらのことは、我々が確かに
星屑からなる循環する宇宙の一員であること、宇宙では
星の誕生と死の繰り返しにより新たな宇宙・世界が造ら
れていることを強く実感させてくれる。
　更に、我々は、③地球が、宇宙に存在する1,700億程の
銀河（一つの銀河には1000万～ 100兆個の恒星が存在す
る）の一つである天の川銀河に存在する一つの恒星であ
る太陽の周りを回る惑星であることも理解している。加
えて我々は、④その地球はたまたま生命が存在出来る条
件が揃い、そこで我々は太陽のエネルギーに支えられて
多くの仲間の生物たちと生きているということもはっき
りと認識している。このような理解・実感・認識は我々
が恵与された環境と命を引き継いで行かなければならな
いことを確信させてくれる。
　この先、宇宙は膨張を続けるのかどうか、地球でいつ
まで生命が生存出来るのかも分からない。また宇宙を構
成する主要なものであるダークマターやダークエネル
ギーについてはほとんど不明であるし、数億年先あるい
は数万年先のことは想像さえ出来ない。

　しかし、我々は引き継いだ命を、責任をもってリレー
をする為に、最低でも100～ 200年程度先のことを射程
に置くことは出来るはずである。
　ギリシャ時代には「徳」あるいは「正義」と「知」の乖
離が、そして中世ヨーロッパでは「理性と信仰の離婚」
が起こった。そして、我々は急速に発展する科学・技術
に支えられた社会にあって「ビジョンの欠如」・「正義を
語ることへの躊躇」・「知の共有の不可能性」に苛まれて
いる。しかしこの困難を超克するためには「巨大化・細
分化する科学・技術・経済など多くの対象に対する限定
的な知」を大きく捉え、「正義」・「衡平」（例えば1, 2, 4, 5
参照）を強く意識し、ビジョンを構築する必要がある。
　ソクラテスの言うように「知」は限定的なものになら
ざるを得ない。しかし、我々の営為はそのような「知」な
しには成り立たない。我々に課されていることは、①「知」
の限界を意識しながらも「個別の知」の地平を拡げるこ
と、②その「個別の知」を「全体を把握する知」へ総合化
すること、③そのような「全体を把握する知」の肝心な
ところを文化伝統の違う人々の間で共有出来るようにす
ること、④そして全ての人が協力して、ともすれば乖離
しがちな「知」と「思い」を調和させたものとしての「全
体的な知」に「思い」を統合したものを「叡智」として確
立することであると考えられる。
　「思い」とは、自ずと我々の心に浮かぶことや希望・願
いを含むものである。例えば3・11の大震災の津波や原
発の事故に際して我々が直知したようなこともその一つ
である。人間は考えてから行動するより、直感に従った
方がより協力的な行動をとることが多いという調査結果
も報告されている（164）。そのような直知的な「思い」あ
るいは「観と感」で「知」を補完することが重要である（詳
しくは2参照）。例えば水俣病について考えれば、水俣病
の原因はチッソの工場排水に含まれていた有機水銀が
原因であるということが1959年には明らかにされてい
た。しかし、我々は経済の発展あるいは利便性を求める
欲望の追求を優先してしまい、水俣でのチッソの生産活
動を放置し被害を拡大させてしまった。その被害者であ
る胎児性患者は今では50歳を過ぎ、支えてくれた家族が
他界する中で苦しんでいるという悲惨な現実が続いてい
る（詳しくは2参照）。このことは、1959年には「個別の
知」として存在していたものを「全体的な知」、更に「叡
智」とすることが出来なかったことを示している。そし
て今回の福島の原発事故を考えた時に「個別の知」がど
のように存在していたかは今後の検証を待たねばならな
いが、素人が直感出来ることは、筆者を含め多くの人が
水俣病など過去の多くの事例が示していた「全体的な知」
を考えることが重要であるという構造的教訓に学ばず、
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今回も全体を深く考えず利便性を優先させたということ
である。
　このような反省に立って、現在警告がなされている多
くの問題をもう一度上述した観点から見直す必要があ
る。即ち、「個別の知」から「全体的な知」を作り、更にそ
れを「思い」と調和させた「叡智」の構築に果敢に取り組
み、我々の生き様を選択する必要がある。「知」は地球を
救う主要な礎で、「知は地球を救いうる」はずである。
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