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水星運動理論構築に際して ルヴェリエが採った方法の問題点

井上 猛 T. Inoue
（滋賀県 湖南市）

十九世紀の中葉 フランスの天文学者ルヴェリエは 子午線観測のデータに

基づいて精密な水星の運動理論を樹立します。金星を初めとする惑星摂動に

依り近日点黄経
パイ

$は百年当り 527秒角永年変化をする量になりました。
彼は過去に為された水星の太陽面通過観測の時刻と彼の理論が予報する

時刻との比較を試みました。その結果 527秒角では不充分これに 38秒角を
加えたものが必要 1)と云う事になりました。この 38秒角は 十九世紀の末に
ニューカムに依って 43秒角に改められます 2)が当該余剰永年変化の存在は

普く知られる処となりました。

斯くして水星の近日点黄経に於ける余剰の永年変化の問題が持ち上がった

のでした。この問題は アインシュタインの理論に依らなければ解く事は出来

ない 3)として その解決が二十世紀の十年代までも持ち越されたと云うのは

広く知られて居る処です。

そうした折りに斯かる余剰の永年変化は存在しないと云う事が判明した

のです 4)。ルヴェリエやニューカムが理論構築に際して誤りを犯して居た

からです。我々の結果に間違いの無い事はその後の精査でも確認する事が

出来て居ます 5)。

ルヴェリエの方法の何処に誤りが在るのかを示すべく彼がパリ天文台報に

報告したものの中から ここが問題と云う部分を抜き出して説明を試みる事に

しました。ルヴェリエの文章をその儘に翻訳したのでは伝わり難い処も在り

ますので補ったり省いたりして行きます。ルヴェリエの文章の説明の部分では

私見を交える様な事は控えて居ます。私見は解説の部分で述べて行きます。

水星近日点と言えば一般相対論と反応する人は兎も角として多様な思考の

出来る人に興味を持って読んで頂けたらと切に願って居ます。

先ずはパリ天文台報の第二巻 6)からです。対象は 39頁の後半の 7行及び
40頁の上から 19行の都合 26行です。これを何行かずつに区切って説明を
加えて行きます。

文字表記は『天界』誌上に試みて居ます天体力学入門講座との関連で適宜
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書き換えて行きます。

☆ page 39 真黄経 及び動径に対する摂動

Les perturbations de la longitude et du rayon vecteur, ainsi calculées, con-
tiendront des termes dépendants de l’anomalie moyenne M . Représentons-
les par

δφ = S sinM + C cos M

δr = S∗ sinM + C∗ cos M

水星の真黄経 φ 及び動径 r に対する惑星摂動の中には sinM や cos M に

上の形で 水星の平均近点離角 M に依存するものも在る。

Imaginons qu’en intégrant les équations (1), nous ayons ajouté aux valeurs
de e et $ deux constantes ∆e et ∆$.

要素変化の式 (1)を積分する際に 軌道要素の離心率 eと近日点黄経$の

値に 二個の微小定数∆eと∆$を加え合わせたとしてみる。

Il en résultera, dans la longitude et dans le rayon, des inégalités dépendantes
de M et qui, jointes aux précédentes,

☆ page 40

leur donneront la forme

dφ ≡ (2∆e + S) sin M − (2e∆$ − C) cos M

dr ≡ −(ae∆$ − S∗) sin M − (a∆e− C∗) cos M

その結果 上に示した様な表式が得られる事になる。

Or on peut disposer de ∆e et de e∆$ de manière que les termes de dφ

soient nuls. En posant à cet effet

∆e = −S

2
, e∆$ = +

C

2
,

この時 ∆eと e∆$を 上に示す様に選ぶなら dφを零にする事が出来る。

on n’aura plus qu’à considérer l’inégalité du rayon vecteur

後は 動径に対する摂動が次の様になると云う事を念頭に置きさえすれば

良い。

(44) dr = −(
aC

2
− S∗) sin M + (

aS

2
+ C∗) cos M.
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On apercevra aisément que cette transformation n’est exacte qu’autant
que S et C , et par suite ∆e et e∆$ , sont de très-petites quantités, ce qui
a lieu dans la pratique ;

そうした扱いが可能なのは SやC 従って ∆eや e∆$が極めて微小な量に

留まる限りに於てである。現実はそうなって居る。

autrement on ne pourrait négliger les termes d’ordre supérieur par rapport
aux excentricités, comme nous l’avons fait ici.

そうで無かったら離心率の二次以上の項を無視してはならない。ここでは

それらを無視する事が出来たのである。

On peut encore voir que l’artifice dont nous venons de faire usage revient
à supposer qu’on ait déternimé l’excentricité et la position du périhélie par
l’observation de l’équation du centre, et sans en avoir retranché les termes
S sinM + C cos M .

ここで用いた便法は 中心差の観測から離心率 eと近日点の位置$を決定

した事に相当する。これらの要素の中に 摂動分 S sinM + C cos M を含んだ

儘なのは勿論の事である。

Mais alors on doit faire subir à ces éléments une correction avant de les
employer au calcul du rayon,
従って動径を計算するのに供する前に これらの要素に含まれて居る上記

摂動分は除去して置かなければならないのである。

ou bien, si on les a employés directement à ce calcul, il faut faire subir
une correction au rayon lui-même : tel est l’objet de la formule (44), comme
on le reconnâıtra facilement.

観測で求めた値をその儘計算に用いたいと思うなら動径の方に摂動分の

補正を加えなければならない事になる。容易に納得されると思うが (44)式が
意図した処のものがそれなのである。

続いてパリ天文台報の第五巻 1) から抜粋します。ここでは 16頁の真中の
9行及び下段の注記の 4行の 13行が対象です。

この中に登場して来る二つの項 −0′′.011 sin ` 及び −0′′.003 cos ` に対する
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ルヴェリエの扱いが大問題なのです。この事を理解する上で第二巻からの

抜粋が必要なのでした。

☆ page 16 真黄経 及び動径に対する周期摂動

Il entre, dans l’expression des perturbations de la longitude, des termes
dépendant uniquement de la longitude de Mercure même.
真黄経 φ に対する摂動の中に 水星の平均黄経 `のみに依存する項が存在

して居る。

On sait qu’on peut les négliger, pourvu qu’on ajoute au rayon certains
termes dépendant du même argument (Chapitre VI, Tome II).
水星の平均黄経 `を引数に持つ摂動を動径の方に移すなら 真黄経に対する

補正は不必要であると云うのは既に確認した処である（第二巻　第六章）。

Mais ces derniers termes sont insensibles, si ce n’est dans l’action de Vénus
sur Mercure ;
この動径の方に移すべき摂動は 金星を除くとその総てが無視可能な程に

小さなものでしか無いのである。

et, dans cette dernière théorie, ils se trouvent égaux et de signes contraires
aux termes −0′′.011 sin ` et −0′′.003 cos ` provenant d’une autre source.
そこで本理論に於ては −0′′.011 sin ` 及び −0′′.003 cos `の符号を変えた

ものが他から作用して居るとしてこれを無視する事にした。

Il résulte de ces considérations que les termes des perturbations qui dépendent
uniquement de la longitude de Mercure peuvent être négligés soit dans la
longitude, soit dans le rayon de Mercure (*).
この様に考えるなら水星の平均黄経 `のみに依存した摂動項は 真黄経に

於ても 動径に於ても 無視可能となるのが知れる。

(*) C’est ce qui a été fait en réduisant en Tables les inégalités produites
dans le mouvement de Mercure par l’action de Vénus.
この様な扱いが金星に依る水星への影響を「表」に取り込む際に為されて

居るのである。

En calculant les Tables relatives aux inégalités produites dans la longitude
par les actions de la Terre et de Jupiter, on a, par mégarde, conservé les
termes en sin ` et cos `.
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地球と木星に依る真黄経への影響を「表」に取り込むに際してはうっかり

して sin `及び cos `の形で 14頁 15頁に載せて仕舞った。

Peu importe, puisque l’une et l’autre voie sont également légitimes.
これは大した事では無い。「表」の方に取り込むのを止して sin `及び cos `の

形で摂動計算を行なったとしても どちらもが正しい結果を与えるからである。

以上で第五巻からの抜粋も終りです。これだけでは何がどんな風に問題

なのかが判り難いと思います。そこで解説を試みる事にします。

正しい扱いの 第二巻の (44)式では 水星の平均近点離角のM が使われて

居ますのに第五巻では動径への摂動 δr金星も真黄経への摂動 δφ金星も水星の

平均黄経の `が使われて居るのです。

大問題であると捉えて居ます δr金星 = −0′′.011 sin `−0′′.003 cos `は 13頁に
掲載されて居ますが同じ頁の同じ行に δφ金星 = +0′′.017 sin `−0′′.063 cos `も

掲載されて居るのです。

両者の間には ` = $ + M の関係が在りますから 21頁に記載の$の値

75°7′1″.03を用いて `をM に置き換える事にします。

金星に依る 水星の動径への摂動 δr金星 = −0″.011 sin `− 0″.003 cos ` =
= (−0″.011 cos $+0″.003 sin $) sin M−(0″.011 sin $+0″.003 cos $) cos M =
= 0″.000 0740 sin M − 0″.011 4015 cos M =
' 0× sinM − 0″.011 4015 cos M

金星のみに依る動径への摂動を δr金星 ≡ S∗金星 sinM + C∗金星 cos M と表記

する事にしますと上の計算は S∗金星= 0″及びC∗金星= −0″.011 4015と云う事を
表わして居ます。真黄経への摂動を δφ金星 ≡ S金星 sinM +C金星 cos M と表記

する事にしますと S金星 = 0″.065 2528及びC金星 '0″となるのが判ります。

長半径 aの値は 23頁に 0.387 0987と与えられて居ますので 動径 rに対する

補正式 (44) dr金星= −
(

aC金星
2

− S∗金星

)
sinM +

(
aS金星

2
+ C∗金星

)
cos M に

於ける
(

aS金星
2

+ C∗金星

)
は 0″.001 2281 == 5.954 1763× 10−9となります。

動径 rは uを離心近点離角とする時 r = a ( 1− e cos u )と表わされます。
離心率 eが微小な量∆e∗だけ変化したとしますと動径は−a∆e∗ cos uの量の

変化を受ける事になります。ここでは u ' M の近似が使えますので只今の

動径の変化は−a∆e∗ cos M と表わされる事になります。これが先の dr金星に
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相当するとしてみます。詰まり次の等式の成立を要求する訳です：

dr金星 '
(

aS金星
2

+C∗金星

)
cos M = a

(
S金星

2
+

C∗金星
a

)
cos M = −a∆e∗ cos M

これから∆e∗ = −
(

S金星
2

+
C∗金星

a

)
= −1.53 8154× 10−8 が得られます。

こんな小さな量など無視したって構わないでは無いかと思われるでしょう？

前進の問題を解いたと言われる一般相対論の場合は
3m

a(1− e2)
が前進量を

与える事になって居ます。ここでmは万有引力定数と太陽質量との積の値

1.32 7124× 1026cm3/sec2 を 光の速さの平方 8.98 7551× 1020cm2/sec2で

割ったものです。計算をしますと 1.47 6625×105cmとなります。a(1−e2)の
計算に長半径 a = 0.387 0987及び 21頁の離心率 e = 0.205 6105と何れも
ルヴェリエの値を用いますと 5.54 6099× 1012cm が得られます。斯くして

問題の量が 7.98 7370×10−8となるのが判ります。外ならぬこの小さな量が

一世紀当り 43秒角の前進量を与えるのです。

ルヴェリエもニューカムも上の∆e∗=−1.53 8154× 10−8なる量を謂わば

零と置いて水星の運動理論を構築して居るのです。為に一世紀当り 38秒角
又は 43秒角の不足が生ずる事になったと云うのが我々の見方 4) です。

この事に付いては改めて解説の機会の与えられる事を願って居ます。
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