
Copernicus,Nicolaus.(1473‐ 1543)

「]De revolutionibus orbiunl caelestium」

(天体の回転について )
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「天体の回転について」解説

井上  猛

ボーラン ド科学アカデ ミーは,コ ベルニクス生誕

500年に際 して各種の記念行事を開催。 1973年 9月

生誕の地 トルンで開かれた “人類 と宇宙"と 題する

国際会議に世界の各地から多数の科学者が参集 した。

本学創設者荒木俊馬先生は当該アカデ ミーに請われ

招待講演をなさったのである。随行 した一人として
,

1543年に印刷された 『天体の回転について』 を手

にする時は先生を偲び 暫 し深い感慨に耽つた。

『京都産業大学論集自然科学系列』 第 3巻第 3号

コベルニクス生誕500年記念特輯 昭和49年 (1974)

「コベルニクスは,ア リスタルコスらの考えに回帰

したに過ぎず真の意味での太陽中心説の創始者では

無い」と云つた見方がある。何と皮相な見方な事よ !
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古代 の ギ リシャ人 のみ な らず 中世 の人 々まで もが

ア リスタル コスでは無 しに,ア リス トテ レス更 には

フ トレマイオスらを支持 し続けたと云う事に思いを

致すべきである。

コベルニクスの出現無くしては断 じて『転回」は

有 り得なかつた |!

水星にニュー トンの力学では説明不可能な運動が

在るとし,それを説明 したのがアインシュタインの

理論であると云 う :こ れが `現代の常識 ' I

説明不可能な運動と云 うのは,実は水星運動理論の

中に誤 りが存在 したが為なのであるこ広く学界の認

める処では無いが,正 しい結果であると考えて居る3

これが “コペルニクス的転回"の端緒 となる事を

切に願 う。

巫

(い の うえ たけ し 本学名誉教授 )
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1AU特別総会 第62 Symposium(COpernican Symposinm I)報 告

分科会は初日の3時45分古在議長の挨拶によって始められた。

Scssion l. Planctary and Cometary Motionsの冒頭 :二 |ま A6aЛ aKHH氏カミニ, 三三

篇の論文を代読した。古在,湯浅両氏および Чe6oTapeB氏 らの論文が発表されたのも

この SCSSionで ある。

Scssion 2.Satellitcs and Astcroidsは 二日目の午前中に行われた。ここでは木星や

土星の衛星の運動に関する論文が提出されたが Garinkel氏 の ThC Global Solution

in thc Problcm of the Critical lnclinationと 題する講演には私も大いに関心を寄せ

中間軌道との関連について質問をした。

Scssion 3.Thrcc‐ Body Problcm iま 同じ二日日の午後に行われた。制限問題,数値

実影::二 よる続計, 滞留ある|ヽ は逃費の条件寺 :二 関する研究が発表された。この日の圧巻

|ま 最後に行|よ オ]れ た 1`0SCr氏 の Stabilit)・ Tllcory in Cclcstial Mcchanicsと 題す

る講演であった。惑星理:キ t二 翼われる無限級敷の収東性を調べ太陽系の安定性を結論す

ることができそうだと言った= しttし ながら彼の扱っている無限級数は惑星摂動論に於

ける一次理論のそれでしかな (安定 i生 を議論するのには不適当のように思われた。 それ

はともかくとして彼の話し振 り1二 :ま 持有の風格が感じられ聴衆を完全に魅了してしまつ

ているかの感があった。 彼の研究の大要は著書 :Stablc and Random Motions in

D)‐namiCal Systcms(PrincCtOn Univ.Prcss)の 中にあると言うことである。

三 日目の 7日 (金)に は SCSSiOn 4.N‐Body Problem が午甫t中 に, Session 5.

Stcllar Systcmsが午後に行なわれた。ここでは先ず,P01lard氏 が ThC Prescnt Statc

of tllc N‐ Body Problcmと題する興味ある講演を一時間に亘って行なった。 COfFcc‐

brCakの後では Losco夫人が変分方程式から導かれるが如き第一積分について発表した。

Saari氏 や A「eKЯ H氏 らの発表 |ま 午後であった。H6nOn氏 は Numcrical Expcriments

on tllc Stability of Sphcrical Stellar Systcmsと 題して講演を行なった。

猛上井
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最終日に1ま SCSSion 6.Dynamical Thcoryが行予わォしたが Markus氏の MOdCrn

Dynamical Systcm Theoryに よって四日間に亘るSymposiumは 締め括られた。力学

系の研究を如何に発展させるべきかと言う議論の中で “Simpler is bcttcr''と 言ったの

が印象的であった。

Symposiumを 終るに当って古在議長は如何なる決議も結論も提出しないことを確認 ,

ソ(い で力学系を記j生 する微分方程式が解析的にせよ数値的にせよ解かれたとしても短期

間の観測結果からは太陽系の安定性の如き大問題に対 しては慎重でな:ナ ればなるよいと

言う主旨のことを述べた。

Copcl・ nic■ls 4L誕の1也 TOrun では Intcrnational lじnion of HistoFy and Philoso‐

Phy Scicncc(IUHPS)お よび P01iSh Acadcmy of Scicnccsん ごUNESCOぉ ょび

IA Uの 後援を得て C0110quia Copcrnicanaを 9月 6日 (本 )か tЬ 12日 (水)ま で

開催した。私は10日 (月 )の午前 L'Hommc ct ic Cosmos ti=ぅ 主題の下に開かれた

記念講演会に出席 じ B.SuChOd01ski,T,Araki,Jo WcFICお よびЛo CeД oBの各氏の

講演を聴いた。荒木先生は Dcr Mcnsch und dcr Kosmosと tヽ う題の講演の中で Ba_

rnard星が惑星系を持つ可能性の極めて高いことを強調したが, これは当地の新聞記者

の注‖を意き私もこの事に関連 して二,三の
「 1間 を受けた。

私事に亘るがJとの度 IAUの特別総会および C0110quia Copel'nicanaに 出席すること

ができたのは京都産業大学総長荒木俊馬先生のお蔭である。たlLか ら Loca1 0rganiz‐

ing Colnlnittccの Chairman,Jo Smak博 士に対して,私宅i二 擦:き状を送る様手西こが

してあつたからである。両先生に深甚なる議l意 を表しつつこの報告を終えることにする。
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宇宙競ゆらぐ!

r懇 生
読む | ビッグバ ンはなか ったか

磯部秀 三著 .大和書房 ,1995

井上  猛

宇宙の話は、本誌でも既に原哲也教授に依っ

て大 きく扱われている
・)し 、アインシュタイン

の一般相対論が解き明かす宇宙の姿には、図書

館 3階の書棚に取 り揃えられている豊富な書物

で存分に接 して来ておられる事と思 う「これで

宇宙 も決まりか」と言いたい/4Lで ぁるが、そう

は間屋が卸 さない。

ここに紹介した『宇宙誕生の疑惑」は、 2年

前迄の天文学界の常識・定説を基に詳:かれたも

のである。帯封に “宇宙論ゆらぐ !it新のLft測

事実がつきつけた「ビッグバ ンの危機 !」
い
とあ

るが、中でも星よりも宇宙の方が若いと云うの

は何としても不都合な事ではある。親よりも子

供の方が年上と云うのであるからIヨ って仕舞うら

極 く最近の観測は此の困難を克服する事が出来

そうな方向に導いて行っている。そオlで も尚、

幾多の困難が現在の「ビッグバ ン理論」に残存

しているのは否定できない処である。

本書が世に出る3ヶ 月程前に、寿岳潤さんが

「天文月報」の書評欄の中で「宇宙の謎はどこま

で解けたか」(海部宣男著、新日本出版社)が優れ

た書物である事を述べた Lで 、次の様に警告し

ている:(科学ジャーナリストや一部の間外漢学

者が書く解説書には科学の現状を間違って伝え

るものも多く(「 宇宙論の危機」「ビッグバンはな

かった」「アインシュタイン本H対論は間違い」と

いったたぐい)、 専門仲間で定評のある科学者が

最新の成果を一般読者に直接訴えることがぜひ

必要だっうと。

著者の磯辺秀三さんは、星間物質の研究から

スター トして、恒星や銀河にもその研究領域を

拡げ、観測1支術の研究開発、天文教育の普及や

暗い夜空を取り戻す運動に乗り出すと共に日本

スペースガー ド協会の会長を務める等、幅広く

活躍している中堅の `安心できる
.天

文学者で

ある〕「ビッグバン宇宙論」にも通暁 して居れば

こそ、観測家としての良識から、li:む にdiま れ

ぬ気持ちで、本書を著わしたものと思われるc

…
定説"以外は `バ ラダイム'が

幅を利かせて、

多様な学者の登場を排除するのが世の常である。

そうした折に、本書を、斯うした風潮に一石を

投ずるものであると評するのは、見方が偏って

居ると言うべきであろうかc

')Lib.v.18,no.2 0ul.5,1991)

(い のうえ たけし 理学部教授)


