
R. P.ファインマンを偲んで
　ファインマン先生がとても明快に話した
ことを，さらに解説する必要がある．私た
ちがそう考えたことを知ったら，さぞかし
彼はびっくりすることだと思います．
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読者へのメッセージ

　いま訳者の机上に，ニュートンの『自然哲学の数学的原
理』，通称『プリンキピア』の邦訳が 2冊おかれています．
その 1つは，1930年に春秋社という出版社から刊行された
「世界大思想全集」のなかの 1冊で，岡邦雄という人が訳し
たものです．これは英訳からの重訳のようです．もう 1冊は，
1971年に中央公論社から出版された「世界の名著」のなか
の 1冊で，こちらのほうは河辺六男氏によってラテン語の原
本から直接に訳されたものです．昔はともかく，現在ではこ
れほど読まれることの少ない名著というのも珍しいのではな
いでしょうか．科学史の専門家は別として，物理学者でこの
本を通読した人はおそらくほとんどいないといってよいので
はないでしょうか．これを書いている訳者自身，ぺらぺらと
拾い読みをしたことはありますが，通読したことはありませ
ん．というのは，読もうにも読めないのです．現代の物理の
本と違って，微分方程式や数式の計算といったものは 1つも
ありません．あるのは平面幾何の図形ばかりで，それもギリ
シアのアポロニウスの円錐曲線論か何かに出ているらしい円
錐曲線に関する定理が次々に出てきて，正直にいって何をや
っているのかさっぱり分からないからです．
　訳者らが学生時代に習ったのは，デカルト以来の解析幾何
学による円錐曲線の話で，同じ円錐曲線を扱っていても，ま
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るで風景が違います．一方，力学のほうはどうかといいます
と，これもまた私たちの知っているのは，運動法則を微分方
程式で表わし，それを解くという解析的な方法です．
　ところが，この解析的方法というのが，物理の専門家は別
として，物理を勉強しようとするとき，一般の好学の人たち
にとって最大の障害になっているといってよいでしょう．誰
かの本に，数式が 1個ふえるごとに，読者の数が半減すると
書いてあったのを憶えています．このことは，一般の人たち
だけではなく，大学に入学したばかりの学生にとっても同じ
ことだと思います．大学に入学すると，理科系の学生は，い
やでも物理の講義を聞かされます．そしてまず出てくるのが，
微分方程式で表現されたニュートンの運動法則です．そして，
この本のテーマである太陽のまわりの惑星の運動を扱うとき
には，その微分方程式を極座標系というもので表現します．
その計算というのがかなり面倒なもので，高校で習ったはず
の微分計算とはかなり風景が違っているようです．大学の初
年級の講義は，高校の繰り返しにすぎないと，新聞などで悪
口をいわれていますが，それを信じてのんびりかまえた学生
は，ボクサーがリングにあがった途端に，強烈なアッパー・
カットを食らったように，これだけで何十パーセントかの人
が，ダウンしてしまいます．大学に入ったらおおいに遊ぼう
と考えていた学生の目を覚まさせる効果はあるかもしれませ
んが，それにしても犠牲者の数が多すぎるようです．
　大学に入学してくる学生のほとんどの人は，物理とは，相
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互に何の関係もない数多くの「公式」を丸暗記させて，日常
生活では経験したこともない現象についての人工的な問題を
解かせる，いけ好かない学問だと考えているようです．とこ
ろが本当は，そうではないのです．物理学という学問は，実
験によって得られた数多くの経験事実を法則という形にまと
めあげ，そして逆にその法則からすべての現象を論理的に導
き出し，さらには未知の現象の存在を予言するという学問な
のです．つまり，実験と推理という 2つの車輪を転がして，
この世界の本質を探究する学問です．それは，多くの人が考
えているような断片的知識の集積といったものではありませ
ん．また，世界の統一的な解釈を求めるといっても，他人の
いうことを頭から信じる宗教のようなものでもありません．
このいちばん大事なことを理解していない，理工系の大学出
身者が数多くいるということは，まことに嘆かわしいことで
す．
　この書物は，多くの人にとって頭の痛くなるような数式を
一切用いず，速度の変化，つまり加速度が加えた力に比例す
るというニュートンの運動法則と，その大きさが距離の 2乗
に反比例するという万有引力の法則にもとづき，初等平面幾
何学，それも垂直二等分線という中学生でも知っている知識
だけを利用して，惑星の太陽のまわりの楕円運動を導くこと
を目的としたものです．平面幾何学を利用する点では，ニュ
ートンの『プリンキピア』と共通していますが，ニュートン
の本のように，現代人に理解できないような難しい知識はま
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ったく必要としていません．ですから，もうずっと前に高校
を卒業してしまった人，また現役なら高校の 1年生にもこの
本は読めるはずです．このやり方を発明したのが，この本の
題名に出てくるリチャード・ファインマンです．
　さて，この本の内容について，少し説明しておきましょう．
この本の原題は，『ファインマンの失われた講義』というも
のです．これは 1964年の春に，カリフォルニア工科大学（略
称，カルテク）でファインマンがやった講義ですが，その記
録が行方不明になっていたのです．最近になって，その講義
のノートや録音テープを発見したのが，この本の著者たちで，
苦心惨憺の末，それを復元することに成功したというわけで
す．まえがきと序章には，そのいきさつと，それを本にした
動機が詳しく語られています．
　第 1章は，コペルニクスの地動説から，ニュートンの『プ
リンキピア』の発刊にいたるまでの歴史的展望が簡潔に説明
されています．それはまた同時に，ニュートン力学の考え方
の格好の解説にもなっていますので，力学をまったくご存知
ない読者にとって，この本の中核である第 3章を理解するた
めの予備知識としてお役に立つものと思います．
　第 2章は，その生前，長期間にわたってファインマンの同
僚として親しく接してきた著者の実体験にもとづく，ファイ
ンマンという人物の回想記です．これを読めば，ファインマ
ンという人がどんなに変わった，しかし優れた人であったか
を知ることができるでしょう．
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　第 3章は，この本の中心部分というべきものです．ファイ
ンマンの講義を復元した著者は，まことに忠実に，そして物
理を勉強したことのない人にも分かるように，詳細にわたっ
て，ファインマンの惑星の楕円運動の証明を解説しています．
物理に詳しい人は，話がくどすぎるという印象をもつかもし
れませんが，この種の厳密な論証に慣れていない一般人にと
っては，少々くどいほうが，言葉不足による誤解を招くより
はずっとよいと思います．この論証の進め方を見ることによ
って，一般の人たちも，物理学の物の考え方の本質，つまり，
物理は単なる断片的知識の集積ではないことを体験的に把握
できるでしょう．前にも述べましたように，利用されるのは，
極端な表現をすると垂直二等分線の性質だけというのですか
ら，どうか最後まで読み通してほしいものです．
　第 4章は，ファインマンが 1964年に，カルテクで実施し
たその講義の録音テープを掘り起こしたものです．原著には，
その CDがついていて，この CDを聞きながら，この文章を
たどり，ファインマンという人物を実感してほしいというこ
となのです．しかし，ファインマンの英語というのは，もう
機関銃から発射される弾丸のようでして，まあ普通の日本人
にはとても聞きとれるようなものではありません．それで，
この訳書では，CDは割愛して，ファインマンの話をそのま
ま訳しておくことにしました．内容は第 3章とまったく同じ
ものなのですが，黒板の図を指さして，あの赤い線とこの線
はだの，この青い三角形の面積とあれは等しいなどといわれ
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ても，その黒板の図がないのですから，この文章を読んでも，
ファインマンが何をやったのか理解できるはずがありません．
ですから，この文章を読んだが分からないと文句をいわない
でほしいものです．
　ただ，これを読めば，これからファインマンの講義の内容
を復元した著者たちの苦心が理解できようというものです．
それから，ファインマンという人がどんな人間であったか，
その風貌の一端がつかめるのではないかと思います．そうい
う意味で，この訳もまた無意味ではないでしょう．
　終章は，20世紀の初頭に，ニュートン力学が現代物理学
に取って代わられたいきさつが解説されています．現代物理
学というのは，相対性理論と量子力学のことです．もちろん，
この終章を読んだだけで，その内容が分かるはずはありませ
んが，現代物理学のもつ意味を，読者が知り，それをきっか
けとして，さらに深く学ぶことになればという著者の願いの
表われではないでしょうか．
　最後に，この書物が，現代の若者たちの理科離れの傾向へ
の 1つの歯止めとなれば幸いです．なお，原著の発刊前に，
この本を訳すよう勧めてくださった岩波書店の宮内久男氏に
感謝したいと思います．

1996年 7月

 砂 川 重 信
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ま え が き

　ここでお話しするのは，迷子になったファインマンの講義
のノートが，どうして行方不明になり，それがまたどういう
ことで見つかることになったかのいきさつについてです．
　1992年の 4月，カルテクの記録保管員の私は，物理学科
の主任のゲリー・ノイゲバウアー教授から，ロバート・レイ
トン教授の研究室にある書類をよく調べたかと聞かれました．
レイトンは病気で，そのため彼の研究室はもう何年にもわた
って利用されていませんでした．レイトンの奥さんのマージ
は，ノイゲバウアーに研究室を片付けてもけっこうですとい
っていました．彼女はすでにご主人の本や私物を集めていま
した．それで資料館として欲しいものを私がとり，その残り
を物理学教室が処分するということになったわけです．
　レイトンは，1970年から 1975年までの物理教室の親玉の
仕事のほかに，マシュー・サンズとともに，カルテクの新入
生と 2年生のために実施された 2年間にわたるリチャード・
ファインマン教授の初等物理の講義の編集と刊行を総括する
仕事にたずさわっていました．1960年代の初期にアディソ
ン・ウィズリー社から 3巻本として出版されたその講義（『フ
ァインマン物理学』）は，実質的に物理の全領域を扱っており，
それは今日にいたるまで，その新鮮さと独創性を保っていま
す．私は，そのレイトンとファインマンの共同作業のはっき
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りした証拠を見つけたいと思っていました．
　いたるところにしまわれている書類の山をより分けるのに
2週間ほどかかりました．でも，レイトンは私の期待を裏切
りませんでした．私は 2冊のホルダーを掘り出しました．そ
の 1つは，未完の「ファインマンの新入生用講義」で，もう
1つは，「アディソン・ウィズリー」と銘打ったもので，そ
れらは，ここ数十年間の予算書と購買注文書と，それから無
数の数字でおおわれた黄ばんだコンピューター用紙の山の間
に押しこまれていました．これらはみな，彼の研究室のすぐ
外の倉庫のなかにまとめてほうりこまれていました．レイト
ンと出版社との往復文書には，本の体裁，カバーの色，外部
の読者からのコメント，他の学校の採用状況，それから本が
どれだけ売れそうかという見積りに関する詳細が含まれてい
ました．私はそのホルダーを「救助」と名付けた山積みの上
に置きました．もう 1つのホルダーは，未刊行のファインマ
ン物理学の講義を含むもので，私はそれを自分で資料館に持
ち帰りました．
　『ファインマン物理学』の 1963年 6月のファインマン自身
の序文のなかで彼は，そこに含まれていない講義のあるもの
についてコメントをしています．彼は最初の年に問題の解き
方に関する選択科目の 3つの講義を担当しました．そして事
実，レイトンのホルダーのなかの項目のうちの 3つは，1961
年 12月にファインマンが行なった概論 A，B，Cの生の筆
記録であることが分かりました．慣性航法に関する講義は，
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ファインマンが次の月に行なったもので，これもまたファイ
ンマン自身の不幸な決断によって切り捨てられたものです．
私はレイトンのホルダーのなかで，この講義の筆記録の一部
を見つけました．またそのホルダーには，それに続く 1964
年 3月 13日の日付のある未刊行の講義の筆記録の一部があ
り，そこにはファインマンの手書きのノートが，1束いっし
ょに含まれていました．それは，「太陽のまわりの惑星の運
動」と題するもので，アイザック・ニュートンの『プリンキ
ピア』のなかの楕円の法則の幾何学的証明に対する，正統的
な方法とは別のやり方を与えるものでした．
　1993年の 9月，私はファインマンの講義の録音テープの
原物のリストを作成する機会を得ました．これらのテープは
資料館に所属することになったのです．そのなかには，アデ
ィソン・ウィズリーの本にはない 5つの講義が含まれていま
した．そこで私は，レイトンのファイルのなかの 5つの未刊
の講義を思い出したのです．これらの未刊行の筆記録は，あ
の 5つのテープに対応しているに違いありません．また資料
館には，これらの講義のうちの 4つの講義―ファインマン
が彼の序文で述べた 4つの講義―に対応する黒板上の図形
と数式を写した写真があります．ところが，1964年 3月の
惑星の運動に関する講義の写真は 1枚も見つかりませんでし
た．（この本の挿し絵を選んでいる途中で，私は偶然，この
特別講義をやっている間に撮られたファインマンの写真を 1
枚見つけました．それを複写したのが目次裏の写真です．）
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ファインマンは，1964年の講義の黒板に書いた図のスケッ
チを含むノートをレイトンに渡したのですが，『ファインマ
ン物理学』の最終巻（1965年）にこれを入れないことに決めた
のは明らかにレイトンです．この巻は本来，量子力学を扱う
ものだったからです．やがて，この講義のことは忘れられて
しまいました．事実上，それは失われてしまいました．
　これらの 5つの未刊のファインマンの講義を全部，忘却の
かなたから救出しようというアイディアが，デイビッドと私
に要望されました．そこでその年の 12月，私たち夫婦がよ
くやることなのですが，2人でフラスカチというイタリアの
丘の町に旅行したとき，テープのコピー，筆記録，黒板の写
真とファインマンのノートを携行しました．次の 2週間の間
に，私たちは耳をすませてテープを聞き，メモをとり，ファ
インマンの冗談に笑い，それぞれの講義のあとの学生たちの
質問とそれに対するファインマンの答に緊張したりして，た
くさんのノートをとりました．しかし最終的には，いまなお
生命力，独創性と，それにファインマンが教室にいることに
伴う迫力を保つ講義は，惑星の運動についての 1964年の講
義だけであるという結論に達したのです．―しかしそれに
は，黒板の写真を十分に補足することが要求されます．とこ
ろがそれがないのです．そこで私たちはやむなくこの計画を
放棄せざるをえませんでした．
　私はそう思ったのです．ところが，ファインマンの講義の
断片がデイビッドの脳裏を離れないのです．とくに，彼が次
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の年に新入生の同じ問題についての講義を担当することにな
ったときにそうなったのです．彼はそのテープをもっていま
した．しかし，ファインマンのノートにある数個のじれった
いスケッチと，ファインマンが学生というよりも自分自身の
ために書きとめたいくつかの言葉から，黒板に書いた図形や
記号を再現することができるだろうか．「ともかく，もう一
度やってみよう」と彼はいいました．それは 1994年の 12月
のはじめ，私たちがパナマ運河経由の旅行に出かけようと荷
作りをしていたときでした．こんど私たちが携行したのは，
1964年の講義の筆記録とそのノート，それからおまけに，
ケプラーの『新天文学』とニュートンの『プリンキピア』か
ら選び出した適当なページだけでした．
　S. S.ロッテルダム号で，アカプルコからフォート・ラウ
ダーデールまで航行するのに 11日間かかりました．毎日 2
時間から 3時間の間，デイビッドは私たちの船室に閉じこも
って，ファインマンの失われた講義の解読につとめました．
ファインマンがやったように，彼はまずニュートンの幾何学
的証明から始めました．最初の突破口は，彼が『プリンキピ
ア』のカジオリ版の 40ページのニュートンの書いた図とフ
ァインマンの最初のスケッチの一致を見つけたときに開かれ
たのです．デイビッドが，自分もまたある点までのニュート
ンの話の筋道をたどることができたといいだしたのは，私た
ちがもう 3日または 4日ぐらい海上にいて，コスタリカの海
岸線がはっきりと見えたときでした．私たちが太平洋から大
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西洋に移動するときには，彼はまばらに散らばるファインマ
ンの曲線や角，そして交差する線の上手な手書きの図形の完
全なとりこになっていました．彼は，船からの風景を無視し
て船室にこもり，ニュートンの，ファインマンの，そして彼
自身の幾何学の図形に夢中になっていました．朝も夕も，毎
日長い長い間．私たちがフォート・ラウダーデールに到着し
たとき，彼はファインマンの議論のすべてを知り，理解しま
した．帰路の航空機上で，この本は形をなしたのでした．
　この書物の最終的な形は私たちの家族や友人に負うところ
が大です．マルシヤ・グッドスティーンは，ファインマンの
幾何学の話を説明するのに必要な約 150個の図を描くための
非常に簡単なソフトをうまいこと作ってくれました．卓越し
た編集者で外交家でもあるサラ・リピンコットは，文章の調
子や体裁について親切に教えてくれました．W. W.ノートン
社の副社長のエド・バーバーは，長い間この本の出版を勧め
てくれたのですが，その努力は失われた講義が再現されたと
きに報われました．ロビー・フォグトは物語の起源について
いろいろ教えてくれました．ジム・ブリンは原稿を読んで有
益な示唆を与えてくれました．ジム・テレグリは，この本の
主題に関するジェームス・クラーク・マクスウェルの証明に
ついて，私たちの注意を喚起してくれました．最後に，カー
ル・ファインマンとミシェル・ファインマンの親切な協力と，
カルテクの知的所有権の弁護士のマイク・ケラーのさわやか
な援助に感謝したいと思います．なお，この本の収益は，カ
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ルテクの科学と学術研究を援助するために使われます．
　この本の写真は全部カルテクの資料館からのものです．

1995年 5月　パサデナにて

 ジューディス・R.グッドスティーン
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何物をも発見することなく長々と大問題について
議論するよりも，私はむしろ，たとえ小さなこと
でも一つの事実を発見するほうがよいと思う．
 　―　ガリレオ・ガリレイ

　この書物は，たしかに小さなことではありませんが，たっ
た 1つの事実についての本です．惑星または彗星，あるいは
また他の何でもよいのですが，それが宇宙空間を貫いて，重
力の作用のもとで弧を描いて動いているとき，それは数学的
曲線のうちの非常に特殊な組の 1つを描きます．それは円ま
たは楕円，放物線，あるいはまた双曲線のうちのどれかです．
これらの曲線はまとめて円錐曲線として知られています．な
ぜ自然は天空に，これらの，そしてこれらだけの美しい幾何
学的図形を描き出すことを選んだのでしょうか．この問題は，
深遠な科学的かつ哲学的意味をもつだけでなく，歴史的にも
大きな意味をもつことが明らかにされています．
　1684年の 8月，エドムント・ハレー（後に彼の発見した彗
星にその名がつけられました）は，高名な，しかしいくらか
変わり者の数学者アイザック・ニュートンと天体力学に関し
て話をするために，ケンブリッジに旅行をしました．惑星の
運動は，太陽と惑星の間の距離の 2乗に反比例して減少する
太陽からの力の結果によるものだろうという考えは，当時の
科学界に広く流布していました．しかし，それまで誰もその
十分な論証を与えることができませんでした．ところがニュ
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ートンは，自分はそのような力が楕円軌道―それはまさに，
ヨハネス・ケプラーが 70年も前に天体の観測にもとづいて
導いた軌道―を与えることを証明できたともらしたのです．
ハレーはニュートンにその証明を見せてくれるよう迫りまし
た．ところがニュートンは，私はその証明をどこかに置き忘
れてしまったといって断わったのです．しかし，それをもう
一度やり直して，ハレーに送ることを約束しました．事実，
それから数か月の後，1684年の 11月に，ニュートンは 9ペ
ージの論文を送り，そのなかで彼は，重力の逆 2乗の法則が，
ある力学の基本原理を用いることによって，楕円軌道だけで
なく，ケプラーの惑星運動の他の法則と，さらにその他のこ
とをも与えることを証明しました．ハレーは，自分が自分の
手のなかに宇宙を理解する鍵そのものを握っていることを知
りました．そしてそのとき以来，そのように考えられるよう
になったのです．
　ハレーはニュートンに，それを出版する準備をするように
しきりにうながしました．しかしニュートンは，自分の仕事
にまったく満足せず，その改訂を望んで，そのため出版が遅
れたのです．遅れはほとんど 3年にも及びました．その間ニ
ュートンは，こんどは徹底的にこの問題にとりかかり，この
仕事のほかはもう何もしないように見えました．こうして，
1687年の末に出現したのが『自然哲学の数学的原理』，通称
『プリンキピア』だったのです．それはニュートンの傑作で
あり，近代科学を創始した書物でした．
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　それから約 300年の後，物理学者リチャード・ファインマ
ンは，明らかに彼自身の楽しみのために，初等平面幾何学よ
りも程度の高い数学を用いないで，ケプラーの楕円の法則を
証明しようと企てたのです．彼が 1964年 3月のカルテクの
新入生のクラスの特別講義を依頼されたとき，ファインマン
はその講義をその幾何学証明にもとづいてやることにしまし
た．その講義は当然，録音テープにとられ，また筆録されま
した．普通は，ファインマンが講義をしている間の黒板の写
真も撮られるのです．このときもそうしたのですが，ところ
がそれは残りませんでした．彼がどの図のことをいっている
のかを示す印がなければ，その講義を理解することはできま
せん．しかし，その講義のファインマン自身のノートが，彼
の共同研究者のロバート・レイトンの書類の間から再発見さ
れたとき，ようやく彼の議論の全体像を再構成することが可
能になったのです．
　ファインマンの失われた講義のノートの発見は，私たちに
絶好の機会を与えてくれました．ほとんどの人々にとって，
ファインマンの人気は，彼の悪漢風の行為によるものでして，
そのことは彼の逸話を集めた 2冊の本（『ご冗談でしょう，フ
ァインマンさん』と『困ります，ファインマンさん』）に詳し
く書かれています．これらの本は，彼がレイトンの息子ラル
フと協力してその晩年に著わしたものです．これらの本のな
かの話は，どれも皆，とても面白いのですが，どれも大げさ
に誇張されて受けとられています．なぜなら，その主人公は
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また英雄と呼ぶにふさわしいひとりの理論物理学者なのです
から．しかも，科学者ではない読者には，ファインマンの心
のなかを見通し，また彼のもつ他の面―つまり，その科学
的思考についての忘れえぬ印象を残す強力な知性―を知る
すべはありません．しかしながら，この講義のなかでは，フ
ァインマンは彼の才能，洞察力，直観力のすべてを動員し，
そして彼の議論は，数学的知識を一段一段重ねていくことで
話をあいまいなものにしたりしません．数学的知識というと，
物理学におけるファインマンの業績の多くは初学者にとって
理解不能ですが．この講義は，平面幾何学をマスターした人
なら誰にでも，仕事中の偉大なファインマンを知る機会を与
えるものなのです！
　ファインマンは，なぜ楕円のケプラーの法則を平面幾何だ
けを使って証明しようとしたのでしょうか．この仕事は，も
っと進んだ数学の強力なテクニックを用いることによって，
もっと容易にやることができるのです．そのような進んだテ
クニックのいくつかを自分自身で発明したにもかかわらず，
アイザック・ニュートンが，彼自身による『プリンキピア』
でのケプラーの法則の証明で，平面幾何だけを用いたという
事実に，明らかにファインマンはその好奇心をそそられたの
です．ファインマンはニュートンの証明を筋を通して理解し
ようとしました．ところが彼は，ニュートンの議論のあるポ
イントを乗りこえることができませんでした．なぜかといい
ますと，ニュートンはファインマンの知らない円錐曲線の不
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可解な性質（それはニュートンの時代にはホットなトピック
スだったのです）を利用しているからです．そのために，彼
が講義のなかで言っているように，ファインマンは独自の証
明法をつくりあげたのです．
　さらに，これは，ファインマンが単にいたずら書きをした
1つの面白い知的パズルに止まるものではありません．楕円
の法則のニュートンの論証は，古代世界を近代世界から分離
する 1つの分水線―あの科学革命の絶頂点なのです．それ
は，ベートーベンの交響曲，あるいはシェイクスピアの劇，
またはミケランジェロのシスティナ礼拝堂に比肩される人間
精神のこの上ない偉大な業績の 1つなのです．物理学史上の
重要性は別にしても，それは，ニュートンの時代以来，すべ
ての深刻ぶった思想家たちを煙にまき困惑させた驚くべき事
実，自然は数学に従うという事実の決定的な証拠となってい
ます．
　これらのすべての理由から，このファインマンの講義は世
界中の人が見られるように公開される価値があるように思わ
れます．しかし，その代償は読者にとって安いものではあり
ません．この特異な講義は，カルテクの新入生のクラスのな
かの数学を得意とする連中をもひるませたに違いありません．
たとえ，それぞれの独立したステップは初等的なものであっ
ても，全体としてはその証明は単純なものではありません．
そして，いったんファインマンの書いた黒板や，教室でのフ
ァインマンの生気あふれる風貌から離れてしまうと，その講
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義はそのあとをたどるのがきわめて難しくなってしまうので
す．にもかかわらず，この本の目的は，ニュートンの楕円の
法則の論証の歴史的意味を記述し，さらにファインマンその
人の生涯と業績を語ることにより，読者をこの世界に引きこ
むことにあります．それからまた，それに劣らず，ファイン
マンがその講義で述べた証明を再構成し，それを高校で教わ
った幾何を憶えている読者に非常に詳しく，かつ丁寧に説明
することによって，ファインマンのすばらしい理論を理解し
てもらうことにあります．こうして，その講義の，この本に
含まれている筆記版と録音版の両方の用意が整ったわけです．
（訳者註：日本語版では録音版は出版されていません．）





1
コペルニクスから 
ニュートンまで
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　1543年，ポーランドの修道士ニコラウス・コペルニクス
が死の床に横たわっていたとき，彼の著書『天球の回転につ
いて』の最初の見本刷りがもたらされました．彼は，この本
を出版することによる結果に決して直面することのないよう
に，意図的にその出版を遅らせたのです．この本は，とても
ありそうもないこと，つまり地球ではなく，太陽が宇宙の中
心であることを提案していました．その本は，天空のなかに
現実に存在するものの回転（revolution）に関するものでした
が，それはまた科学革命（Scientific Revolution）と比喩的に
よばれるようなものの始まりでした．今日，政治的な，ある
いはその他の大変動を革命（revolution）というとき，それは
コペルニクスに敬意を表しているわけです．つまり，コペル
ニクスの回転に関するその書物が最初の革命をスタートさせ
たのです．
　コペルニクス以前には，世界についての私たちの見方は古
代ギリシアの哲学者や数学者から得たものでして，それはや
がて，紀元前 4世紀に生き，そして教えたプラトンとアリス
トテレスの教説のなかで固定化されました．アリストテレス
の世界では，すべての物質は 4つの元素，つまり土，水，空
気，火からできています．それぞれの元素は，あるべき本来
の場所―土は水にかこまれて世界の中心に，そして空気と
火はそれより上空の球内―を持っています．自然運動は，


