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研究ノート

ガリレオの天体観測（1）－月－
伊藤和行∗

Galileo’s astronomical observations (1) — Moon —

Kazuyuki ITO

§1 序
ガリレオ・ガリレイ（Galileo Galilei, 1564–1642）による望遠鏡を用いた天体観測
は，近代観測天文学の誕生を告げるものであり，17世紀科学革命における中心的な出
来事の一つである．ガリレオは 1609 年 12 月に望遠鏡による月の観測を開始し，翌
年 1月には木星の衛星を発見したが，それらの成果は 3月に『星界の報告』（Sidereus

nuncius, 1610）として公表された．その後 1612 年には継続的な太陽黒点の観測を行
い，『太陽黒点論』（Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti,
1613）では，黒点の形状変化と運動から，太陽の自転運動を推論している1．
これまでガリレオの天体観測に関する研究は主として上述の二つの著作の検討に向
けられ，一方で天体観測関係の手稿にはほとんど眼が向けられてこなかった．本論考
では，ガリレオの天体観測の中でも，最初に行われた月の観測記録に焦点を当て，その
内容を『星界の報告』における月の記述と比較検討する．残念なことに彼の観測ノー
ト自体は現存していないが，1610 年 1 月 7 日付けの書簡の下書きには，それまでの
彼の観測結果が報告されている．全体の半分以上を月の記述が占めていたが，それは
『星界の報告』における月に関する議論の原型となったものである．
月に関するガリレオの議論の中心となっていたのは，月の表面には地表と同様に起
伏があるという主張であるが，その背後には地球と月を同様なものとして捉える考え
があった．この主張は，伝統的な宇宙論の中核である階層的宇宙構造，とりわけ天上
界と地上界の区分を否定するものであって，近代における宇宙論革命を導いたといえ
よう．本稿では，まず書簡の内容を紹介し，ついで『星界の報告』における月の記述
との比較を通じて，月と地球，さらには天上界と地上界の同質性という考えがどのよ
うな形で望遠鏡による月の観察と結びついたのかを考察する．なお本稿の末部に，付
録として書簡の全訳を掲載する．

∗ 京都大学大学院文学研究科 ito.kazuyuki.7c@kyoto-u.ac.jp
1 ガリレオの人生と業績については以下の研究を参照されたい．Camerota 2004；ドレイク 1984；ファ
ントリ 2010．とくに天体観測に関しては，伊藤（2013），ブレーデカンプ（2012）を参照．
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§2 1610年 1月 7日付けの書簡

2.1 全体の構成と内容

ガリレオの月の観測結果を記述した書簡の下書きは，アントニオ・ファヴァロ編集
の国定版ガリレオ全集第 10巻においてほぼ 5ページにわたって掲載されている2．こ
の書簡の下書きには宛名が書かれていないが，その内容から，執筆時点ですでにガリ
レオから望遠鏡を贈られていた人物であることがわかるので，ファヴァロはアントニ
オ・デ・メディチ（Antonio de’ Medici）ではないかと推測している3．この人物は，当
時フィレンツェを始めとするトスカナを支配していたメディチ家の出身で，ガリレオ
の科学研究に関心を抱いていたとされる．一方ガリレオ研究者として知られるドレイ
クは，友人エネア・ピッコローミニ（Enea Piccolomini）に送ろうとしたものではない
かと考えている4．
ファヴァロによれば，この書簡には二つの手稿が存在している．一つは，フィレン
ツェ国立中央図書館にあるガリレオ手稿に収められているもので，18世紀のものであ
る．その冒頭には，オリジナルからガリレオの息子であるヴィンチェンツォ（Vincenzo
Galilei）によって写されたと書かれている．現存する手稿は，このヴェンチェンツォ
によるものの写しであり，写し間違いと思われる箇所も見られる．
もう一つの手稿は，ヴァチカン図書館に収められているものであり，これには粗雑
ではあるが，9枚の月の図が付けられている．ヴァチカン図書館のものとガリレオ手
稿のものを比較すると，後者は書簡の途中で終わっていることがわかる．以上のこと
から，全集には，ヴァチカン図書館版がいくつか修正を施して収められ，脚注でガリ
レオ手稿版との異同が示されている．実際に異同を見ると，内容上の大きな相違は見
られないので，本論考では全集版に基づいて考察することとする．書簡の分量は，全
集版で 5ページ，160行ほどであって，14の段落からなっている 5．
書簡は次のような内容から構成されている．

1. 挨拶と望遠鏡の倍率（段落 1前半：行 1–9：9行）
2. 月の記述（段落 1後半–8：行 10–121：112行）
3. 新しい望遠鏡などについて（段落 9–10：行 122–128：7行）
4. 恒星（段落 11–12：行 129–141：12行）

2 GON, 10, pp. 273–278.
3 GON, 10, p. 273.
4 ドレイク 1985，第 2巻，p. 185．
5 以下で書簡に言及する際には，全集版のページ番号と行番号を指示する．なお行番号は，書簡の冒頭
から通して振られており，各ページごとに振られてはいない．
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木星の近くの 3つの恒星（段落 11：行 129–136：7行）
惑星と恒星の違い（段落 12：行 137–141：4行）

5. 望遠鏡の設置方法などについて（段落 13：行 142–155：13行）
6. 挨拶・署名（段落 14：行 156–160：4行）

全体で 160行ほどの中で 110行強を月の記述が占めているように，1月初旬の時点ま
では，ガリレオの天体観測の中心は月だった．恒星に関する観測を始めて間もなく，
ちょうど木星の衛星を見たところだったが，まだそれが衛星であることには気づいて
おらず，恒星だと思っていた．1月中旬に，ガリレオは，木星の近くの天体が恒星で
はなく，木星の周りを巡っていることに気づき，以降観測の中心は木星に移行したの
だった．
以下でも触れるように，書簡の内容はほとんどが『星界の報告』に反映されている
が，書簡の最後にある望遠鏡の操作に関する説明は『星界の報告』では削除されてい
る．これは，この一節が彼から望遠鏡を贈られた人のためのものだったことによると
考えられる．その内容は，望遠鏡をしっかりと支持する必要性，レンズが曇らないよ
うに布で拭かねばならないこと，鏡筒は伸び縮みできねばならないこと，そして対物
レンズの周縁部を覆った方が，対象が明瞭に見えることなどである．20倍という，当
時としては驚異的な性能を持つ望遠鏡を操作するに当たって，ガリレオが様々な工夫
を重ねていたことがこの一節から覗われる．

2.2 月の記述

本稿の検討の対象である，月の記述（段落 1後半–8：行 10–121：112行）をまとめ
ると以下のようになる．

・段落 1後半（行 10–17：8行）
・月の表面は滑らかではなく，起伏がある．
・地表の山や谷に似ているが，それらより大きな隆起や窪みに満ちている．

・段落 2（行 18–26：9行）
・新月から４ないし 5日後の姿，明暗部の境界がぎざぎざしている．

・段落 3（行 27–56：30行）
・暗部に様々な輝く点がある．時間とともに成長して大きくなり，輝部と繋
がる．

・段落 4（行 38–57：20行）
・照部，とりわけ境目に多くの暗い斑点が見られる．
・それらは輝く縁によって区切られ，それらの縁は月の暗い部分の側にある．
・斑点が多いことから，その部分は氷ガラスに似ている．
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・光が増えると小斑点は大きさと暗さが減って，満月ではほとんど区別され
なくなる．

・斑点の暗い部分は太陽の側にあり，輝く縁は月の暗い部分に面している．
・これらの現象は，地上において山によって囲まれた谷がなすものに似て
いる．

・段落 5（行 58–78：21行）
・月のほぼ中央にある小斑点はとても大きく完璧に円形に見える．
・太陽の高さによる変化は，地上における円形劇場，あるいはボヘミア地方
がなすのと細部まで同じである．それでは，完璧に円形な平野が非常に高
い山々によって囲まれている．

・その小斑点は，暗い部分は完璧に円形であって，非常に高い境界によって
囲まれている非常に大きな窪みであることの証拠である．

・段落 6（行 79–103：25行）
・月が矩象近くのとき，下部すなわち南側に大きな湾があり，それは明部を
穿っている．

・窪みでは光る部分が大きくなり，岬のように三角形の隆起が張り出す．ま
た明るい点が現れ，成長し，最後には明部と繋がる．それらの点は，地上
における高い山々のようである．

・大きな斑点では，明暗の違いがないので，とても平坦であって，窪みや隆
起もない．

・月を地球に喩えるならば，海に対応しており，明るい部分は大陸すなわち
地表に対応している．

・段落 7（行 104–114：11行）
・あまり明るくない部分，一般に斑点と呼ばれている部分は，すべての部分
で同様ではなく，いくぶん明るい小隙が散在する．

・大きな斑点の一つは，二つの輝く長い障壁によって上下から限られている．
・段落 8（行 115–121：7行）
・月表面全体において，他よりも明るい小さな点がいくつかある．
・反対に他よりも黒い小斑点が数個ある．

§3 『星界の報告』における月の記述
『星界の報告』の冒頭にはトスカナ大公への献辞と出版許可があり，続く本文は 52
頁からなり，5つの部分から構成されている6．

6 国定版全集では 38頁となっている．GON, 3–1, pp. 59–96.
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・望遠鏡の仕組み　 5頁
・月の表面　　　　 17頁
・恒星と銀河　　　 6頁
・木星の「惑星」　 22頁
・結語　　　　　　 2頁

割かれているページ数からもわかるように，月の表面と木星の「惑星」すなわち衛
星7が，本書の議論の中心である．後半の木星の衛星の部分は，ほとんどが 1月中旬か
ら 3月初旬にかけての衛星の観測結果の報告に割かれていた．
前半の月に関する記述の中心は，月の表面がそれまで考えられていたような完全な
球面ではなく，地表のように起伏すなわち隆起や窪みがあることを，望遠鏡による観
察結果から論証することである．そこでの議論は次のようにまとめられる．

・段落 1　月表面に関する主要な主張
・月表面は明部と暗部に分けられ，大斑点と小斑点が存在する．
・月表面は，滑らかで完全なものではなく，窪みや隆起があり，地表面と同
様である．

・段落 2　上弦の月における境界線，小斑点の姿
・境界線は，完全な球体上におけるように一様ではなく，ぎざぎざになって
いる．

・黒い小斑点が明るい部分にある．それは，地上で日昇時に，山の影ができ
るのと同じである．

・段落 3　暗い部分にある輝く点，ピュタゴラスの考え，大斑点
・輝く点が暗い部分にある．地上で，山頂に太陽光が当たったときに同じこ
とが起こる．

・輝く点は，時間とともに大きくなり，照らされた部分と繋がる．
・「月はもう一つの地球のようである」という，ピュタゴラス的考えについて．
・大斑点は明るい部分よりも低く，明部は地面に，暗部は海に対応するので
はないか．

・段落 4　下弦前の大斑点
・下弦前に大斑点は黒い輪郭によって囲まれているが，山の頂と同様に太陽
側は明るく，反対側は暗い．

・段落 5　中央付近の最大の斑点
・中央付近のには最大の斑点があり，ほぼ完全な円形をしている．

7 まだ「衛星」という言葉は存在しておらず，ガリレオは「惑星」や「星」と呼んでいた．ラテン語で
従者を意味する satelles（複数形は satellites）という言葉を衛星の意味で最初に用いたのはケプラー
であり，『星界の報告者との対話』（Dissertatio cum Nuncio Sidereo，1610）において現れている．
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・その斑点は，地上のボヘミア地方に見られるのと同じ形状をしていると推
測される．

・満月には，窪みの姿はわかりづらくなる．
・段落 6　大斑点の特徴
・大斑点は，小斑点と違い，太陽の位置によって姿が変化しない．
・大斑点には，やや黒い場所や明るい場所，きわめて明るい場所が存在する．

・段落 7　疑問–月の外縁に起伏が見られないのはなぜか–への返答
・地上で山が連なっているとき，頂が重なって平らに見えるのと同様である．
・地球と同じように，月の周りを蒸気の球が囲んでいて，蒸気の層の下に山々
が隠されている．

・段落 8　月の山の高さ
・月の山の高さが地上のものよりも大きいこと．

・段落 9　月の高さの計算
・輝く点すなわち山の頂上の位置を用いて，月の直径を基準として相対的な
大きさを求める．

・段落 10　月と地球との類似性をさらに論証する事例
・月の二次照は，地球によって反射された太陽光による．
・地球も，満月のときには，月によって反射された太陽光によって明るく
なる．

以上のような『星界の報告』における月の記述を書簡のものと比較すると，前半部
分（段落 1～6）は書簡の記述をほぼ踏襲していることがわかる．議論の順序はまった
く同じというわけではないが，扱われている題材はほぼ同様であり，上弦における明
暗部の境界，小斑点（クレーター）の姿と地上の景色との比較，中央付近の大きな小斑
点，大斑点の特徴などが論じられている8．しかしながら『星界の報告』では，書簡に
はなかった記述が見いだされる．それでは，小斑点（クレーター）と大斑点（海）の
違いが明確に述べられていたのである．大斑点の特徴として，小斑点におけるような
太陽光の当たる角度による姿の変化が見られないこと，そして大斑点の中には起伏が
見られることが挙げられていた．これより，ガリレオが大斑点と小斑点は大きく異な
る性格をもつものと考えるようになっていたことが推測される．
一方『星界の報告』の月に関する議論の後半部分（段落 7～10）は，書簡には見ら
れないものであって，1月中旬以降に考えられたものと推測される．それは月の観察
結果の新たな記述というよりはむしろ，観測結果を出発点としてなされた推論と言え
よう．そこで論じられている，月の周りを囲む蒸気の層の存在や，月の山の高さの計

8 『星界の報告』仏語訳の注において，訳者の Pantinは書簡との対応関係を示している．Galilei 1992,
pp. 62–67.
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算，月の二次照の説明，これらはすべて新しい観察結果によるものではなく，すでに
書簡において述べられていたことを基にして議論を展開したものである．月に関して
は，書簡の時点でほぼ観察は終わっていたと言えよう．あるいは木星の衛星を発見し
たことによって，彼の観測の中心がそれらへ移ってしまったとも考えられる．

§4 「もう一つの地球としての月」
『星界の報告』における月の説明では，地球が月のモデルとして使われていた．月表
面の起伏や月の周りを囲む蒸気の層の存在を説明する際には地上における現象からの
類推に頼っている．ガリレオは月と地球とのアナロジーという考えを古代のものとし
ている．ピュタゴラス的な見解として「月はもう一つの地球のようである」9 という考
えを紹介している．さらに月表面の起伏の存在に関しては，プルタルコスからの影響
が指摘されている．プルタルコスは，De facie in orbe lunaeにおいて，月表面にも地
表面と同様に山や谷があるという見解を紹介していたが，1572年に出版されたラテン
語訳がガリレオの蔵書の中に残されていたことが知られている10．
さらにガリレオは，1604年に発見された新星をめぐる議論の中で，月は地球になぞ
らえられると述べていた．彼の手稿には，月が地球と同じような大気を持っていると
記されている11．ガリレオによるものと考えられている『ロンキッティの新星に関す
る対話』（Dialogo di Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosito de la stella nuova）の
中では，天上界も地上界と同様に四元素から構成されており，よって変化し得ると述
べられていた12．
以上のことから，ガリレオは，望遠鏡を月に向けたときには，すでに月をもう一つ
の地球とみなす考えを持っており，このことを観察によって確証しようとしたのでは
ないだろうか．地球からの類推によって，月の観測結果を理解しようとする姿勢は，
月を囲む蒸気球の存在や，月の二次照の説明においても確認される．さらにガリレオ
は，木星に関しても蒸気球が存在すると述べていた13．また『太陽黒点論』において
は，黒点は，地上における雲のようなものであると述べており，また太陽黒点の周期
的な運動から太陽の自転を推論していた14．ガリレオは，一貫して地球上の現象にな
ぞらえて，月や木星，太陽の現象を理解しようとしていたのである．このような見方

9 “Lunam esse quasi Tellurem alteram”, GON, 3–1, p. 65 ;ガリレイ 1976, pp. 22–23.
10 Galilei 2009a, p. 44, n. 54. Cf. Shea 2000, pp. 85–86.
11 GON, 2, p. 282. Cf. Galilei 2009a, p. 106, n. 69.
12 GON, 2, pp. 309–334, esp. p. 321. ドレイクによる英語訳（Cecco di Ronchitti, Dialogue concerning

the new star）がある（Drake 1957, p. 42）．ファントリ（2010, p. 82）参照．
13 GON, 3–1, p. 96 ;ガリレイ 1976, p. 73.
14 GON, 5, pp. 126, 133–4 ;ガリレイ 1976, pp. 106, 117–8.
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は，天上界と地上界をまったく異なる世界とみなす伝統的な宇宙観とはまったく相容
れない考えであるが，新星の議論に見られるようにパドヴァ時代にすでに抱かれてい
て，月の観察を契機として確固なものになったと考えられよう．

［Antonio de’ Medici?宛］書簡（［パドヴァ］, 1610年 1月 7日）15

殿下が満足されるように，月の表面を眺めたときに，わたしの筒眼鏡の一つでもっ
て観察したことをお話し致します．それを，非常に近くからのように，すなわち地球
の直径の 3倍よりも小さな距離にあるかのように見ることができました．その筒眼鏡
は，肉眼で見えるものの 20倍の直径で月を私に示し，よって通常見えるのに対して，
その面積は 400倍，体積は 8000倍で見えました．したがって，このように非常に大
きなものでは，優れた道具によって，そこにあるものを大いに明瞭に見分けることが
できます．また事実，非常に多くの人々が月やほかの天体がそうであると考えていた
ように，月が平らで，滑らかで，磨かれた表面からなるのではまったくなく，反対に
起伏があって，平らではないことがはっきりと見られます．要するに，月は，地表に
おいて散在している山や谷に似ている，しかし十分にそれらより大きな隆起や窪みに
満ちているということしか，正しい推論からは結論できないようなものであることが
示されます．月において私が観察した外見は以下の通りです．
最初に，新月から四日ないし五日後に月を見ることを始めますと，照らされた部分
と本体の暗い残りとの間にある境が滑らかに描かれた楕円線の一部ではなく，とても
不明瞭で，曲がりくねった，ぎざぎざした境界であることが見られます．そこでは，多
くの輝く点が外の方へ飛び出て，暗い部分の中に入り込んでいます．また反対に，他
の暗い部分が，いわば照らされた部分に入り，横の図において見られるように，正確
な楕円線を越えてその中へ侵入しています．
さらに前述の，明るい部分と暗い部分との間の境目すなわち境界が不規則であるだ
けなく，その近くに，暗い部分に位置した様々なきわめて輝く点が認められます．そ
れらは照らされた角からは完全に分かたれています．それらの点は，少しずつ成長し
て大きくなっていくので，数時間後には，輝く部分と一つになり，それらの点と光り
輝く部分との間にある場所も輝くようになります．そしてそれらは，横の図が示す点
に似たようになります．
さらに，照らされた部分では，とりわけ明暗の境目において，そして他よりも南の
角の周囲において，非常に多くの暗い斑点が見られます．それらは，ある種の輝く縁
によって区切られていて，その縁はすべて月の暗い部分の側にあります．暗い斑点は
すべて，太陽の光がやって来る部分の側にいつもとどまっています．これらの斑点が

15 “Galileo a [Antonio de’ Medici in Firenze?]”([Padova], 7 gennaio1610) in GON, 10, pp. 273–278. 原本
には 9枚の図版が掲載されているが，本翻訳では省略した．
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多いことから，その部分は，一般に氷のようなと呼ばれている16ガラスの一つに似て
います．ここの図は，そのわずかな例です．それから，光が次第に増えていくと，前
述の小斑点は大きさと暗さを減少させ，したがって満月ではほとんど区別されません．
それから月が欠けていくときには，非常に多くの斑点が再び見られるようになります．
しかしそれでも，すべての斑点で，いつも暗い部分は太陽の側にあり，輝く縁は月の本
体の暗い部分に面しています．そしてこれらの外見は，あらゆる健全な判断から理解
できるように，地上において，山によって囲まれた谷がなすものにまさに似ています．
前述の小斑点は非常に不規則な，様々な形で見えるので，月のほぼ中央に位置して
いる一つを観察しましたが，ある種の驚きを抱かずにはいられませんでした．それは
完璧に円形に見え，他のものに対してもとても大きいのです．そこでは，太陽がその
頂点を照らし始めたが，その中央の場所は暗いままに残しているとき，またそのあと
でさらに高く昇ってその底を照らし始めたときに，月の満ち欠けの際の，太陽自身の
月に対する相［太陽と月とのなす角度］が次第に変わるときには，地上において，とて
も大きな円形劇場が，あるいは言い換えるとボヘミア地方が，その平野が完璧に円形
であって，非常に高い山々によって完全に周囲を囲まれているときになすのものと細
部まで同じ明暗の姿が見られます17．また満月前後の月の姿はこれらに似ていて，い
つも暗い部分は太陽側で，明るい部分は反対側であることに気づきます．それは，暗
い部分は完璧に円形で，高い境界によって囲まれている非常に大きな窪みであること
のたしかな証拠です．
月が矩象［半月］近くのときには，下の部分すなわち南側の部分に，広い湾が認めら
れます．それは次のような仕方で明るい部分を穿っています．その窪みでは光る部分
が大きくなり，それから，岬のように三角形の隆起が張り出し始めます．そしてさら
に光を得ると，少し後には周囲にいくつかの他の明るい点が見つかります．それらは，
他の輝きから完全に切り離されて，闇によって囲まれていますが，成長して大きくな
り，最後には明るい部分と一繋がりになります．それはちょうど，地上において非常
に高い山々が，とても西側にあるにもかかわらず，夜明けには，それらのふもとから
東へ広がっている大きな平野よりも前に明るくなるようにです．前述の相違は，月の
明るい部分だけで見られます．しかし何の器具がなくとも，誰によっても見られる，
それらの非常に大きな斑点では，そのような明暗の違いは認められませんし，太陽も
何ら認められるような変化を生み出しません．よって，それらの斑点の表面はとても

16 “di ghiaccio”. 日本では「アイス・グラス」（ice glass）と呼ばれ，表面が細かいひびで覆われている
のが特徴である．

17 ガリレオは実際にボヘミア地方を訪れたことはなかった．Sheaと Baselliは，プトレマイオスの『地
理学』のイタリア語訳（La seconda parte della geografia di Cl. Tolomeo, Venezia, 1597）をガリレオ
は所有しており，そに載せられている図版がガリレオの主張の情報源かもしれないと指摘している
（Galilei 2009a, p. 24）．
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平らであって，さらに明るい部分全体をふさいでいる窪みや隆起もありません．した
がって，誰かが月を地球に喩えるようとするならば，むしろ海に対応していて，もっ
と明るい部分は，大陸すなわち地表に対応しています．そして私は，地球は，太陽に
よって照らされているのを非常に遠くから見ると，地表部分では，より明るい姿をし
ていて，海や他の水面はあまり輝いては見えないだろうという見解を以前からも本当
に絶えず持っていました．
しかし月のあまり明るくない部分，すなわち一般に斑点と呼ばれている部分は，あ
らゆる所でまたそのすべての部分で同様なのではなく，その斑点の残りよりもいくぶ
ん明るい小隙が散在しています．これらの大きな斑点の一つは，二つの長く，とても
輝く障壁によって上と下から限られています．それらは，一方は東の方へ，他方は反
対側へ曲がっているので，月が 5日ないし 6日のときには，外側に見事に突き出てい
て，この［図の］ように，境界を越えて暗い部分にも広がっています．
月の本体全体において，残りすべてよりも明るい小さな点がいくつかあることを観
察しました．そしてとりわけその一つが月の東の部分と南の部分の間に置かれ，星の
ように，他の部分よりも非常に輝いていました．また反対に，残りすべてよりも黒い
小さな斑点が他に 5個ないし 6個あります．とくにその一つは大きな斑点上，北側に
位置していて，太陽に照らされるのに対してとても抵抗しているように見えます．
他にも多くの細かいことを観察しましたが，さらにまだ観察すべきことがあると期
待しています．というのも，筒眼鏡が完成間近であって，それによれば地球の直径の
二倍以下にまで月に近づくでしょう．
上述の観察すべてについて，どれ一つとしてその素晴らしい器具がなければ見られ
ませんし，見られ得ません．したがって，天体に関する何らかのことを，これほど近
くから，かくもはっきりと見いだした世界で最初の人だと考えることができるのです．
また月の観察の他に，他の星々に関しては，以下のことを観察しました．第一に，望
遠鏡がなければ見分けられない多くの恒星が望遠鏡によって見られます．そして，今
夕，木製が三つの恒星を同伴しているのをみました．それらは，小さいために，まっ
たく見えないのですが．それらの配置は，以下のような形をしています．
経度で約一度ほどしか占めていませんでした．
惑星は，小さな満月のようにまったく丸く見え，円によって限られていて放射もあ
りません．しかし恒星はこのようには見えません．反対に望遠鏡を用いると用いない
ときよりもとてもきらめいて震えていて，どのような形をしているかがわからないよ
うに光を発しています．
さて殿下が命じられたことをすっかり満たすために私に残されていることは，筒眼
鏡の使用に際して守らねばならないことを述べることです．それは要するに，器具を
しっかりと保つことです．したがって，動脈の運動や呼吸自体から生じる手のふらつ
きを避けるためには，筒を何か安定した場所に固定することがよいのです．レンズは，



伊藤「ガリレオの天体観測（1）－月－」（103–114） 113

布で拭いてきれいに保たねばなりません．さもないと，息や，湿った，霧のかかった
空気，あるいは，とりわけ暖かいときに眼から発する蒸気自体によってその上に曇り
が生じるのです．筒は少しだけ，すなわち約 3ないし 4ディータだけ伸び縮みできる
のがよいのです．というのは，近い対象をはっきりと見るためには，筒はより長くな
ければならず，遠い対象に対しては短くなければならないことに気づいたからです．
眼より遠い凸レンズは部分が覆われていて，開けられている穴は楕円形がよいのです．
というのは，こうすると対象が非常に明瞭に見えるからです．
以上が，今のところ高名なる殿下にお話しできることです．心からのご挨拶を申し
上げ，神のご加護をお祈り致します．
　　　 1610年 1月 7日，自宅にて
　　　高名なる殿下へ　　　　　　　　忠実なる僕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガリレオ・ガリレイ
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