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研究ノート

ガリレオの天体観測（2）―木星の衛星―
伊藤和行 ∗

Galileo’s astronomical observations (2) – Satellites of Jupiter –

Kazuyuki ITO

§1 序

ガリレオ・ガリレイ（1564–1642）は，望遠鏡による本格的な天体観測を初めて行っ

たことで知られている．彼の活動は，近代観測天文学の夜明けを告げるとともに，太陽

中心説を中心とした宇宙観の革命を導くものだった．月表面の起伏や木星の衛星の発

見といった観測活動の成果は，1610年 3月中旬に刊行された『星界の報告』（Sidereus

nuncius）1 において公表されたが，ガリレオがその著作の刊行を決意したのは，とり

わけ木星の衛星の発見による所が大きかった．実際『星界の報告』後半部分は木星の

衛星に割かれており，木星の衛星を発見した 1 月 7 日から，刊行直前の 3 月 2 日ま

での二月程の間の観測結果が載せられている．それらの観測記録は毎夜の衛星の位置

の記述と図版からなっているが，一夜に対して複数回の観測記録が残されている日も

あった．

ガリレオが発見した「さ迷う星」が本当に木星の周りを巡っており，木星から離れ

ることもなく，木星とともに天上を移動していくことを説明するためには，毎夜の星

の位置を図示することが不可欠だったと考えられる．とりわけガリレオが製作した望

遠鏡（それもとくに性能のよいもの）でなければ，当時は衛星を観測することができ

ないことを考えると，その図版の役割はきわめて大きかったと言えるだろう．

木星の観測記録としては『星界の報告』の記述の元となったと考えられる観測日誌

が手稿としてフィレンツェ国立中央図書館に残されている 2．この手稿と『星界の報

∗ 京都大学大学院文学研究科 ito.kazuyuki.7c@kyoto-u.ac.jp
1 邦訳としては，ガリレイ（1976）がある．またガリレオの天体観測全般に関しては，伊藤（2013）を
参照．
2 Ms. Gal. Vol. 48, in Opere, III-2, pp. 425–434.『星界の報告』に掲載されている衛星の観測記録は 1
月 7日から 3月 2日までであるが，観測日誌は 2月 16日で一度終わっている．再開されるのは 3月
9日からである．1月 15日までの観測日誌は翻刻・英語訳がされている（Gingerich and Van Helden
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告』の記述を比較することによって，観測結果から著作が構成された過程を辿ること

ができよう．とくに木星の観測を初めて間もない 1月中旬に関しては，『星界の報告』

の記述は観測日誌の内容に大きく書き加えられていることがわかる．ガリレオは最初

木星の衛星に気づいておらず，木星のそばに恒星を発見したと思っていた．そのため

もあって日誌の記述は非常に簡潔であり，『星界の報告』における観測記録は後から振

り返ることによって発見過程を再構成したと考えられる．

本稿では，『星界の報告』の観測記録と観測日誌について，両者の内容に大きな違い

が見られる 1 月 13 日までの記述を比較検討することによって，ガリレオが観測記録

をどのように構成していったのかを考察する 3．

§2 観測日誌と『星界の報告』

観測日誌と『星界の報告』の記述を比較すると，まず気づくのが，日誌が最初はイタ

リア語で書かれていることである．『星界の報告』はラテン語の著作であり，草稿もラ

テン語で書かれているのに対して，観測記録ノートの最初の一週間はイタリア語で書

かれていた．それが 1 月 15 日の途中からラテン語に変わり，以後はラテン語で書か

れている．当時学問書はラテン語で書かれるのが一般的だったので，ガリレオは，木

星の衛星の発見を契機として，望遠鏡による天体観測の成果を学問書として公刊する

ことを考え始めたと推測される．

先にも触れたように，1月 15日まで，とくに 7日，8日，10日，11日の記述は，観

測日誌に比べて『星界の報告』の記述が長く，ガリレオが原稿執筆の際に補ったこと

が窺われる．それらの観測日誌の内容を『星界の報告』の記述と比較しつつ，彼が木

星の衛星を「発見」した過程を辿ると，後者が後から再構成されたものであると理解

できる．初日である 1月 7日の観測記録は次のとおりである（観測日誌は明朝体，『星

界の報告』はゴシック体を用いている）4．

2003, pp. 264–6）. また Gingerich and Van Helden（2011）は，1月 7日から 11日までの観測日誌は
一度にまとめて書かれたと推測している（p. 260）．
3 『星界の報告』の草稿が残されているが，木星の衛星の観測記録に関しては，本と大きな内容上の相
違はないようである（Opere, III-1, pp. 15–50）．また 1 月 15 日までの非常に簡単なメモが Stillman
Drakeによってミシガン大学図書館において発見されている（Drake 1976, esp. p. 162）．これは一枚
の断片であるが，下半分に，1月 7日から 15日までの木星とその衛星のスケッチ，そして簡単な説
明が記されている．このメモの位置づけについては，Gingerich and Van Helden（2003）が Drakeと
は異なる見解を提出している．
4 観測日誌の引用は，Opere, III-2, p. 427からであり，『星界の報告』の引用は Opere, III-1, pp. 80–82
からである．



伊藤「ガリレオの天体観測（2）―木星の衛星―」（43–54） 45

1610年 1月 7日に，木星は，覗き眼鏡でもって三つの恒星といっしょに次のよ

うに見られた． それらの星は，望遠鏡なしでは誰も見ることがな

かったものである．

そこで今年 1610年 1月 7日，その夜の 1時に，望遠鏡によって天の星々を

眺めていたとき，木星が姿を現した．そして私は，まったく優れた器械を用意

していたので，木星のそばに，小さな，実際小さいが非常に明るい３つの星が

あるのに気づいた（このことは，以前には，他の器械が劣っていたために起こ

らなかったのである）．それらは，恒星の一員だとわたしには思われたのだが，

しかし少なからずの驚きをもたらした．というのは，それらは正確に，黄道に

平行直線に沿って配置されているように見えたからである．そして大きさの等

しい他のものより輝いていた．それら相互の間の配置，また木星に対する配置

は以下のようである．

すなわち東側には二つの星があり，西の方には一つの星があった．もっとも東

の星と西の星は残りの星よりも少し大きく見えた．それらと木星との距離につ

いてはまったく気にとめなかった．なぜなら，述べたように，それらは，最初

は恒星だと考えていたからである．

1月 7日の時点では，ガリレオは，木星のそばの三つの星が恒星だと思っていたこ

とから，観測日誌の記述は簡単なものである．一方『星界の報告』では，観測時刻と

それらの星の配置，とくに黄道にそって並んでいる点が補われている．衛星の図を見

ると，観測日誌では，衛星が右上がりに並んでいるに気づくが，それは，日没（16時

30分頃と考えられる）から余り経ていない時刻に観測が行われ，衛星が黄道に沿って

並んでいたことによる．時刻が遅くなると，衛星は水平の直線上，さらには右下がり

の直線上に並ぶことになる．『星界の報告』では，衛星はすべての図において水平線上

に並ぶように直され，観測時刻による影響が除かれている．

『星界の報告』では，衛星の位置，大きさについても触れられているが，それらの情

報は，観測日誌に付けられた図から得られたのだろう．さらに単なる観測結果の報告

だけでなく，後からの補遺が含まれていることがその内容からもわかる．そのことは，
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最後の「最初は恒星だと考えていた」という表現からも示唆されている．発見した星

が木星の衛星であることに気づく 11日までの『星界の報告』の記述は，後日の観測結

果に基づいて，後から以前の観測結果を振り返る形で行われている．

8日には，木星と三つの星との位置関係が変化したことに気づいたが，その変化は

木星の運動によるものと考えられていた．

8日は次のように見えた． よって木星は順行し，計算家［天文学者］た

ちが考えているように逆行はしていなかった．

しかし，いかなる運命に導かれてなのかはわからないが，8 日に観測に戻っ

たとき，大きく異なる配置に気づいた．というのは，次の図が示しているよう

に，三つの小さな星すべてが木星の西にあり，互いに前夜よりも近くになって

おり，相互に等しい間隔で離れていたのである．

このときは，それらの星相互の接近にはまったく考えが及んでいなかった．し

かし，どうして木星は，1日前には，前述の恒星の二つよりも西にあったのに，

それらすべてよりも東に見られるのだろうか，という疑問が生じ始めた．そこ

で，木星は，天文学の計算に反して順行［東方へ進行］しており，したがって自

らの運動によってそれらの星を追い越したのではないだろうかと強く思った5．

『星界の報告』の 8日の記述では，三つの星と木星の位置関係の変化，またそれらの

星相互の位置関係の変化について補われている．またガリレオが観察している現象に

関して疑問を抱き始めていたことが「疑問が生じ始めた」，「強く思った」という表現

で示されている．とくに「このときは，・・・まったく考えが及んでいなかった」とい

うように，はっきりと後から振り返った記述であることがわかる表現も用いられてい

るが，このような表現が見られるのは最初の数日だけである．

10日の記述は，観測日誌と『星界の報告』では大きな違いが見いだされる．『星界の

報告』では場所の変化が木星ではなく「観察された星」にあると述べられているのに

対し，観測日誌では何も触れられていないのである．

5 下線は筆者による．
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10日は次のように見られた． 木星はもっとも西側のものと重なって

いて，そのために認められうる限りでは，木星は星を隠している．

10日には，それらの星は木星に対して次のような位置に現れた．

すなわち二つの星だけがそばにあり，両方とも東にあって，三番目の星は，私

の推測したところでは，木星の背後に隠れていた．以前と同様に，木星ととも

に一直線上で，黄道にそって正確に並んでいた．このことを見，またこのよう

な変化はいかなる理由からも木星に帰しえないことを理解し，さらに観察され

た星がいつも同じものであることを知ったので（というのは，木星の前を行く

ものであれ，後を行くものであれ，他には大きな距離でも黄道にそっては何も

なかったから），今や疑いが驚きに変わったのだが，現れた変化は木星ではな

く，それらの観察された星にあることに気づいた．それゆえ，いっそう注意深

くかつ正確に以後も観察すべきだと考えたのである．

『星界の報告』では，10日に動いているのが木星ではなく三つの星であると指摘さ

れたあと，11日に三つの星が木星の周りを巡っていると述べられている．それに対し

て観測日誌では，10日の時点では，木星と三つの星のどちらが動いているかについて

の記述はなく，11日になって初めて三つの星が「木星の周りをさ迷っている」という

表現が現れる．

11日はこのようだった． 木星にもっとも近い星はもう一つの星の半分

の大きさで，もう一つの星に非常に近かった．それに対して，他の夜には，それ

らはすべて三つが等しい大きさで，互いに等しく離れているように見えた．こ

のことから，今まで誰にも見え得なかった三つの他の星は木星の周りをさ迷っ

ているように見えるのである．

そこで，11日には，次のような配置が見られた．

すなわち二つの星だけが東にあり，それらの中で内側の星は，最も東の星から
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よりも，木星から三倍離れていた．そして両者は，前夜はほとんど等しく見え

たのだったが，最も東の星は他よりもほぼ二倍大きかった．よって，天上では，

金星と水星が太陽の周りを巡るように，三つの星が木星の周りを巡っていると

判断し，まったく疑いもなく結論したのである．このことは結局，白日の下で

のように，他の続く多くの詳しい観察によっていっそう明瞭に見て取られた．

そして三つのみならず，四つのさ迷う星が木星の周りを回転していることも観

察された．以下の説明は，続けて正確に観察された，それらの星の位置の変化

を与えるだろう．それら相互の間隔も覗き眼鏡によって，先に説明した方法で

もって測定した．さらに観察の時刻を付け加えたが，とりわけ同じ夜に多くの

観察を行うときにはそうだった．というのは，これらの惑星の回転はとても速

いので，時間による違いもしばしば認められうるからである 6．

ガリレオが，いつ運動しているのが木星ではなく三つの星だと気づいていたかとい

う点は観測日誌と『星界の報告』とで記述が異なっているので不明であるが，それらの

星が木星の周りを巡っていると考えたのは 11日だったという点は一致している．『星

界の報告』では，10日に三つの星に変化があることに気づき，11日に「木星の周りを

回転していることも観察された」というように時系列にそって補って再構成されたと

考えられる．この 11日の記録は当日の観測結果だけではなく，後日気づいたことも含

んでいることに注意する必要がある．ここで「四つのさ迷う星が木星の周りを回転し

ていることも観察された」とあるが，実際には，これは 11日のことではなかった．と

いうのは，13日の観測日誌にそのことを発見したということが述べられているからで

ある．なお『星界の報告』11日の観測記録では，衛星の大きさの違いにも初めて触れ

られていた．

『星界の報告』12 日の観測記録では，木星と衛星との距離が具体的に与えられて

いる．

12 日はこのような配置で見られた． 東の星は西の星よりも少し大き

く，木星は両者の間にあって，両方からその直径ほど離れていた．またおそら

く木星の東側，とても近くに非常に小さな第三の星があった．いや実際にそう

だった．というのも，とても注意深く観察し，夜はいっそう暗かったからであ

6 下線は筆者による．
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る．

こうして 12日，その夜の 1時には，以下のように星が並んでいるのを見た．

東の星は西の星よりも大きいが，両方とも非常によく見え，輝いていた．両者は

木星から 2分だけ隔たっていた．3時には，前には見えなかった三番目の小さ

な星も現れ始めた．それは東側からほぼ木星に触れており，まったく小さかっ

た．それらはすべて一直線上にあって，黄道にそって並んでいた．

観測日誌では，木星と衛星の間隔が木星の直径を基準として与えられ，木星の直径

ほど離れていたとされ，一方『星界の報告』では 2分だけ離れていたとされているの

で，これより木星の直径を 2分と考え，木星の直径を基準として測った距離を角度に

換算していたと推測される．『星界の報告』では，距離はつねに角度で与えられてお

り，観測日誌でも，15日と 16日は木星の直径と角度の両方が用いられ，17日以降は

角度による表示だけになっている．

12日までは「さ迷う星」は三つと考えられていたが，13日には第四の星が発見され

ている．

13 日には，器械をまったくうまく設定したので，木星の非常に近くに，この

ような配置で四つの星が見えた． あるいはむしろ次のようだった．

それらはすべて同じ大きさに見えた．西側の三つの星の間隔は木星の

直径よりも大きくはなく，互いには他の夜よりも著しく近かった．それらは，

以前のように正確に直線上にあるのではなく，三つの西側の星の中の中央のも

のがわずかに高い，あるいはもっとも西側のものがいくぶん低かった．これら

の星はすべて明るいが，非常に小さく，そして同じ大きさに見える他の恒星は

これほど輝いてはいない．

13日には，初めて私によって四つの小さな星が木星に対して以下の配置にあ

るのが観測された．

三つが西にあり，一つが東にあって，ほぼ直線を構成していた．というのは，西
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の中央の星が直線より北の方へわずかに逸れていたからである．東の星は木星

から 2分離れており，残りの星と木星との個々の間隔はわずか 1分だった．す

べての星は同じ大きさを示していた．また小さいけれども，非常に明るく，同

じ大きさの恒星よりもはるかに輝いていた．

13日の観測日誌および『星界の報告』において，衛星の間隔や大きさの他，衛星が

すべて直線上にあるのではなく，上に逸れているものがあることが初めて指摘されて

いる．ガリレオは，衛星がすべて一直線上にあるわけでないことに気づき，直線から

の逸れにも注意を払うようになっていた 7．

13日には，衛星が四つあること，それらは木星の周りを回転していることに気づき，

それら相互の間隔，大きさ，黄道に平行な直線からの逸れといった，観測すべき項目

がほぼ確定したと言えよう．この日以降は定型的な観測記録となり，観測日誌におい

ても必要な情報はほぼ載せられるようになり，『星界の報告』との内容の違いも小さな

ものになっていった．一夜に複数回の観測を行うことの必要性は『星界の報告』の 10

日の記録で述べられていたが，実際に複数回の観測記録が載せられるようになるのは，

観測日誌と『星界の報告』どちらにおいても 15日からである．

§3 衛星の「発見」をめぐって

『星界の報告』における衛星の観測記録は，観測の手順が定まる前の最初の一週間に

関しては，確定後の手順によって情報が補われ，再構成されていた．たとえば，衛星

が黄道に平行な直線上に並んでいることは，『星界の報告』では 7日の観測記録におい

て述べられていたが，観測日誌では 13日に初めて触れられているのである．すなわち

西側の三つの星の中の一つが直線から逸れていることに気づき，それから直線上に並

んでいるか否かということに注意するようになって，それまでの記録にもこの点を加

えたのだろう．

『星界の報告』の観測記録でも，とくに 11日のものは，後日の観測において気づか

れたことや行われるようになったことに言及していた．衛星の回転速度が速いために

時刻によって位置が異なるので，一夜に複数の観測を行うこと，その時刻を記録する

ことが必要であるということは他の箇所では触れられていない．それ以後の記録は，

7 直線上から衛星が逸れてしまうのは，衛星の軌道面が地球から見て斜めになっているためである．
（Cf. Gingerich and Van Helden 2011, p. 264.）
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純粋に観測結果の報告の形態を取っているのに対して，13日までの記録は純粋な報告

にとどまらず，観測方法の説明といった内容を含んでいたと言えよう．

また 11日の報告には，ガリレオが，どのようにして三つの星が木星の周りを巡って

いるのに気付いたのかという問題に関わる一節があった．ガリレオは，望遠鏡による

観測から，木星のそばに発見された星は木星から離れることなく，木星の左右を往復

しているように見えることに気づいた．しかしその往復運動を木星の周りの回転運動

と理解することは一つの解釈なのである．

衛星の円運動を横から見ているので，惑星は往復運動をしているように見えるとい

うことはわれわれにとってはごく当然のことに思われる．しかし惑星の周りを巡る星

という考えがなかった当時にはどうだっただろう．衛星の例として，地球という惑星

の周りを巡る月が考えられるかもしれない．しかし当時支配的だった地球中心説にお

いては，月や太陽，そしてすべての惑星は地球の周りを巡っており，惑星の周りを星

が巡っているという考えはなかったのである．そのため惑星が他の星を引き連れて地

球の周りを巡っているということは考えづらかったのではないだろうか．実際，太陽

中心説の問題点として，地球だけが月を引き連れて太陽の周りを巡っているというこ

とが挙げられていた．

11日の観測記録では，木星の周りを回転しているという解釈の契機を与えたのが，

太陽中心説からの類推だったと述べられている 8．

天上では，金星と水星が太陽の周りを巡るように，三つの星が木星の周りを巡っ

ていると私は判断し，まったく疑いもなく結論したのである 9．

金星と水星は，太陽の近くを離れずにその前後に往復運動しているが，太陽中心説に

よれば，その運動は金星と水星が太陽の周りを回転していると考えることによって説

明されるのである．そこで木星を太陽と，衛星を金星や水星と置き換えることによっ

て，類推から，衛星の往復運動は木星の周りの回転運動として理解できる．一方地球

中心説では，金星と水星の見かけの運動は，それらの周転円の中心が地球と太陽を結

ぶ動径上にあることによって説明されていた．よって地球中心説の立場からは，衛星

の往復運動が回転運動によるものであると考えることは難しかった．

実際に衛星の回転運動に気づいた際に，金星や水星の運動からの類推がどのような

8 ガリレオは，望遠鏡による天体観測を始める以前から太陽中心説（コペルニクス説）を支持していた
ことが知られている（ファントリ 2010，pp. 67–72）．
9 Opere, III-1, p. 81.
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役割を果たしたかは，『星界の報告』の記述が後日のものである以上，判断が難しいと

言えよう 10．しかしながら，後日のことであったとしても，ガリレオが木星の衛星の

運動を，太陽の周りの金星や水星の回転運動，そして太陽中心説と結びつけて考えて

いたことはたしかである．

またガリレオは木星の衛星の発見を，太陽中心説を擁護する根拠になると考えてい

た．太陽中心説において，地球だけが月を引き連れて太陽を周りを巡るということへ

の疑問に対して，木星が衛星を引き連れて太陽の周りを巡っているのであるから，そ

れは決しておかしなことではないとガリレオは反論していた 11．

望遠鏡は肉眼によっては得られないまったく新奇な情報をわれわれに提供してくれ

た．望遠鏡による情報は，地上界におけるものとは異質なものであり，まったく予想

できないものだった．それゆえに得られた情報の解釈が必要であり，そのためには何

らかの観点や理論が不可欠である．ガリレオが木星のそばに発見した四つの「さ迷う

星」の往復運動（と見られる位置の変化）を回転運動と考えた背景には，太陽中心説が

あったのではないだろうか．彼が短期間のうちに木星の周りの回転運動という考えに

到達できた要因として，望遠鏡による天体観測以前から伝統的な宇宙論を批判し，太

陽中心説を擁護しようとしていたことが考えられよう 12．木星の周りの回転運動とい

う考えを思い付いた際に太陽中心説がどのような役割を果たしたかという点について

は明確なことはわからないが，少なくともその考えを主張する際には太陽中心説と結

びつけていたのだった．

10 Gingerich and Van Helden（2011）は，衛星の回転運動に気づいた重要な要因として，ガリレオが，三
次元の対象を絵画の二次元空間に投影する方法（遠近法を指していると思われる）を知っていたこと
を指摘している（p. 262）．そして 13日にガリレオは星の一つが直線から逸れていることに気づき，
それによってそれらの星が，地球に対して軌道面がわずかに傾いた回転運動しているのに気づいたと
推測している（p. 263）．しかしガリレオが，この時点で衛星の軌道面が傾いていることに気づいたと
考えるのは難しいのではないだろうか．『星界の報告』では軌道面の傾きについて何も言及されてお
らず，後の著作でも触れられていないようである．むしろ『星界の報告』に書かれているように，金
星と水星の太陽の周りの運動からの類推が重要な役割を果たしたと考える方がよいのではないだろう
か．

11 Opere, III-1, p. 95. 天体観測とコペルニクス理論に関しては，Shea（1998），Swerdlow（1998）参照．
12 『星界の報告』前半部における月表面の起伏の議論では，月と地球の類似性という考えによって，観
測結果が解釈されていた．望遠鏡によって得られた情報は月表面の模様すなわち二次元的情報であ
り，月表面の起伏という三次元的対象の存在を主張するには視覚情報の解釈が必要なのである．その
解釈の際にガリレオは地上の現象からの類推に依拠していた．すなわち月のクレーターの存在を主張
する際には，地上の山において太陽の光で生じる影の様子から，月表面の斑点を隆起の影と解釈した
のである．月表面の起伏の議論と月と地球の類似性に関しては，伊藤（2015），Shea（2000）を参照．
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