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ケプラー，ヨハネス
Kepler, Johannes
1571–1630

惑星の運動を明らかに
ドイツの天文学者．惑星運動に関する「ケ
プラーの法則」を発見．
経

歴

ドイツの居酒屋の子に生

まれる．生涯病弱で，貧困と宗教戦争など
の社会不安にさらされる．17 歳で父が戦傷
死．その年ケプラーは，大学の給費生に合
格する．教養課程での天文学の講義でコペ
ルニクス の宇宙論の虜になる．大学卒業後
は，高校の数学教師をする傍ら，市長の委
託で占星歴を編纂する．最初の著書『宇宙
の神秘』で，地球を含む六つの惑星の並び
方に関する思弁的な宇宙構造を提案．この
著書によって，G. ガリレイ やデンマーク
の天文学者 T. ブラーエ にも認められ，手
紙で議論するようになる．

28 歳でプラハに移住
ケプラーの法則
し，そこでブラーエの助手になる．ブラー
エは望遠鏡発明以前の肉眼による最高精度
の (40 年にわたる) 天文観測記録を残した．
ブラーエの没後，この観測記録がケプラー
の手に移る経緯については諸説があるが，
いずれにせよケプラーはそれを受け継ぎ，
8 年をかけて観測データを細かに解析して，
惑星運動に関する第 1 および第 2 法則を発
見 (1609 年)．さらに 10 年の忍耐強い解析
を経て，第 3 法則を発見する (1619 年)．
［第 1 法則］惑星は太陽を一つの焦点とす
る楕円軌道を描く．
［第 2 法則］惑星の動径ベクトルの描く面
積速度は一定である．
［第 3 法則］各惑星の公転周期 T の 2 乗
は太陽からの平均距離 a の 3 乗に比例
する．
まず第 1
第 1 法則と第 2 法則の発見
法則は，それまでの全ての宇宙像に共通の

図1

面積速度一定の法則 (説明図)

「円軌道」ではなく「楕円軌道」であるこ
とを見つけた点が画期的である．古代ギリ
シャのプラトン やアリストテレス の頃か
ら二千年近く，
「天体は円運動をする」と当
然のように信じられてきた．地動説を唱え
たコペルニクスでさえ，
「円軌道」の枠内で
議論を進めた．そういう状況でのケプラー
の「楕円軌道」の発見は，
「従来の価値観を
転換させた」という意味ではコペルニクス
の地動説にも匹敵する．
後のニュートン力学では，中心力の作用
する 2 体問題の解として束縛運動があるな
らば，楕円運動になることが示される．
第 2 法則は「面積速度一定の法則」とも
よばれる．惑星は，速度そのものが一定な
のではなく，図 1 で模式的に示されるよう
に，「扇形 SAA と SBB の面積が等しく
なる」速度で運動する．
この法則は，ニュートン力学における「角
運動量保存の法則」に相当する．
任意の惑星の公転周
第 3 法則の発見
期と平均距離をそれぞれ T惑星 と a惑星 と
し，地球に対しては T地球 と a地球 と書く
と，第 3 法則は次のように表せる．
2
2
T地球
T惑星
=
(1)
a3惑星
a3地球

各惑星に対する T惑星 と a惑星 (地球に対す
2
る値で規格化されたもの) 及び T惑星
/a3惑星
を表 1 に与える．最後のコラムの値から明
らかなように，水星から土星までの五つの
惑星に対しては，(1) 式で表現される第 3 法
則が有効数字 4 桁の精度で証明され，さら

図や数式を用いた物理法則・物理現象の解説．

