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ニュートンの「音楽」についての研究史 
 

A Review of ideas on Newton’s “Music” 

梶研究室 

工藤 璃輝 Riki KUDO
 
 本稿はアイザック・ニュートンが行なった「音楽研究」についての先行研究をまとめ

ることで研究動向を明らかにした上で，同分野における今後の研究の展望を示すことを

目的としている．「ニュートンの音楽研究」とは言っても，ニュートンが作曲をしたり

楽器を演奏したりしたという訳ではおそらくない1．最初に準備として 16, 17 世紀の科

学革命期のヨーロッパにおける音楽研究のごく簡単な概要を述べてから，ニュートンが

行なった音楽研究についての先行研究について解説する． 
 
1 科学革命期の「音楽研究」の概略 

 16, 17 世紀のヨーロッパにおける「音楽」は，今日我々が想像するよりもはるかに広

い範囲を指していた．これを理解するために，ボエティウス（480–524?）によって作ら

れた音楽の分類を紹介しよう．彼は音楽を，「道具の音楽」（musica instrumentalis），「人

間の音楽」（musica humana），「世界の音楽」（musica mundana）の三つに分けた．「道具

の音楽」は，実際に声や楽器によって発生させられる音のことであり，今日の我々が考

える音楽に相当する．「人間の音楽」は，人間の精神と肉体（ミクロコスモス）の調和

のことであり，耳に聞こえるものではない．そして「世界の音楽」は，世界の調和の法

則のことであり，天体（マクロコスモス）が発生させる（人間の耳には聞こえない）音

の調和の考えのことである2．初期近代においても，このような調和の法則一般が広い

意味での「音楽」と考えられていた3． 

 16, 17 世紀には，（聞こえる）音の研究（上述の区分で言えば「道具の音楽」）におい

て，二つの傾向があった．一つは聴覚芸術としての音楽，つまり作曲や演奏であり，も

う一方は音の調和の法則や，音律・音階の研究のような，音の調和の法則の探求である．

作曲や演奏をする職業音楽家たちにとっても音律の研究は重要であった．なぜならば，

オルガンやリュートのような楽器をどのような音律で調律するかが，演奏される音に多

大な影響を与えるからである4． 

 当時の科学者たちが行なっていた音楽研究の多くは，音の調和の法則の探求であった．

例えば，ケプラー，デカルト，メルセンヌ，ホイヘンスなどの人物が，音の調和につい

て研究していた5．また，「世界の音楽」的研究も廃れた訳ではない．例えばケプラーは，

                                                      
1 科学史家グークによれば，ニュートンは聴覚芸術としての音楽にはほとんど興味を持って

いなかったようである（グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学的起源”」『ニュートン

復活』（フォーベル編，平野葉一，川尻信夫，鈴木孝典訳），現代数学社，1996 年，179 頁．

これは，J. Fauvel (ed.) Let Newton be! (Oxford, NewYork, Tokyo: Oxford University Press, 1988
の邦訳である）． 
2 中世の音楽の三分類については，グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起源」，

180–182 頁；皆川達夫『中世・ルネサンスの音楽』講談社学術文庫，2009 年，31–33 頁． 
3 グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起源」, 179–182 頁． 
4 音律や音階については，溝部國光『正しい音階』，日本楽譜出版社，1971 年，第一部． 
5 H. F. Cohen, Quantifying Music: The Science of Music at the First Stage of the Scientific 
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惑星が運動する速度から「惑星の音楽」を作り上げた6． 

 

2 弦の振動と重力理論との類比 

 ニュートンと（広義の）音楽との関係を科学史研究において初めて取り上げたのは，

おそらくマクガイアーとラッタンシによる論文“Newton and the ‘Pipes of Pan’ ”(1966)
である．彼等は，ニュートンが『自然哲学の数学的諸原理』の第二版を作るときに書い

たが結局採用しなかった草稿「古典的注解」(Classical Scholia)7についてこのように書

いている． 

 

「古典的注解」の主たる目的は，これらの（引用者注：「古典的注解」の）命題の

中で展開させられたものとして万有引力の教義を下支えすることと，宇宙的力とし

てのその性質を探求することであった．[...] ニュートンはこの歴史的証拠を無作為

に用いたのでも，単なる文学的装飾のために用いたのでもない．むしろその歴史的

証拠は，ニュートンの物体，空間，重力の理論の諸要素を支え，正当化するものと

して，真剣でかつ体系的なやり方で用いられているのである．その歴史的証拠は，

（※引用者注：「古典的注解の」）定理 4から 9までの内容に対応している 4つの基

本的な命題を確立するために用いられている．それはつまり，以下の 4つの原理に

ついての古代人の真なる知識が存在したということである．物体は構造において原

子的であり，真空空間中で重力によって動かされる．重力は普遍的に(universally)
作用する．重力は物体間の距離の逆二乗の比に従って減衰する．そして，重力の真

の原因は神の直接的作用である8． 

 

マクガイアーとラッタンシは，ニュートンが古代の知恵を用いたのは，ニュートンの力

学に関係する「4 つの基本的な命題を確立するため」だとするのである． 

 マクガイアーとラッタンシはギリシア哲学や神学や新プラトン主義がニュートンに

与えた影響について論じているが，それらの中で「ニュートンと音楽」というテーマに

関係するのは，ニュートンが自らの重力の逆二乗則をピュタゴラスの音の理論に還元し

ようとしたと主張する箇所である． 

 

もしもファティオやグレゴリーの証言がなかったとしたら，ニュートンの『古典的

注解』は，科学論文に古典的な華やかさを加えるものとすると最も自然に解釈され

るのかもしれない．しかしその注解の草稿の定理 8 はそのような方法では解釈され

得ない．なぜならばこの箇所においてニュートンは，ピュタゴラスが弦の振動の中

に逆二乗則を実験によって見出したということと（張力が逆数的に長さの二乗に比

例するときの二つの弦のユニゾン），ピュタゴラスがこのような関係を，重さと，

太陽からの諸惑星の距離に拡張したということ，そして秘教的に表現されたこの真

                                                                                                                                                           
Revolution, 1580–1650, (Dordrecht, Boston, Lancaster: D. Reidel Publishing Company, 1984). 
6 ケプラーの惑星の音楽については，Cohen, Quantifying Music, 26–9，アーサー・ケストラー

（小尾信彌，木村博訳）『ヨハネス・ケプラー』筑摩書房，2008 年，第 9 章． 
7 マクガイアーとラッタンシは，この手稿（Gregory MS. 247）が 1690 年代，それもおそら

く 1694 年より前に書かれたものだと考えている（J. E. McGuire, and P. M. Rattansi, “Newton 
and the ‘Pipes of Pan’,” Notes and Records of the Royal Society of London 21(1966): 108–143, 
p.139）． 
8 McGuire and Rattansi, “Newton and ‘the Pipes of Pan’,” （前掲注 7），111–2. 
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なる知識が後の世代の誤解を通じて消失してしまったということを，曖昧さなく断

言しているからである9． 

 

この引用箇所の後に「古典的注解」の該当箇所の英訳などが続き，最終的にマクガイア

ーとラッタンシは「ニュートンが音楽的調和(musical harmony)との類比の中に，自然世

界における法則と秩序の原理を見たということには，ほとんど疑いがない」と述べ，ニ

ュートンが調和(harmony)を重要視していたとみなしている10．しかしマクガイアーと

ラッタンシは，重力法則と弦の振動法則とが具体的にどのように対応しているのかを，

上に引用した以外は述べていない． 

 ドストロフスキーはニュートンまでの音速研究の歴史を書いた論文 “Early Vibration 
Theory: Physics and Music in the Seventeenth Century” (1974)の中で，この重力法則と弦の

振動法則について，物理量の類比の対応関係を述べた． 

 

メルセンヌの法則「𝜈 ∝ 1
𝐿 √𝐹」，それはニュートンがピュタゴラス主義者達によって

すでに知られていたと推定していたものなのだが，その法則は，ある与えられた惑

星に対してある与えられた軌道を保たせるが，それは L を惑星の太陽からの距離，

F をある惑星に対する重力的引力とし，かつ，ケプラーがしたように，νを惑星の

角速度に比例すると取るならばである．（※引用者注：メルセンヌの法則「𝜈 ∝ 1
𝐿 √𝐹」

のνは発生する音の振動数，L は弦長，F は弦の張力を意味する．）11 

 

ドストロフスキーは，メルセンヌの法則と重力の逆二乗則の間の類比はそれぞれ，振動

数を惑星運行の角速度に，弦長を惑星間距離に，そして張力を重力の大きさに，対応し

ていると見ているのである． 

 グークは「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起源」という『ニュートン誕生』と

いう著作の一章の中で，上述の弦の振動法則と重力法則との類比について触れ，他の論

拠も合わせながら，最終的にニュートンを調和を追求する「ピュタゴラス主義者」であ

ると見なしている． 

 

ニュートンが公に成功したのは，天の運動を数学の言葉で表現することができたこ

とのためであった．彼自身の目では，彼は秘密の言葉や数を解読して，古代の神話

や予言に掛けられていた暗示のヴェールを引き裂くことにも成功したと映った．そ

れによって彼は，神が人間に与えた本来の教え，すなわち真の古代宗教に到達した

のであった．ニュートンは 17 世紀のピタゴラス主義者といってもよいであろう．

彼はこの世の調和の研究に生涯を捧げたのである12． 

 

 この類比についてのマクガイアーとラッタンシ，ドストロフスキー，グークの解釈に

                                                      
9 同上，115. 
10 同上，120. 
11 Sigalia Dostrovsky, “Early Vibration Theory: Physics and Music in the Seventeenth Century,” 
Archive for History of Exact Sciences 14(1974), 169–219, p.211. ニュートンは『自然哲学の数学

的諸原理』の第 2 編において音速を論じており，それについてドストロフスキーも上記論

文中で詳細に論じている．なお引用部分の式について，原文では大文字の “L” ではなく小

文字の “l” が使われているが，ここでは見やすさのために大文字の “L” を用いた． 
12 グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学的起源”」（前掲注 1）, 216–7 頁. 
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対する批判が，トニエッティとギッチャルディーニによってそれぞれ出された．トニエ

ッティは上述のニュートンによる類推は数学的に不整合であり，ニュートンは誤りを犯

したのだと述べている．トニエッティの指摘した誤りを理解するために，まず「古典的

注解」の該当箇所について説明する13． 

 ニュートンは線密度が同じである二つの弦がユニゾンする（すなわち「同じ音を出す」）

条件として，このように書くのである． 

 

また一般的に，もし密度において等しい二つの弦が吊り下げられた重りによって引

っ張られているならば，これらの弦は，それらの重りがそれらの弦の長さの二乗に

反比例して（reciproce）いる場合には，ユニゾンするであろう14． 

 

トニエッティの指摘はこうだ．上記引用中の “reciproce”（英 reciprocally）を，「反比例

して」(inversely)と解釈するならば，張力が弦の長さの「二乗に反比例」することにな

ってしまうが，メルセンヌの法則では張力が弦の長さの「二乗に比例」するときに同じ

音になるのであり，不合理である．また，“reciproce” を他のやり方で解釈することはで

きそうにもない．よって，ニュートンは誤りを犯したのだ，とトニエッティは主張する15． 

 一方のギッチャルディーニは，そもそもこの箇所に精密な数学的解釈を施そうとする

こと自体が不適切だと考えている． 

 

いずれにせよ，私が考えているのは，アポロのリラと天体系の間の音楽的類比は字

義通り受け取るべきではないし，それゆえ非常に厳格な数学的解釈を要求するもの

ではないということである．私の意見では，この類比に隠喩的役割だけを帰そうと

するのがニュートンの意図であり，それゆえ『古典的注解』を過度に形式的な用語

で，すなわちニュートンの記述をメルセンヌの法則と関連づけることによって読む

ことは誤りに導くものである．私が想定しているのは，ニュートンに従えば，ピュ

タゴラスは彼の知識を，上述の類比を適用することで暗号化された言語を通して隠

し，賢人が天体系についての真実をもたらす暗号化されたお告げを得ることができ

るようにしたということになる，ということである16． 

 

ギッチャルディーニは神秘的な解釈を極力避けるよう努めており，彼によればニュート

ンは，ピュタゴラスが隠した天体についての知識に気が付いたということを主張しただ

けだということになる． 

 

                                                      
13 「古典的注解」のテキストは，カシーニが「古典的注解」のラテン語原文の文字起こし

を，詳細な注釈と共に論文中に載せている（Paolo Casini, “Newton: The Classical Scholia,” 
History of Science 22(1984): 1–58）．また，マクガイアーとラッタンシが “Newton and ‘the Pipes 
of Pan’ ” の中で部分的に英訳して引用しているほか，トニエッティが重力と弦の振動につ

いての箇所（「古典的注解」命題 8）のみだが，新たに英語に翻訳している． 
14 Et universaliter si chordae duae crassitudine aequales ponderibus appensis tendantur, hae chordae 
unisonae erunt ubi pondera sunt reciproce ut quadrata longitudinum chordarum. (Casini, “Newton: 
The Classical Scholia,” 32.) 
15 Tito M. Tonietti, “Does Newton’s Musical Model of Gravitation Work?: A mistake and its 
meaning,” Centaurus 42(2000): 135–149, pp.136–8. 
16 Niccolò Guicciardini, “The Role of Musical Analogies in Newton’s Optical and Cosmological 
Work,” The Journal of History of Ideas 74(2013): 45–67, p. 65. 
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3 色と音の類比 

 1978 年に音響学の研究者であったハントが音響学の歴史について書いた遺稿をまと

めたものが，『音の科学文化史』として出版された．そこでは，ニュートンが光と音の

アナロジーを用いていたこと，及び近代の科学者達によってそのことが批判されていた

ことが指摘されている． 

 

 ニュートンは，プリズムによって生じるスペクトルの色の空間分布と，弦の長さ

を変えて出る音階上のさまざまな音の類似点に，少しだけだが触れたことがある．

[...] ニュートンの光と音のアナロジーは，すぐに音楽史家のホーキンス（1719–89) 
がとりあげた．彼は「従来，繰り返し言われてきたことだが，……調和の原理が，

あまりにいろいろな局面で発見されるので，それが宇宙のいたるところに広がって

いるようで」このアナロジーも，その一例であるとみた．このアナロジー自体も，

負けず劣らずいたるところに広がって，以来，いろいろな人が，折にふれ復活させ

てきた．新しいところでは，物理学者のマイケルソン(1852–1931)も，その一人で

ある．ニュートンは「色彩楽」(colour music)の概念を精緻に改良するたびに，ます

ます神秘主義にのめりこんでいった，と言われる．J・J・トムソンなどは，スペク

トルの連続性とあらゆる物質の一様分散性についてニュートンの結論を誤らせた

のは，「これらの調和を奏でるセイレーンの歌声」の幻惑だ，とまで言う．しかし，

『光学』の原文通り読めば，少なくともこの点に関しては，ニュートンは神秘主義

の謗をまぬかれてしかるべきだ，ということがわかる．むしろ，必ずしも当然では

ない数値の一致を認識し，見極める感受性が，彼は人一倍強かったのではないか，

という気がするのである17． 

 

ハントがこのように述べる通り，ニュートンが光と音の類比（アナロジー）を用いたの

は，歴史的に有名なことであったようだ．ハントは「ニュートンは神秘主義の謗をまぬ

かれてしかるべきだ」と述べているものの，光と音の類比について上記引用部分以外の

箇所では触れておらず，その根拠は不明である． 

 前節ですでに言及した科学史家グークは「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起源」

（原著 1988 年，邦訳 1996 年）の中で，ニュートンの学生時代の手稿の中に見られる音

楽的研究と，ニュートンによる光と色の類比，及び前節の弦の振動と重力の類比に言及

し，（先程も述べた通り）ニュートンを「ピュタゴラス主義者」とみなすに至った．音

楽的研究については次節で解説することにし，本節では光と色の類比について述べる． 

 グークは，ニュートンが，時代によって内容に違いこそあるものの，色と音の間の類

似性を認めていたと述べる． 

  

1665–6 年頃に光学に興味を持ち始めたその最初から，ニュートンは，色というもの

は音と同じように，運動によって引き起こされ，感覚器官を通して脳に伝えられる

知覚である，と単純に仮定していた18． 

 

ニュートン自身は常に，音と光の伝播をはっきりと区別していた．彼は，音は弾性

                                                      
17 F・V・ハント（平松幸三訳）『音の科学文化史：ピュタゴラスからニュートンまで』海青

社，1984 年, 226–7 頁．これは，Frederick V. Hunt, Origins in Acoustics: The Science of Sound from 
Antiquity to the Age of Newton, (Yale University Press, 1978) の邦訳である． 
18 グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学的起源”」（前掲注 1）, 198. 
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媒体を通じて伝えられる波動であり，一方，光は明るい物体から放射される微細な

粒子であると考えた．そのような微粒子がどのような運動をし，どんな特性をもつ

のか，網膜に衝突したとき何故色の感覚を生じるのかは，互いに関連した重要な問

題であった．ニュートンは主として，この運動を正確に記述する，しかも観察と経

験にあうような数学的法則を見出す試みに関心をもった19． 

 

 1672 年，ニュートンはフックとオルデンバーグを通じて書簡のやり取りをする．グ

ークはニュートンがそのやり取りを通じてフックから色と音との間の類比を見ること

を学んだのだと考えている． 

 

フックの批判は，一般に考えられているよりももっと根本的なところで，ニュート

ンに影響を与えた．第 1 に，ニュートンは今や色と薄膜に関する体系的な実験——後

に『ニュートンリング』と呼ばれるようになるもの——を始めた．第 2 に，彼は音楽

の音との類推に基づいて，以前のものに代わる新しい光の物理的モデル——理論 B と

呼ぼう——を展開し始めた．この類推は，スペクトルと音階の全く新しい比較ととも

に，1675 年に王立協会に送った『光の特性を説明する一仮説』の中で公にされた20． 

 

 そしてグークは，ニュートンの『光学講義』を読み解き，ニュートンが太陽光のスペ

クトルを七色に分割するに至った過程を記述する． 

 

しかし，『光学講義』(Optical Lectures. 1672 年に書かれたが，死後に至るまで出版

されなかった）の第 2 稿においてのみ，ニュートンは自分の実験をより率直に再現

してみせている． 

 最初に，ニュートンは 5 つの主要な色の間の距離を測り，そこから何が導かれる

かを見ようとした．次に，それを 7 つの色に分けようと試みた．「その像がよりエ

レガントな比率をもつ部分に分けられるように」，主要な色に藍と橙を加えたので

ある．彼は，純正律音階の一つの配置の比率がほとんど正確に，この色の選び方と

対応することを見出した．しかし，彼はまた，スペクトルの一つの幾何学的分割が，

音階における等分平均律と同等で，ほとんど厳密に等しいということも見出した．

その誤差は，「どんなに厳しい審判にもほとんど見えない」くらいであった．ここ

では理論と実践の間に，近似的な一致があるだけであった． 

 理論と観測を一致させることの困難は，『光学』の他の場所にも暗示されている．

ニュートンは音楽上の分割を，彼の『色を混ぜる円』や，ニュートンリングの主要

な色を生み出す空気層や，厚板の色に応用した．ニュートンは実験データを数学的

理論に合わせるために，一連の苦しまぎれでつじつま合わせの数学的計算を行わざ

るを得なかった．そういうわけで，純正律の比の様々な配列がもちだされて，どの

場合にも音楽上の分割がほぼ正しく対応するようにされた21． 

 

グークは，このようにしてニュートンが「音楽での比の知識や音楽の知覚の諸理論を，

光学や光と色の本性に関する理論をつくりあげるのに適用した」のだと述べるのである22． 

                                                      
19 同上, 198. 
20 同上, 205. 
21 同上, 207–8. 
22 同上, 216. 
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 科学史家・音楽史家のペシックは 2006 年に，ニュートンによる音楽研究と色と音の

類比についての論文 “Isaac Newton and the mystery of the major sixth” を書いた23．音楽研

究については次節に述べる．色と音の類比について，ニュートンリングの実験によって

ニュートンの考えが変化する過程を追っている点が新しい． 

 ペシックは，ニュートンが最初はスペクトルの両端である「深い赤」(scarlet)と「紫」

(purple)が似ていることから，その二つが「オクターブの『類似性』との類似性を持つ」24

と考えていたが，それがニュートンリングの実験と適合しなかったと述べる． 

 

しかし，シャピロ25が記している通り，この手稿（※引用者注： “An Hypothesis hinted 
at for explicating all the aforesaid properties of light,” 1672 年）の中の「観測 14」に付

随する部分において，ニュートンは光を当てられたレンズから，色の環の隙間の間

隔の比に紫と深い赤の「振動」の 2:1 の比の経験的な根拠を得ようと試みたのだが，

そこでは両端の色の比は「3 対 2 より大きく，5 対 3 より小さい．私による観測の

ほとんどでは，それは 14 対 9 であった」26． 

 

その後，1690 年代に書かれた『光学』のための草稿の中で，ニュートンは両端の色の

比を 5 対 3 とし，色の数を 5 色に，音階も 6 音に減らしてしまった． 

 

ニュートンは「振動」が [...] 5 対 3 の比において，5 つの主要な色である赤・黄・

緑・青・紫が長 6 度のソ・ラ・ミ・ファ・ソ・ラの中の音に対応するようになって

いるかもしれない．」27 

 

 しかしニュートンは再解釈をし，オクターブ（弦長比 1
2
 ）を 2

3
 乗することで 3

5
 に近付

けて，再び色とオクターブを対応させた28． 

 

「観測にいくらかよく対応する」という名の下に，ニュートンは弦の長さの二乗の

三乗根を，6 度をオクターブの言葉へと転換させオクターブの言葉で再解釈する方

法として，導入した29． 

 

                                                      
23 Peter Pesic, “Isaac Newton and the mystery of the major sixth: a transcription of his manuscript 
‘Of Musick’ with commentary,” Interdisciplinary Science Reviews 31(2006): 291–306. 
24 同上，296. 
25 科学史家アラン・シャピロのこと．彼はニュートンの『光学』に関する手稿などを編集し

た（Isaac Newton, (Alan E. Shapiro ed.), The Optical Papers of Isaac Newton, vol. 1, The Optical 
Lectures, 1670–1672 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).  
26 Pesic, “the mystery of the major sixth”（前掲注 23），296. 
27 同上，296. 長 6 度とは，例えば，ある「ド」と，（その「ド」よりは高いが，その「ド」

のオクターブ上の「ド」よりは低い）「ラ」の間の音程の間隔のことである．また引用文中

の，「ソ・ラ・ミ・ファ・ソ・ラ」には，今日とは異なる音の呼び方（ソルミゼーション）

が使われており，現代風に直すならば，「ソラシドレミ」あるいは「ドレミファソラ」に対

応する． 

28 (1
2
)

2
3はおよそ 0.63 であり，

3
5
 （= 0.6）に近い． 

29 Pesic, “the mystery of the major sixth”（前掲注 23），297. 
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ペシックはこの 2
3
 乗について「ケプラーの第三法則を思い出させる」と述べているが，

実際にニュートンがケプラーの第三法則を意識していたかどうかについては特に根拠

があげられていない30．また，ギッチャルディーニは，「ニュートンはどのような光学の

法則をも天体の運動に関連付けてはいない」と述べ，ペシックの見方を否定している31． 

 ギッチャルディーニは色と音の類比についても，神秘的な見方を排除しようとする．

彼はニュートンが色と音の類比を考えたのは，「生理学的観点」によるものだとするの

である． 

 

私が特にここで強調したいのは，ニュートンが，音階と色スペクトルの間の類比に

魅了されたのは疑いがない一方で，新ピュタゴラス主義からはかけ離れた見解を示

しているということである．音階と色スペクトルの間の類比についての彼の研究は，

「光学的神経」の中に含まれている流体エーテルの振動の観点による知覚の生理学

における関心によって動機付けられていたのであり，それはつまり『光学』の終わ

りの「疑問」のいくつかの中に再び登場している仮説的理論であった32． 

 

ただし，ニュートンが視覚と聴覚が人間の中で同じような仕組みによって引き起こされ

ると考えていたこと自体は，グーク等も当然のこととして認めている．ギッチャルディ

ーニは不必要に神秘的な読み方をすることに警鐘を鳴らしているのである． 

 

4 音楽研究 

 ニュートンの学生時代のノートであると推定されているいくつかの手稿の中に，ニュ

ートンが音の調和や数値化を試みた箇所があることを始めに指摘したのは，おそらくグ

ークである33． 

 グークはケンブリッジ大学のカリキュラムに自由学芸の一つとして音楽が含まれて

いるのだからニュートンが音楽研究に時間を割いたとしてもおかしくないと述べた後，

ニュートンがデカルトの『音楽提要』(Compendium musicae, 1653)のブラウンカーによ

る翻訳から学んだと推定している34． 

 ニュートンが行なった音楽研究の一つは，オクターブの分割についてであった．グー

クは当時なされていたオクターブ分割の研究方法には，「整数だけの比を使って計算す

る『算術的方法』と，音階を 1 オクターブ 12 音あるいはそれ以上に等しく分割するよ

う計算する『幾何学的方法』」があったが，「ニュートンの初期の音楽計算を見ると，彼

が音階分割の二つの方法のいずれにも通じていたということがわかる」としている35．

そうは言っても，ニュートンは伝統的な音楽研究から逸脱していたわけではない．ニュ

ートンは，「デカルトや同時代の他の自然哲学者の権威にしたがって，純正律の協和音

                                                      
30 同上，297. 
31 Guicciardini, “The Role of Musical Analogies”（前掲注 16），60. 
32 同上，60. 
33 グークが用いた手稿は，ニュートン手稿 CUL, Add. MSS 4000 (fols.104–113, 137–143), 
3958(B) (fol. 31), 3970 (fols.1–15) である（グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起

源」（前掲注 1），注 7）． 
34 グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起源」（前掲注 1）, 188–9. 
35 同上, 194.オクターブ分割の方法については，Cohen, Quantifying Music (前掲注 5)，特に

第 1, 2 章． 
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程が調律の正しい『観念的な』基礎であることを明らかに認めている」のである36． 

 ニュートンは，さまざまな音階の可能な組み合わせを調べ上げもしていたとグークは

書いている37．そしてニュートンは聴覚的判断基準よりも演繹的な判断基準を好んだと

して，以下のように述べる． 

 

ここに見られるように，ニュートンが純正律の正しい比を最終的に選んだ仕方は演

繹的なものであった．それは，どんな聴覚的な判断基準よりも，『心地よい対称性

を確立したい』という欲求に導かれたものであった38． 

 

 しかし，ニュートンの音楽研究の中で最も興味深いのは，音程を図る標準単位を作っ

たことだとグークは考えている． 

 

ニュートンの初期の計算で特に興味深いのは，異なった方法で決定された様々な音

程を測る標準単位を発明したことである．[...] この等分半音には 1 という値が与え

られ，12√2:1 という比を表した39． 

 

要は，ニュートンは，おそらく独力で今日「平均律」と呼ばれるオクターブの分割を作

り，それを他の音程・音律を図る基準にしていたのである．ウォードハフやアダムスも，

上記の平均律（に値するもの）の採用などを通じてニュートンが音を「測定」していた

ことに注目し，音の測定や測り方についてより詳細な研究を施している40． 

 ニュートンが演繹的な方法を重視していたとするグークの見方とは逆に，ペシックは

ニュートンが感覚的な判断基準に従って音楽研究をしていたとしている．例えばペシッ

クによれば，ニュートンはオクターブの分割を考える中で，「音程の数的計算について

の共通認識を超えて，物理的な性質の議論に向かった」41．ペシックが引用した箇所に

よれば，ニュートンはここでも視覚と聴覚の類比を想定しながら，体内のエーテルの振

動を用いて，光及び音の急激な変化が（感覚的な）不愉快さを生じるとしている42．さ

らにペシックは，グークも指摘したニュートンによる様々な音階の可能性の検討につい

て，「ここでもニュートンは何度か『甘さ』(sweetness)『優雅さ』(grace)あるいは『耳

に優雅なもの』(what is graceful to the ear)に言及している」とし，ニュートンが「数的

                                                      
36 グーク「ニュートン科学の“ハルモニア学”的起源」（前掲注 1）, 194. 
37 同上, 194–5. 
38 同上, 194–5. 
39 同上, 195–6. 
40 Benjamin Wardhaugh, “Musical Logarithms in the Seventeenth Century: Descartes, Mercator, 
Newton,” Historia Mathematica 35(2007): 19–36; Benjamin Wardhaugh, Music, Experiment and 
Mathematics in the England, 1653–1705 (Farnham: Ashgate, 2008); C. R. Adams, “In Experiments, 
where Sense is Judge: Isaac Newton’s Tonometer and Colorimeter,” Journal of the Oughtred Society 
22(2012): 1–76. 科学革命期における計測や数量化の重要性についてはアルフレッド・W・

クロスビー（小沢千重子訳）『数量化革命——ヨーロッパ覇権をもたらした世界観の誕生』，

紀伊国屋書店，2003 年；ピーター・ディア（高橋憲一訳）『知識と経験の革命』みすず書房，

2012 年；藁谷敏晴「『遠近法』における技術と理論の融合」『観想と実践——古代ギリシアか

らルネサンス期にいたる——』（牛田徳子，坂口昮吉，中川純男編），慶應義塾大学言語文化

研究所，1997 年：261–295 頁． 
41 Pesic, “the mystery of the major sixth”（前掲注 23），292. 
42 同上，292. 
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計算よりもむしろ経験的で生理学的な判断基準を好んだように思われる」と述べている43． 
 
5 まとめと今後の研究の展望 

 改めて前節までの内容を発表時期順にまとめる．1966 年にマクガイアーとラッタン

シが，ニュートンが自らの重力理論をピュタゴラスに帰すことで，自らの理論の正当性

を確保しようとしたということを指摘する．1975 年に，ドストロフスキーが重力理論

とメルセンヌの法則との間の関係をごく簡単にだが示す．1978 年にハントが音響学の

歴史について書く中で，ニュートンが光と音の間の類比を考えていたということを述べ

る．1988 年のグークの「ニュートン科学の“ハルモニア学”的基礎」は，二つの点で

新しく，ニュートンの音楽についての研究を大きく進めたと言える．一つ目は，ニュー

トンが太陽光スペクトルの七色への分割とドリア音階44を対応させるに至った歴史的

過程を描いたことである．二つ目は，ニュートンの学生時代の手稿の中に音楽に関する

記述を見出し，それを初めて指摘したことである．グークはこのような研究を通じて，

ニュートンが自然界の調和を重んじる「ピュタゴラス主義者」であったと考えるに至っ

た． 

 グークまでの研究によって，「ニュートンの音楽研究」の基本的な流れが作られ，2000
年以降は，それまでの研究を叩き台にして，歴史を正確にしようとする方向に動いてい

るように思われる．2000 年にトニエッティは，ニュートンが重力理論と弦の振動の法

則との間の類比を述べた箇所には数学的な誤りがあり，グーク以前にはそれが見過ごさ

れてきたと指摘している．2006 年，ペシックはグークとは異なり，ニュートンの音楽

研究においては数的調和よりもむしろ聴覚的な良し悪しが重視されていたと見ている．

そして 2012 年にギッチャルディーニは，グーク以前の「神秘的な」ニュートンの読み

方を排除し，ニュートンの音楽研究や色と音の類比については，ペシックと同様に感覚

的，生理学的な側面を重要視した． 

 ニュートンの音楽についての研究における，今後の研究の展望を示す． 

 まず指摘しておかなければならないのは，「ニュートンの音楽」についての研究は，

ニュートン研究にしてはあまりにも少ないということである．その原因は，ニュートン

による音楽についての記述が少ないということと，科学と音楽の両方に興味を持つ科学

史家が少ないということにあるのではないかと思われる． 

 しかし，科学革命期における科学と音楽の相互関係についての研究が多くなされてい

る中で，近代科学の成立に大きく貢献したニュートンが音楽をどう考えたかについて研

究が不十分であるというのは，大きな問題であると思う．1970 年のドレイクの論文や，

コーエンによる 1984 年の著作など，科学革命期の科学と音楽の相互関係についての研

究は確かに存在する45．しかし，残念ながらその多くはニュートンに至る前で終わって

しまっているのである．それは，比較的近年までニュートンの音楽に関する手稿が発見

                                                      
43 同上，293. 
44 ニュートンは太陽光スペクトルを七色に区切る際に，当時のソルミゼーションで「ソラ

ファソラミファソ」，現代風に直せば「レミファソラシドレ」という音階を，平均律ではな

く純正律で用いている．この音階は「ドリア音階」と呼ばれる教会旋法の一つである． 
45 Stillman Drake, “Renaissance Music and Experimental Science,” Journal of the History of  
Ideas 31(1970): 483–500; Cohen, Quantifying Music（前掲注 5）; Paolo Gozza (ed.), Number to 
Sound: The Musical Way to the Scientific Revolution, (Dordrecht, Boston, London: Kluwer 
Academic Publishers, 1984); A. C. Crombie, Science, Optics and Music in Medieval and Early 
Modern Thought, (London and Ronceverte: The Hambledon Press, 1990); Victor Coelho, Music and 
Science in the Age of Galileo, (Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1992). 
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されていなかったという事情が関係していると思う．しかし近年では，ウォードハフの

ようにニュートンも含めて科学と音楽の歴史を描いた研究書も出てきた46．科学革命期

における音楽の役割や，ニュートン思想のさらなる理解のために，ニュートンの音楽が

研究されなければならないのは間違いない． 

 これは非常に些細な点ではあるが，指摘しておくことにする．重力理論と弦の振動法

則の類比について，確かにトニエッティが言う通り，これまでの式の解釈は不適当だっ

たかもしれない．しかし，トニエッティの解釈も厳密には正しくない．トニエッティに

よる説明だと，以下のように問題を設定しそれを解いていることになる．「長さ L，重

りの重さ m の弦があるとする．その弦の長さを α 倍するとき，その弦の出す音の高さ

が変わらないようにするためには，重りの重さを𝛼2倍しなければならない」．一方でニ

ュートンの問題設定は「長さの異なる二つの弦が同じ音程を発するとき，二つの弦にそ

れぞれ吊り下げられた重りの重さが何に比例するのかを求めること」である．弦 1 の長

さ，重さをそれぞれ L1, m1，弦 2 の長さ重さをそれぞれ L2, m2としたとき，二つの弦

が調和する条件は，メルセンヌの法則を用いて計算することにより， 

 

𝑚1

𝑚2
=

(𝐿1)2

(𝐿2)2 ， 

 

あるいは比の形で書けば， 

 

𝑚1 ∶ 𝑚2 = (𝐿1)2 ∶ (𝐿2)2， 

 

が得られる．トニエッティのやり方だと，先に L1，m1を固定してしまうことになり，

方程式の内の特殊な解だけを解いていることになってしまう．上記関係こそが，トニエ

ッティが問題にしていた “reciproce” に比例する関係なのではないか． 

 また，こちらも些細な点であるが，弦の振動と重力法則の間の類比を考えるときに，

どの物理量がどの物理量と類比されているのかが，先行研究では十分考察されていると

は言えない．メルセンヌの法則における左辺の「振動数」に対応するものを，ドストロ

フスキーは「惑星運行の角速度」としているが，ニュートンの手稿の中にそのような記

述は見られない．また，トニエッティは，弦の重りの重さ（実際には張力に比例してい

るので張力と考えても良い）を，あるときは重力に，あるときは惑星の重さに対応させ

てしまっており，混乱が生じているように見える． 

 ニュートンの色の調和について，研究が不足しているように思われる．グークが指摘

している通り，ニュートンは学生時代から彼の機械論的思想に従って，視覚と聴覚が似

た仕組みによって起こると考えていたし，フックとのやり取りの中で，色の調和と音の

調和の類比の着想を得たようである47．『光学』の中でも「音の調和と不協和が空気の

振動の比から生じるように，色の調和と不調和は，視神経の繊維によって脳に伝えられ

る振動の比から生じるのではなかろうか48」と述べているし，また，『光学』の中では，

光の混色や絵の具の混色，天然物の色などについてが取り上げられている49．しかし先

                                                      
46 Wardhaugh, Music, Experiment and Mathematics（前掲注 40）． 
47 「ニュートン科学の “ハルモニア学” 的起源」（前掲注 1）, 203–206. 
48 ニュートン（島尾永康訳）『光学』岩波書店，1983 年, 307–8 頁. 
49 同上，307–8 頁；同書，第 1 編第 2 部（117–80 頁）．天然物の色と錬金術の関係について

は，大野誠「ニュートンの『光学』と錬金術：覚書」『愛知県立大学外国語学部紀要』第 46
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行研究では，音の調和の法則と色の調和の法則が対応付けて考えられていない．ニュー

トンは音の調和の法則を研究しており，かつ，音の調和と色の調和を類比したのだから，

色についても（音におけるものと似た）調和の法則を想定したとするのが自然ではない

だろうか．例えばニュートンは先ほど引用した箇所に続けて「なぜなら，金色と藍色の

ように，もし一緒に観察されると，互いによく調和する色があり，また互いに調和しな

い色があるからである」と述べているが，金色と藍色は，どの音に類比され，どのよう

な調和の法則を持つのであろうか50． 

 また，16, 17 世紀には（芸術としての）音楽にすでに「三和音」や「四和音」が使わ

れていたにもかかわらず51，どうやらニュートンは，中世的な音楽理論に従い，二音間

の調和の法則しか考えていないようである52．そうすると，白色光を作り出すには多く

の色の光を混ぜなければならないが，ニュートンは音の法則に従ってでは，混色の計算

はできないということになってしまう．なぜならば，ニュートンが二音間の調和しか考

えていなかったとして，それを光と類比すれば，ニュートンは二色の間の調和しか計算

できなかったということになるからである．実際に，ニュートンは光の混色を考えると

きに，音の調和の法則ではなく，音階の比に従って区切られた「色円」を用いているの

だが，混色の結果や色の調和と不調和については，音との類比は使っていないのである53． 

 ニュートンにおける「感覚」の問題は，視覚や聴覚などの生理学的な観点だけではな

く，彼の自然哲学一般に関わっているように思われる．ニュートンは『自然哲学の数学

的諸原理』の中で時間や空間などを絶対的なものと相対的なものに分けているが，相対

的なものは「感覚によって」測られるものなのである54．また興味深いことに，ニュー

トンは相対時間から「天文学の均分というてだてで，持続（絶対時間）を演繹するので

す55」と，感覚的な量から絶対的な量を推論しようともしている．以上のように，「感

覚」概念を手掛かりとして，ニュートン自然哲学を見直すことが必要なのではないだろ

うか． 

                                                                                                                                                           
号，2014 年，25–46 頁． 
50 ニュートン（島尾永康訳）『光学』（前掲注 48）, 307–8 頁. 
51 オリヴィエ・アラン（永冨正之，二宮正之訳）『和声の歴史』白水社，1969 年，第 3 章 
52 このことはニュートンが芸術としての音楽に関心がなかったという説のさらなる証拠に

もなると思われる． 
53 ニュートン（島尾永康訳）『光学』（前掲注 48），命題 6，問題 2（150–4 頁）． 
54 例えば相対空間については，「相対的な諸量は，その名を負う量それ自身ではなく，感覚

でとらえられるそれらの速度（精密にせよ不精密にせよ）であり，測られるそれらの量自

身のかわりに通常使われているものです．」（ニュートン（河辺六男訳）『自然哲学の数学的

諸原理』，中央公論社，1979 年，70 頁） 
55 同上，67 頁 


