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 アイザック・ニュートン (Isaac Newton, 1642–1727)は，1672 年の彼の

デビュー論文「光と色についての新理論」の中で，新しい光学理論 13

箇条と「決定実験」として知られる 2 つのプリズムを用いる実験を提

案した．彼が「決定実験」と呼んだその実験は，第一のプリズムによ

って光線を屈折させてスペクトルを投影し，スクリーンの孔から一部

の光線を選び出して第二のプリズムで再び屈折させるというものであ

った（図 1） 1．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. アイザック・ニュートンの「決定実験」  

 

ニュートンはこの実験以外にほとんど実験的証明を挙げなかったため，

この実験は光学理論の 3 つの要点を同時に示すことができる実験だと

解釈されてきた．つまり，第一のプリズムで大きく屈折された光が第

二のプリズムでも再び大きく屈折されることから「太陽光は屈折性の

異なる射線からなる」ことを，選び出された光の色ごとに第二のプリ

                                                   
1 Isaac Newton, “A Letter of Mr. Isaac Newton, Professor of the Mathematicks in 

the University of Cambridge; containing his New Theory about Light and Colors: 

sent by the Author to the Publisher from Cambridge, Febr. 6. 1671/72; in order to 

be communicated to the Royal Society,” Phil. Trans. 6(1672), 3075–3087. 「決定

実験」の図はこの論文中には現れず，後にイグナス・パルディ (Ignace Gaston 

Pardies, 1636–1673)の反論に対する回答の中で公表された．Isaac Newton, “Mr. 

Newton’s Answer to the foregoing Letter,” Phil. Trans. 7(1672), 5014–5018.  
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ズムで異なって屈折することから「色ごとに屈折性が異なる」ことを，

選び出された色が第二のプリズムを通過しても変化しないことから

「色彩は変容によるものではない」ことを，示すというのである 2．  

 「決定実験」について詳細な実験報告を与えなかったうえに，「考慮

すべきは実験の数ではなく重みである」3と言って，実験の再現可能性

と理論の確実性を押し通していた 1670 年代のニュートンの態度は，科

学史家のシェイピンやシェーファーによって「独断的」だと表現され

ている．「自然哲学には謙虚さと礼儀正しさが相応しい」とするロバー

ト・ボイル (Robert Boyle, 1627–1691)のやり方を犯したために，ニュー

トンに対して多くの反論が寄せられたというのだ 4．1704 年に出版した

『光学』の中では，ニュートンは「決定実験」という用語を排除して，

数多くの実験的証明によって理論を多面的に支えるやり方に変化した．

しかしそれでも，ヨーロッパ大陸では彼の光学理論はなかなか受け入

れられなかった．  

先行研究では，光学理論が受容されるきっかけになったのは， 1715

年にロイヤル・ソサエティーで行われたニュートンの光学実験の公開

再現実験であるとされている 5．この再現実験を行ったのは，ソサエテ

                                                   
2 3 つの要点は，「新理論」でまとめられた 13 箇条の理論のうち最初の 3 箇

条の内容に相当する．ニュートンは「新理論」の中でほとんど他の実験を与

えなかったため，「決定実験」がニュートン理論を包括的に証明するように

読まれてきた． [Newton, 1672], 3075–3087. また，3 つの項目はそれぞれ，

後に出版される『光学』のうちの第Ⅰ篇第Ⅰ部の命題ⅡとⅠ ,  第Ⅰ篇第Ⅱ部

の命題Ⅰの内容に相当している． Isaac Newton, Opticks: or, A Treatise of 

Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light  (London, 1704; forth 

edition, London, 1730). 邦訳版 :  ニュートン（島尾永康訳）『光学［第三版］』

岩波文庫 , 1983 年 .  
3 Isaac Newton, “Mr. Newton’s Answer to the precedent Letter, sent to 

the Publisher,” Phil. Trans. 11(1676), 703.  
4 Steven Shapin, The Scientific Revolution  (Chicago: University of Chicago Press, 

1996), 111–116. 邦訳版 : シェイピン（川田勝訳）『「科学革命」とは何だった

のか』 (白水社 , 1998 年 ), 144–149 頁 ;  Simon Schaffer, “Glass Works: Newton’s 

Prisms and the Uses of Experiment,” The Uses of Experiment: Studies in the 

Natural Science , edited by David Gooding, Trevor Pinch, and Simon Schaffer 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 68.  
5 以下の先行研究では，1722 年頃にニュートン光学は大陸で完全に受容さ

れ，受容されるための転換点が 1715 年の再現実験であったと記している．
Richard S. Westfall, Never at Rest: A Biography of Isaac Newton (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1980), 794–796. 邦訳版 :  ウェストフォール（田中

一郎・大谷隆昶訳）『アイザック・ニュートン II』(平凡社 , 1993 年 ), 374–376

頁 ; Henry Guerlac, Newton on the Continent (New York: Cornell University Press,  

1981), 119–128; J. A. Lohne, “Experimentum Crucis,”  Notes and Records of the 

Royal Society of London  23(1968), 189–196. 
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ィーの実験主任ディザギュリエであった．『光学』の実験描写と，ディ

ザギュリエの報告書の実験描写を詳細に比較すると，実際にはニュー

トンの実験内容や実験描写に足りていなかったものをディザギュリエ

が巧みに補っていたことがわかる．この研究ノートでは，両者を比較

することで，シェイピンやシェーファーが「独断的」と表現するニュ

ートン・プログラムが，どのように受容されやすい形に変えられてい

ったのかを明らかにする 6．  

 

1. 実験主任ディザギュリエ  

 ロイヤル・ソサエティーの実験主任ジョン・ディザギュリエ (John 

Theophilus Desaguliers, 1683–1744)は，ナントの勅令の廃止に伴ってフ

ランスから亡命してきたユグノーだった．1713 年にロンドンに移り住

んだディザギュリエは，自宅で実験哲学の講座を開いて評判になって

いた 7．ロイヤル・ソサエティーの会長として，ロバート・フック亡き

あと低調になりつつあった会合を立て直そうとしていたニュートンは，

ディザギュリエを見つけて 1714 年に実験主任に任命したのである．デ

ィザギュリエの前にも，ソサエティーには実験演示者が存在した．フ

ックの助手であるパパン (Denis Papin, 1647–1712 頃 )や，1703 年にニュ

ートンが見つけたホークスビー (Francis Hauksbee, 1660–1713)などがそ

うである（しかしホークスビーは 1713 年に亡くなってしまい，ニュー

トンは新たな実験演示者を探していた）．彼らはソサエティーから給料

を支給されてはいたのだが，正式に実験主任に任命されていたわけで

はなかった．ディザギュリエは会費一切を免除されて会員になり，フ

ックの後の初めて正式な実験主任になった人物である 8．  

 1716 年の『フィロソフィカル・トランザクションズ』に載った 1715

年の再現実験の報告書は，ディザギュリエのデビュー論文であり，ま

たニュートンが光学論争から身を引いた 1676 年以来 40 年ぶりに誌上

でニュートンの光学理論が述べられた論文であった 9．  

 
                                                   
6 「ニュートン・プログラム (Newtonian Program)」というのは「ボイル・プ

ログラム (Boylean Program)」に対するシェイピンの用語である． [Shapin, 

1996], 112.  
7
 Audrey T. Carpenter, John Theophilus Desaguliers: A Natural Philosopher, 

Engineer and Freemason in Newtonian England  (London: Continuum, 2011), 

25-55; 永田英治『たのしい講座を開いた科学者たち』星の環会 ,  2004 年 ,  

60–61 頁 . 
8
 [Westfall, 1980], 684–686. 

9 ニュートンは 1672 年の「新理論」の発表以後，『トランザクションズ』誌

上に次々と反論が寄せられてくることに嫌気がさして自ら沈黙してしまっ

た．ニュートンの光学理論に対する反論とニュートンからの回答が最後に載

ったのは 1676 年 9 月 25 日付の『トランザクションズ』である．  
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2. 1715 年報告書の序文 

 1715年にディザギュリエによって行われた再現実験の報告書は，「ア

イザック・ニュートン卿によって作られて彼の『光学』において述べ

られ，最近ロイヤル・ソサエティーにおいて追試された，光と色に関

するいくつかの実験についての説明」という題で『トランザクション

ズ』に発表された．報告書の序文では，この再現実験をすることにな

った経緯が冒頭で語られている．  

 

分離された光のうち一つが取り出されたとき，その色が不変であること

が分かる程度まで光の原色を分ける方法は，ニュートン卿の『光学』が

外国に届くまで発表されていなかった．これがどのように為されるか知

りたかったために，リエージュのイングリッシュ・カレッジの方々，フ

ランスのマリオット氏，そして他の何人かが，小さい円形の孔から暗室

へ太陽光線を入射させ，孔におかれたガラスの三角プリズムによって光

線を屈折させることによって，原色を得た．この方法で実験を試すこと

によって，彼らは，作り出された色を変化させられることに気付き，そ

の実験は成功しなかったのだと報告した．そして最近，『アクタ・エル

ディトールム』の編集者が，1713 年 11 月の 447 ページにおいて，ニュ

ートン卿がこの困難を取り除いてくれるよう望んだのだ 10．  

 

『アクタ・エルディトールム』の編集者が指摘したのは，エドム・マ

リオット (Edme Mariotte, 1620 頃–1684) が『色の性質についての論述』

(1681)で主張したことと，ニュートンの『光学』 (ラテン語版 1706)の

学説との間の食い違いだった 11．フランスの実験家マリオットは，ニ

ュートンが 1672 年に「新理論」の中で提案した，2 つのプリズムを用

いる実験を追試したという．マリオットは，菫を第二のプリズムで屈

折させたときに，赤と黄が生じてしまい，赤を屈折させたときには，

青と菫が生じてしまうことを観察した 12．この観察事実に対して，報

告書の序文では，「太陽の様々な部分からやってきた様々な種類の光線

が，色付いたスペクトルの全体にわたって混ざっていた」ためにマリ

オットは実験に失敗したのだと検討される．実験を成功させるための

                                                   
10 J. T. Desaguliers, “An account of some Experiments of Light and Colours,  

formerly made by Sir Isaac Newton, and mention’d in his Opticks, lately repeated 

before the Royal Society by J. T. Desaguliers,” Phil. Trans. 29(1716), 433–447. 
11 報告書には『アクタ』からの引用文が載せられている．『アクタ』の編集

者は，1672 年から 1676 年の間の『トランザクションズ』誌上の議論を踏

まえて問うているので，当然ここで想定されている実験は 1672 年の「新理

論」で提案された「決定実験」と同じものである．ただし，「決定実験」と

いう名称で言及されてはいなかった．  
12 Edme Mariotte, De la nature des couleurs  (Paris, 1681), 209–210. 
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天候的な条件や，実験器具の距離などが具体的に示される一方で，序

文は以下のことを主張する．  

 

この方法によって，その実験は成功するかもしれない．しかし，その試

験は，ニュートン卿の『光学』第Ⅰ篇の命題Ⅳに説明されているような

方法で行われれば，より問題がないだろう．  

 よって，アイザック・ニュートン卿は『アクタ・エルディトールム』

から引用されたものを読んで，ディザギュリエ氏に，実験をその命題に

説明されている方法で試すことを望んだ．彼はそれに応じて，ロイヤ

ル・ソサエティーの何人かの方々の前で，その後パリ科学アカデミーの

モンモール氏とその他の前で，追試を成功させ，今もなお見たいと望む

人に見せている．追試されて成功した，これと他の付随する実験は，以

下に説明される 13．  

 

このようにディザギュリエは，序文の中で，ニュートン自身に指示さ

れて『光学』の記述に忠実に実験を行ったこと，およびソサエティー

のメンバーやパリ科学アカデミーのメンバーが再現実験の証人になっ

ていることを表明している．  

 

3. 実験報告書の内容 

 実験報告書の内容を評価する上での凡例を示す．  

(1)実験番号の振り方は原文に従う．例えば，ニュートンの『光学』に

収録された実験番号はアラビア数字 (1, 2, 3,…)で，ディザギュリエの報

告書に収録された実験番号はローマ数字 (I, II, III,…)で表記する．  

(2)引用図の中に，原文の図番号を残してある．並べられた図の中でさ

らに区別が必要な場合は，図 [図の通し番号 ]-Fig.[原文の図番号 ]と表記

する．  

(3)引用文中の下線は，本文中で再び言及するために著者が書き加えた

ものである．  

 

実験Ⅰ 

「一方が青，もう一方が赤の 2 片のリボンを縫い合わせる」と始ま

る実験Ⅰは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 1 の変形である．『光学』で

は赤と青に塗り分けられた紙をプリズムを通して見る実験（図 3）で

あったが，実験Ⅰでは着色されたリボンあるいは毛糸を使っている．

ディザギュリエは全ての頂角が 60 度の白ガラス (white Glass)でできた

プリズムと，屈折角が約 48 度の，望遠鏡の対物レンズに使われるよう

な，緑がかったガラス (greenish Glass)でできたプリズムの両方を用い

                                                   
13 [Desaguliers, 1716], 435.  
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て実験した．図 2-Fig.2 で描かれた分離して見えるリボンの図は，A が

白ガラスのプリズム，B が緑がかったガラスのプリズムによって観察

された結果である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2. ディザギュリエによる実験Ⅰ     図 3.『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 1 

 

ディザギュリエは，観察結果が「第一篇の命題Ⅰ，定理Ⅰで与えられ

た説明に答えた」と述べている．『光学』の命題Ⅰ定理Ⅰを証明すると

いう役割も，ディザギュリエの実験Ⅰとニュートンの実験 1 に共通し

ている．  

 

実験Ⅱ 

 2 つの孔から太陽光を採り入れ，2 つのプリズムでスペクトルを並列

に映し出すという実験Ⅱは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 7 に相当する．

2 つの太陽スペクトルによって，細長い紙の半分ずつを異なる色で照

らして，その二色に照らされた紙をプリズムを通して見るのである．  

ディザギュリエの報告がより詳しい実験状況を説明している（例え

ば，紙の長さが幅 3/4 インチ，長さ 5 インチ，スペクトルは両方縦に

なるように映す，等）点を除けば，異なるのは比較する色のみである．

『光学』中でニュートンが比較した色は，赤と菫 (violet)であった．し

かし，ディザギュリエは，赤と紫 (purple)を比較した．実験Ⅱのセッテ

ィングにおいて，「以下の色は非常に明瞭であった．赤，橙，黄，緑，

青，紫，そして菫」と述べているのに，屈折性が最大になる菫色を用

いていない 14．菫色を用いなかったのは，後述の実験Ⅳに記されてい

る理由によるものであろう．  

 

 

 

 

 

                                                   
14 [Desaguliers, 1716], 437.  
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図 4. ディザギュリエによる実験Ⅱ    図 5.『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 7  

 

 

 

実験Ⅲ 

 赤と青に半分ずつ塗った紙に黒糸を巻き，レンズを通して紙の像を

作り出すという実験Ⅲは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 2 の変形である．

赤い半分の像がより明瞭に見える場所は，青い半分がより明瞭に見え

る場所よりも離れている．紙に黒糸を巻くのは，黒糸の像の見え方に

よって，明瞭に見える場所が容易に分かるからである．ディザギュリ

エがより詳細に説明を加えたのは，赤い半分をカーミン顔料で，青い

半分をスマルト顔料で着色した点と，ロウソクの像が実験を妨げない

ように不透明体 B で遮光する点である．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. ディザギュリエによる実験Ⅲ   図 7. 『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 2 

 

『光学』には，細紙ではなく糸を用いた場
合の図が載っている．糸の上半分 DE を菫，
下半分 FG を赤の光で照らした場合．  
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『光学』の実験 2 では，紙を赤と青に塗って比較している．ディザギ

ュリエの報告書では，最初，赤と紫として説明が始まり，図にも紫

(purple)の記述があるのに，途中から青に言い換えられている．  

 ディザギュリエは，紙を赤と青の顔料で塗った場合だけでなく，紙

をプリズムで作った赤い光と青い光で照らした場合の実験も報告して

いる．この変更を加えた理由は，「実験は同じ方法で成功した」けれど

も，「紙が粉絵具で着色された場合よりも，プリズムで着色された場合

の方が，像が明瞭でより鮮明である」からであった 15．  

 

実験Ⅳ 

 プリズムによって太陽の像をスペクトルとして映し出すという実験

Ⅳは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 3 に相当する．この実験は，1672

年の「光と色についての新理論」の中で，ニュートンが新しい光学理

論を考案するきっかけになった実験として紹介されたことでも有名で

ある．太陽の像のスペクトルは縦長 (oblong)になり，その幅は，同じ場

所で作られるはずの太陽の像の幅に等しくなる．  

 スペクトルに含まれる色として挙げられるのは，赤，橙，黄，緑，

青，紫，菫の七色である．ニュートンは『光学』において，スペクト

ルに含まれる原色を，赤，橙，黄，緑，青，藍，菫の七色としている

ので，色の捉え方に相違がある．「この中で，菫色は非常に弱くて見え

づらい」と言っていることが，実験Ⅱにおいて菫ではなく紫を使った

理由であろう 16．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8. ディザギュリエによる実験Ⅳ     図 9.『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 3 

                                                   
15 [Desaguliers, 1716], 439.  
16 [Desaguliers, 1716], 440. ただし，ディザギュリエは自宅で行っていた実

験哲学講座の内容をまとめた本の中で，スペクトルに含まれる色を赤，橙，

黄，緑，青，紫 (purple)の六色としている．ディザギュリエにとって，屈折

性が最大である色として紫を選ぶことは自然なことであったようだ． J. T. 

Desaguliers, A System of Experimental Philosophy, Prov’d by Mechanicks  

(London, 1719),  187–191. 
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 実験Ⅳの報告の後半は，プリズムに入射する光線の角度についての

一般的な注釈が書かれている．プリズムで屈折されて広がった光線の

中心線を DG とすると，プリズム中で光線が面 AB に並行に進むなら

ば∠BDG＝∠AEH（図 8-Fig.9）．プリズム側面に対して，垂直に近い

角度で光線を入射させるとスペクトルはより長くなり（図 8-Fig.10），

傾けて入射させるとスペクトルは短くなる（図 8-Fig.11）．プリズム側

面 AC が入射光 HF に対してさらにいっそう傾いてしまうと，全ての

光が反射されてしまう（図 10-Fig.12）．図 8-Fig.10 のように垂直に近

く入射させると，全ての光線がプリズムに入っていくが，面 BC で一

部の光が反射されて de となり，ほぼ垂直に面 AB を通過する．もし光

線が側面 AC の真ん中から垂直に入射したら，図 10-Fig.13 のように，

一部は面 BC で屈折され，残りは面 AB で屈折される．垂直に入射し

ても，光線が A に近ければ全て面 AB で，光線が B に近ければ全て面

BC で屈折される．よって，適切なスペクトルを得るためには，広がっ

た色付きの光が，図 8-Fig.9 で見た∠BDG＝∠AEH を満たすように出

てくるように注意しなくてはいけない．これは，空気中の埃が光って

見えることによっても観察できる．しかし，最良の方法はプリズムを

軸の周りで回転させて，それと同時に，プリズムの回転に伴って上昇

したり下降したり，長くなったり短くなったりする色付いたスペクト

ルを見ることである．「このような調整が，これから先で述べられる全

ての実験で要求される」ので，デュザギュリエは，プリズムを軸にそ

って自由に回転できて固定できる器具の作り方を紹介する（図

10-Fig.14）．  

 注釈で説明されることの多くは，ニュートンが『光学』の冒頭で掲

げている，公理Ⅲ「もし屈折された射線がまっすぐ入射点に送り返さ

れたならば，それは入射線によってさきに描かれた直線上に屈折され

る」と，公理Ⅴ「入射の正弦は，屈折の正弦に対して正確にまたはほ

ぼ正確に与えられた比になる」から，容易に導き出せる結果である 17．

ニュートンは，この公理を利用して，プリズムを通過して進む光の屈

折射線を求める方法を解説している（図 11）．しかし，ディザギュリ

エはこの公理については言及しない．あくまでも実験を行うためのテ

クニックとして，現象的に説明するのである．  

                                                   
17 「屈折の正弦法則」あるいは「スネルの法則」として知られるこの法則

は，オランダのスネル (Willebrord Snel, 1580–1626)によって 1621 年に発見さ

れ，デカルト (René Descartes, 1590–1650)の『屈折光学』 (1637)で知られるよ

うになった．René Descartes, “La dioptrique,” Discours de la méthode pour bien 

conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences , (Paris, 1637; Paris, 

1658), 13–25. 邦訳版 :  デカルト（三宅徳嘉・小池建男・青木靖三・水野和久・

赤木昭三・原亨吉訳）『デカルト著作集１――方法序説および三つの試論』

白水社 , 1973 年 , 122–130 頁 .  



『技術文化論叢』第 16号(2013年) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

図 10. ディザギュリエによる実験Ⅳの注釈  図 11.『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の公理Ⅴ  

 

実験Ⅴ 

 プリズムによって生じたスペクトルを，別のプリズムを通して見る

という実験Ⅴは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験 11 の変形である．別の

プリズムを通して見たときにスペクトルが白い点に見える観察位置に

ついて，ニュートンは，プリズム ABC に対してプリズム abc を平行に

支えて（図 13），近づいたり遠ざかったりしながら距離を変えて探す

としか説明していない．原理的な条件は，「像 PT の各部分からプリズ

ム abc に向かって収束するそれぞれの種類の射線がプリズムによって

異なる屈折をうけて，プリズムから眼へ進むとき，スペクトル S の同

一の点から発散して，その後，その眼底の同一の点に落ち，そこで混

合される場合」なのであるが，その位置をニュートンが与えた情報の

みから探すのは難しい 18．  

 ディザギュリエは，「プリズム CD はプリズム AB に対してまっすぐ

に保たれて，二つのプリズムの屈折角は等しくなければならない」と

説明を加える．しかし，「この白い点に見えるスペクトルを見つけるの

は，あまり容易ではない」ために，彼は「最良の方法は，スペクトル

を作り出しているプリズム AB 自体を覗いてしまうこと」だと提案す

るのだ 19．  

 

 

 

 

                                                   
18 中島秀人は卒業論文において，『光学』の記述をもとに第Ⅰ篇第Ⅰ部の実

験 1, 3, 5, 6, 7, 10 および第Ⅰ部第Ⅱ篇の実験 11 を追試した．他の全ての実

験で結果が明らかに分かる写真を残している一方，実験 11 だけは写真を残

すことに失敗している．中島秀人「ニュートン ‘Opticks’の実験の再現」，卒

業論文（東京大学）， 1980 年 ,  78–93 頁 ;  (別冊 2 ), 20–35 頁 . 
19 [Desaguliers, 1716], 442.  



ニュートン・プログラムはどのように受容可能になったのか 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 12. ディザギュリエによる実験Ⅴ   図 13. 『光学』第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験 11 

 

 ディザギュリエの実験報告は，ニュートンが説明しそびれていた重

要な点に気付かせてくれる．まず，「二つのプリズムの屈折角が等しい」

という部分である．ディザギュリエの図 12 はデフォルメされている

（おそらく，「プリズムがかなり長ければ覗きこむことは簡単である」

ことを示すため，プリズム AB が縦に見えてしまうような描写になっ

た）ので，改めて説明用に図 14 に描き直す．もし屈折角の異なるプリ

ズムを使ったならば，光の入射角とスペクトルの広がり方の関係が異

なってしまう．2 つ目のプリズムについて，軸を回転することによっ

て入射角を，観察位置を前後あるいは上下に動かすことによってスペ

クトルの見込み角度を調節することができるが，パラメーターが多く

て定まりにくい．よって，「同じ屈折角（当然，屈折率が同じ材質）の

プリズムを平行（軸だけでなく，面の配置も平行）に保つ」ことは，

実験を容易にする有効な手段である．ところが，まだ問題が生じる．

ニュートンは，スペクトルを作るプリズムと覗きこむプリズムの位置

関係を明確にしていない．そのため，図 13 では，二つ目のプリズムを，

近い距離でかつ低い位置から覗きこむような配置になり，それに伴っ

てプリズムの角度が微妙に回転されている（ただし，軸は平行である）．

別のプリズムを通して観察している以上，空間配置とそれに伴うプリ

ズムの角度の問題は常につきまとう．その点，ディザギュリエが言う

「最良の方法」は，同じプリズム自体を覗いてしまうので，相対的な

角度や位置の問題が全く生じない．しかも，この方法だと，見かけ上

の白い点の位置が「あたかも孔 H から直接やってきた像のよう」に観

察できる．ニュートンの実験の場合は，見かけ上の位置が異なってし

まう．  

 ディザギュリエの「最良の方法」は，実験家としてのセンスが感じ

られるもので，高品質のプリズムを複数手に入れることが難しかった

当時の状況を考えても，画期的な提案だった．『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の

実験 7 や第Ⅱ部の実験 10 など，常に投射するためのプリズムと覗くた

めのプリズムを分けて考えているニュートンにとって，同じプリズム

を覗くという荒っぽい方法は美しくないのかもしれない．しかし，こ

の実験が証明するべき「太陽の光の白さは，適当な比率で混合された
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すべての原色の複合である」という定理を受け入れていない者にとっ

て，根気強くプリズムの角度と位置を調整して白い点に見える条件を

探すよりも，同じプリズムを覗いてしまうほうが明らかに説得的な方

法であった．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 14. 実験Ⅴの実験配置図（多久和による描き直し）  

 

実験Ⅵ 

 プリズムによって分けられた光をレンズによって集光して紙に投射

するという実験Ⅵは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験 10 の変形である．

紙をレンズの焦点 F を含むπFπ（図 15-Fig.16）の位置におくと，ス

ペクトルは白い点として観察される．もし，それより離れたΠΠの位

置におくと，スペクトルの色の順序が逆転する（図 15-Fig.16 の R, O, 

Y, G, B, P, V は色の頭文字）．  

 ディザギュリエは注釈で，「レンズには赤と紫の極端までレンズに入

れる」よう忠告している．「そうでなければ，スペクトルは焦点におい

て完全な白色にならない」．また，レンズの端では屈折があまり規則正

しくないので，スペクトルがレンズの端にかからないようにプリズム

とレンズを近づけて，軸の近くを通るようにするべきだと指摘する．

また，レンズをもう一つ加えて焦点を f にしても，同じ結果が得られ

たことを報告した．  

 注釈の後半では，レンズに入る光の一部をカードで遮るという実験

の続きが述べられる．紙を焦点 F において，赤い光線を遮ると，白く

見えていた像が紫に見える．もし，菫か紫，あるいは両方の光線を遮

ると，白く見えていた像が赤に見える．そして，同時に赤も遮ってし

まうと，スペクトルは黄，緑，青の混合色になる．もし，残りを遮っ

て，一つの色しかレンズに入らないようにすると，色は同じままで，
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レンズによって強く集光されるだけである 20．  

 ニュートンが『光学』で説明する実験 10 は，原文で 7 ページにも及

ぶ長い実験シリーズである．紙をδεの位置において，一部の光を遮

ったときのスペクトルに含まれる色を観察したり，紙を焦点 G におい

て，焦点 G に現れる白い像を別のプリズムを通して見て，一部の光を

遮ったときの，見かけ上のスペクトル rv の変化を観察したりする．中

でも特徴的なのは，櫛形の器具 XY を作って動かし，色を連続的に遮

る実験だった．櫛をゆっくり動かすと，遮られた色に従って，焦点 G

に現れる白い像の位置には「たえずさまざまな色が続いて現れた」．し

かし，櫛を非常に速く動かすと，「諸色が迅速に連続して色の識別がで

きなくなり，［…］それら全てが混乱して一様な白一色が生じた」．こ

れは，ニュートンが色の見え方を，実在の光線の種類ではなく，人間

の「感覚中枢の印象」に帰している興味深い部分である 21．しかし，

ディザギュリエはこの部分の実験を報告していない．  

 プリズムによって分けられた光をレンズによって集光すると，レン

ズの焦点の位置に白い像を生じるという事実は，実験 10 より前の，第

Ⅱ部の実験 2 において既に登場している．焦点の位置においた紙 DE

に白い像が映るとき，紙を光に対して大きく傾けるというこの実験は，

甚だ奇妙な実験であった．de のように傾けると像は黄と赤に見え，δ

εのように傾けると像は青に見えるのだが，ニュートンはその観察事

実を述べるだけで，原因や理由を語らないのである．実験 10 において，

焦点に集光された白い光は「それぞれの色の性質を保持する」のか，

あるいは「それぞれがいずれも白の知覚を感覚に引き起こすように変

化する」のかを考察する中で，改めて実験 2 が言及され，現象の理由

が説明される．  

 光の異なる屈折性を証明するために実験が体系的に並べられている

第Ⅰ篇第Ⅰ部と違い，第Ⅱ部は，「光と影の境界の変化が色の変化を生

じる」というデカルトの学説を反証したり，光の色を音階に対応させ

るという独創的な議論を展開したり，感覚中枢の印象や射線の量の優

劣による色の見え方を調べたりと，様々なトピックが入り乱れる．実

験も複雑になり，以前の実験の結果が密接に絡んでくる．その中でデ

ィザギュリエは，実験 10 と実験 11 を選び，第Ⅰ部の実験とスムーズ

に繋がる簡潔な実験へと変形している．  

 

 

 

 

                                                   
20 [Desaguliers, 1716], 442–443. 
21 [Newton, 1730], 135–142. 



『技術文化論叢』第 16号(2013年) 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15. ディザギュリエによる実験Ⅵ   図 16.『光学』第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験 10 

 

 

 

 

 

 

                   図 17.『光学』第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験 2 

 

実験Ⅶ 

 ニュートンが「決定実験」と呼んだ，第一のプリズムで原色を作り

出し，第二のプリズムで再び屈折させるという実験は，報告書の実験

Ⅶに登場する．ただし，ディザギュリエは，この実験が 1672 年論文

の「決定実験」に相当することにも，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ章の実験 6 に

相当することにも言及していない．  

 第二のプリズム B で再び屈折させられた原色は，ディザギュリエの

実験では天井に映しだされる．R は赤い光線が進んだ位置，P は紫の

光線が進んだ位置，G は緑の光線が進んだ位置であり，全ての中間色

の光線は R と P の中間の位置に投射された．  

 ここでディザギュリエは注意を促す．光線は，第二のプリズムに対

して傾斜させて入射しなくてはいけない．図 18-Fig.19 のようにほぼ

垂直に入射すると，屈折する代わりにσ方向に反射されてしまう．図

18-Fig.20 のように傾斜させすぎると，E 方向に全反射されてしまう．

「何人かが，第二のプリズムをしかるべき傾斜で配置したいという望

みのために，彼らが最初はこの実験に失敗したということを私に打ち

明けた」のだと書いている．  

 しかし，実験報告はここで終わらなかった．ニュートン光学を擁護

するべき立場にあったはずのディザギュリエは，第二のプリズムで再

び屈折された光が，均質光つまり単色であることを否定してしまう．

彼は，「第二の屈折で天井に映った色は，目で見たときには不変のよう

に見える．しかし，プリズムを通して見ると，それらは新しい色を与

えた（赤のある部分と，菫のある部分を除く）．これは，それらが完全

に分離されていなかったためであった．この理由で，もし色がよく分
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離されていたならば真に均質で不変であることを示すために，私は次

の実験を行った」と書いている．第二の屈折を経た光を，あえてプリ

ズムを通して見て厳密に分光してしまい，「決定実験」と呼ばれる実験

の不確実さを際立たせてしまっているのだ 22．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 18. ディザギュリエによる実験    図 19. 『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 6 

 

実験Ⅷ 

 では，ディザギュリエは「真に均質で不変な色」を作り出すために，

どんな実験を行ったのだろうか．端的に言えば，それはレンズで光線

の幅を絞るということだった．『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の命題Ⅳ問題Ⅰで

は，「複合光の不均質な射線を互いに分離すること」が課題となる．そ

してニュートンは，射線の混合を減少させるための解決策は，色像の

円の直径を減少させることだと結論する．図 20の AG, BH, CI, DK, EL, 

FM は，前述の実験 3（太陽のスペクトルが縦長 (oblong)になるという

実験）において，円形の太陽からやってきた異なる射線が照らしてい

る円である．それぞれの円は重なりあって，射線が他の射線の円の中

まで広がってしまい，全体にわたって混合されている 23．もしこの円

の直径を，ag, bh, ci, dk, el, fm のように小さくすることができれば，

小さい円は互いに他の円の中まで広がらないので混合が減少されるの

である．これを実証するのが第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 11 であり，ニュート

ンはレンズで光線の幅を絞ってから実験 3 と同じくスペクトルを映し

                                                   
22 ただし，ここには注釈が付けられ「プリズムが良質で，太陽の近くに雲

がない場合，赤や菫の極端はこの実験で混合されていない色を与える．そう

でなければ与えない」と記されている． [Desaguliers, 1716], 443–444.  
23 [Newton, 1730], 64–67. ただし，スペクトルの両端では円が重なり合わな

いため混合が少ない．これが，ディザギュリエが実験Ⅶにおいて，「赤や菫

の極端では均質な色を与える」と述べていることの理由である．[Desaguliers, 

1716], 444.  
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出した 24．  

 ディザギュリエが行った実験Ⅷは，この実験 11 の変形であった．変

更点は，鏡で太陽光を反射させて光線の角度を調整していることと，

プリズムを縦においてスペクトルを横長に投射していること（図 21

はスペクトルの方向がデフォルメされている）である．スペクトルの

長さは幅の 30～40 倍になり，「色は非常に鮮明でよく分離されていた」
25．「このスペクトルに含まれる色が単一で均質な光であることを示す

ために」，ディザギュリエはさらに次の実験を行った．  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   図 20. 『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の問題Ⅰ  

 

 

 

 

 

 

 

図 21. ディザギュリエによる実験Ⅷ   図 22.『光学』第Ⅰ部第Ⅰ篇の実験 11 

 

実験Ⅸ 

実験Ⅸでは，実験Ⅷのレンズで幅を絞られたスペクトルを使った二

種類の実験が報告されている．一つ目は，スペクトル MN を投射して

いた紙に孔 h を開けて赤い光線を通し，その像をプリズムを通して観

察するというものであった（図 23-Fig.22）．目で直接見ても，異なる

屈折角のプリズムを通して見ても，赤い光線は赤い円の位置に観察さ

れた．ディザギュリエはこれを全ての色について行い，それぞれの色

が単一で均質な光であることを確かめた．  

                                                   
24 [Newton, 1730], 67–72. この実験におけるスペクトルの幅は，スペクトル

の長さの 1/40～1/70 まで小さくしたとニュートンは記している．  
25 ただし，菫だけは端に淡い光を含んでいた．これは，プリズム A の筋や

鏡による反射光のせいであり，「太陽が十分に低くて鏡を使わなくてもよか

ったならば，現れないはずだった」と説明されている． [Desaguliers, 1716], 

445. 
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次に，同じセッティングのまま，スペクトルを本の上に映し出した

（図 23-Fig.23）．その本を別のプリズム F を通して見ると，スペクト

ルが覆った部分の文字は，目で直接見た場合と同じように明瞭であっ

た．紫だけを取り出して本の P の位置に映しても，プリズムを通して

πの位置に見える文字は明瞭であった．これは，他の光線についても

同様に成功する．ところが，太陽から直接来た光線を W の位置に映す

と，プリズムを通して Y の位置に見える像は縦長になって色付き，文

字はあいまいに見える．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23. ディザギュリエによる実験Ⅸ  
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  図 24. ディザギュリエ版「決定実験」（Guerlac による描き直し）  

 

前半の実験を行うことによって，実験Ⅵ（「決定実験」と呼ばれる実

験）から続いていた，単一で均質な光線を作り出すという目標が達成

された．後半の実験は，相当するものが『光学』の中には存在しない．

本の活字を使って像が明瞭に見えるかどうか調べるという手法は，第

Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 8 にも登場する．しかし実験 8 は，赤い光線と青い

光線で本の活字を照らし，レンズによって字の像を作って位置を比較

するという，全く異なる実験であった．よって，実験Ⅸだけは，『光学』

中に登場する実験の再現ではなく，ディザギュリエのオリジナル要素

の強い実験であった．  

 ディザギュリエは報告書の最後で，「この目的のための実験のさらな

る説明は，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部を見よ」と述べている．「ある外国の

方々は，ニュートン卿の『光学』に十分な指示を求めて，実験の答え

を見つけられなかったと文句を言った．けれども，私はそこに見つけ

た以外の何の指示も有していない」 26．この結びの言葉によって，デ

ィザギュリエは『光学』に記された指示だけに忠実に実験を再現した

という立場を印象付けた．  

 

4. 実験報告書の評価 

 2 節で見たように，ディザギュリエはニュートンが『光学』に記し

た指示に忠実に再現実験を行ったという姿勢を表明していた．しかし，

9 つの実験は，多くがオリジナルの形から変形されていて，それぞれ

が『光学』中のどの実験に相当するのか説明されていない．改めて『光

学』中の実験に対応させて，それぞれの役割を確認しておく．  

 実験Ⅰ，実験Ⅲは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 1，実験 2 に対応す

る実験であった．この 2 つの実験は，『光学』の中で命題Ⅰ定理Ⅰ「異

なる色の光は，屈折性の度合いも異なる」を証明するために配置され

たものである．  

実験Ⅱ，実験Ⅳ，実験Ⅶは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ部の実験 7，実験 3，

                                                   
26 [Desaguliers, 1716], 447.  
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実験 6 に対応する実験であった．この 3 つの実験は，『光学』の中で命

題Ⅱ定理Ⅱ「太陽の光は屈折性の異なる射線からなる」を証明するた

めに配置されたものである．  

 実験Ⅴ，実験Ⅵは，『光学』第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験 11，実験 10（部分

的に実験 2）に対応する実験であった．実験 2 は命題Ⅰ定理Ⅰ「屈折

光または反射光によって生じる色は，光と影の境界の変化による光の

変容からくるのではない」を証明するために配置され，実験 10，実験

11 は命題Ⅴ定理Ⅳ「太陽光の白さは，適当な比率で混合された全ての

原色の複合である」を証明するために配置されたものである．  

 つまり，「光の異なる屈折性」，「屈折性ごとに異なる色」，「光の変容

説の否定」という 3 つの要素を証明するために，別々の実験シリーズ

が選ばれているのである．ゲラックはこの 1715 年報告書について，「デ

ィザギュリエの 9 つの実験の説明は，全てがニュートンの『光学』の

第Ⅰ篇第Ⅰ章に説明されている実験の再現であったが，序文において

なぜこの検証が必要だと考えられたのか説明されていた」と書いてい

る 27．しかし，完全な形ではないとはいえ，第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験が説

明されていることを忘れてはいけない．光の変容説を直接的に否定す

るための第Ⅰ篇第Ⅱ部の実験の存在を意識することによって，初めて，

「光の異なる屈折性」，「屈折性ごとに異なる色」，「光の変容説の否定」

という 3 つの要素が別々の実験シリーズによって証明されたことがわ

かるようになる．『光学』第Ⅰ篇の第Ⅰ部と第Ⅱ部の構成と同様に，

1670 年代の論争で「決定実験」に負わされていた 3 つの役目が，3 つ

の実験シリーズに分散されていたのだ．  

 残りの実験Ⅷと実験Ⅸは，実験Ⅶ（「決定実験」と呼ばれた実験）の

問題点を解決するために提案された実験だった．第二の屈折を経た光

をプリズムを通して見ると，新しい色を与えていることが分かるので，

『光学』第Ⅰ篇第Ⅰ章命題Ⅳの記述に従って，レンズで光線の幅を絞

るのである．この実験Ⅸの前半にあたる部分を，科学史家ゲラックは

「ニュートンの「決定実験」のディザギュリエ版」28と呼んでいる（図

24）．しかし，この実験は「決定実験」と呼ぶに値するものなのだろう

か．確かに，レンズで光線の幅を絞ることによって色の混入がなくな

ったため，「屈折性ごとに異なる色」，「第二の屈折によって光は変容し

ない」ということまで示せるようになった．しかし，図 24 を見るとわ

かる通り，この実験ではプリズムを覗くことによって見える虚像とし

て実験結果が現れるのだ．虚像のため量的な記述ができないという点

で，理想的な「決定実験」がもつ美しさを欠いていた．また，図 23

に描かれる実験が，本の活字の見え方を確かめる実験まで続く一連の

                                                   
27 [Guerlac, 1981], 120.  
28 [Guerlac, 1981], 125.  
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実験変形の一部として説明されている事実も，この実験の担う役割が

決定的ではなかったことを暗に示している．  

 

5. 結論 

 1715 年のディザギュリエによる再現実験は，1670 年代に『トラン

ザクションズ』誌上で行われていた論争で扱われていた実験や手法と

比較して，受容されるための大きな進歩を遂げていた．1672 年の「新

理論」の時点では，理論の実験的証明がほぼ「決定実験」のみに限ら

れており，その実験の再現性を問う反論が寄せられた．1704 年に『光

学』が出版されると実験的証明が多くの実験に分散され，理論が多面

的に支えられるようになるという進歩があった．ところが，『光学』の

段階になっても，実験自体に欠陥があったり，実験に関する説明が不

十分だったりして，文章から実験が容易に再現できるものではなかっ

た．1715 年の再現実験には，「実験器具や内容を改良する」「権威ある

人々の前で実験を演示する」「報告書に詳細な説明と履歴を与える」と

いう注目すべき三つの要素が含まれる．ここで，シェイピンとシェー

ファーが指摘したような，ロバート・ボイルの「実験プログラム」を

思い出してもらいたい．ボイルは空気ポンプの実験から事実命題を生

産するために，三つの技術を使ったといわれる．第一は，空気ポンプ

を使って操作するという物質技術であり，第二はコミュニティーで実

験を演示して目撃者を証人にするという社会技術であり，第三は文章

の中で実験シリーズの詳細な説明と履歴を与えて実際に立ち会ってい

ない人をも証人にするという文章技術であった 29．1670 年代には独断

的だったニュートン・プログラムが，ニュートンの改心と優秀な実験

家ディザギュリエの協力によって，実験シリーズの謙虚で詳細な説明

というボイル的プログラムに変化したのだと解釈できる．  

                                                   
29 Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-pump: Hobbes, 

Boyle, and the Experimental Life (Princeton: Princeton University Press, 1985), 

25, 55–60. 


