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活力論争を解消する十八世紀の試み
有賀暢迪*
I. 博士論文の概要について
▼表題（仮）
「レオンハルト・オイラーの活力論争：十八世紀前半の力学における運動物体の力とその変容」
▼用語の説明
a. オイラー（Leonhard Euler, 1707-1783）
十八世紀を代表する数学者。バーゼル生まれのドイツ系スイス人だが、学者として活動したのはペテル
ブルクとベルリンのアカデミー。著作（論文・著書）は生前出版されたものだけでおよそ 560 篇に上り、
その大部分はフランス語かラテン語で書かれた。解析学・代数学・整数論といった狭義の数学分野のほ
か、力学や光学といった数理物理学的分野の発展に多大な影響を与えた。
力学史では、運動方程式（F = ma）を力学全体の基本原理として位置づけ、いわゆる「ニュートン力学」
を確立した人物として評価されている（概ね 1750 年前後の出来事）。
b. 活力論争（英 vis viva controversy）
「力」は質量と速度に比例するのか、それとも質量と速度の二乗とに比例するのか、という問いをめぐ
って戦わされた一連の議論の総称。ライプニッツによるデカルト批判（1686）をきっかけとして始まり、
主として十八世紀前半に、名立たる学者たちを巻き込んで展開された。
c. 運動物体の力（英 force of moving bodies）
活力論争で問われた「力」は今日とは異なる意味内容を持つもので、当時は「運動物体の力」などとも
呼ばれた（以下、この意味を強調する場合に《力》と表記）
。これが何であるかについて十八世紀のテク
ストが詳述していることはめったにないが、一次史料を精査した結果（および先行研究を検討した結果）
として、概ね次の四点が当時の共通理解を形成していたと考えられる。

・運動している物体は、運動している限りにおいて、それに内在する《力》を有する
・物体（の質量）が大きいほど、また速度が大きいほど、《力》は大きい
・《力》はさまざまな効果（結果）を生み出す原因である
（主に衝突を通じて）運動状態を変化させる、物体を変形させる、重たいものを持ち上げる、等
・《力》の大きさは、生み出された効果（結果）の大きさによって測ることができる
「力」
「運動量」
「エネルギー」といった（現代の）言葉で場合ごとに説明することはおそらく可能だが、
《力》を直接指し示すような語彙は今日の物理学の辞書にない（むしろ「勢い」「威力」
）。

．．
cf. 今日の力学で言う「力」＝ 物体の運動状態を変化させたり物体を変形させたりする作用

*

電気通信大学 協力研究員 ariga.nobumichi@gmail.com
1

問．運動物体の力から今日的な力への移行は、いつ、どのようにして起こったか？
cf. ウェストフォール『ニュートンの物理学における力』（1971）
・デカルト以降繰り返し現れる「運動物体の力」に対し、ニュートンによる今日的な力の理解
←それが当時一般に共有されたわけではない；
「慣性力」「込められた力」という用語の問題
▼博士論文の主旨
オイラーは古典力学を数学的・理論的に確立した人物として知られるが、その過程には力学の基本概念、
特に力に関する反省が伴っていた。博士論文では、オイラーが今日のような力の理解にどのようにして
至ったのかを検討し、それによって古典力学の形成の一側面を明らかにする。
その際、重要な背景となっていたのが活力論争であり、特にそこで議論の対象となっていた運動物体の
力ないしは活力という概念であった。力に関するオイラーの（一見奇妙な）主張は、この論争の文脈に
位置づけることで初めて理解できる。このため、博士論文のかなりの部分は、活力論争と運動物体の力
についての考察に充てられることになる。
▼骨組み
導入部となる第 1 章を除くと、実質的に 6 章構成。章ごとに論点は異なるが、配列は概ね年代順。
序論

博士論文全体の主旨を述べる

第 1 章 導入：十八世紀力学史の論点整理、背景知識の説明など
第 2 章 活力論争の経過と運動物体の力について概括：十七世紀から 1720 年代まで
第 3 章 「力は質量と速度の二乗とに比例する」という主張の分析
第 4 章 衝突理論の分析（1720-1730）
第 5 章 オイラーの力学における力の考察（I）
：ペテルブルク時代［1727-1741］
第 6 章 十八世紀中葉における活力論争「解消」の試みを比較考察
第 7 章 オイラーの力学における力の考察（II）：ベルリン時代［1741-1766］
結論
※進捗状況
・現在、2, 3, 4, 6 章を執筆中。平均して 7 割程度書けている。
・ほかの章については、大枠（節の構成）は考えてあるものの未着手。
・第 4 章は『科学哲学科学史研究』に、第 6 章は『科学史研究』に、必要な変更を加えて投稿予定
⇒ 以下では、第 6 章の要点を紹介
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II. 活力論争を解消する十八世紀の試み
・cf. ハンキンス「活力論争を解決する十八世紀の試み」（1965）
-ダランベール、ス・グラーフェサンデ、ボスコヴィッチ
-論争における物質観の問題（特に「硬い」物体）の重要性を指摘
-論争の解決は 19 世紀（エネルギー概念の成立）までもたらされなかったという見方を示唆
←18 世紀中葉に生じた変化を掬い取れない：論争を「解消」する試みの出現
・この章で議論すること
-ダランベール、モーペルテュイ、オイラー
-三人はそれぞれ違う問題関心から、
《力》
（運動物体の力）について語るのを拒否 ⇒ 論争の解消
-論争の解消にとって、
「硬い」物体の問題は本質的でない （※この点については割愛）
i. ダランベール（1717-1783）
・『動力学論』（1743）序文
-力学に強固な基盤を与えることを目指す；「極めて明晰な概念から力学の諸原理を導く」（p. iv）
-偶然的な真理は「力学の確実性を破壊し、実験科学以上のものではなくしてしまうであろう」（p. xi）
・『百科全書』第 1 巻（1751）序論（特に pp. vi-ix）
-扱う対象が単純で抽象的であるほど、その学問は確実さと明晰さを増す
-代数学（量の一般的属性）＞幾何学（延長）＞力学（不可入性）＞物理数理科学（物体の諸属性）
-実験自然学 ＝ 本来、経験と観察の合理的蒐集にとどまる（≠物理数理科学）
-明証的なのは代数学・幾何学・力学のみ
⇒必然的に真で自明な原理に基づく力学体系の構築（厳密な意味での確実性の追求）
・再び『動力学論』（1743）序文
-《力》は明晰さを欠くがゆえに、力学に場所を持たない
物体の運動のうちに我々が十分判明に見るもの、それは物体が一定の空間を通過するということ、およびそれを通
過するのに一定の時間を要するということだけである。それゆえ力学のあらゆる諸原理を適切かつ厳密なやり方で
証明したいというときには、まさにこの観念だけからそれらを導き出すべきなのである。そういうわけであるから、
．．．．
この反省の帰結として、私が言わば運動原因 causes motrices の上から視線を逸らし、それらの生み出す運動を考
察するだけにしたこと、そして運動物体に内在する力 forces inhérentes au Corps en Mouvement という、曖昧か
つ形而上学的な存在で、それ自体では明晰な科学［i.e. 力学］の上に暗闇を広げることしかできないものを完全に
追放したことは、まったく驚かれないであろう。（p. xvi）

-「力」は「物体のうちにあると言われる存在」を表すのではなく、
「事実の短縮された表現法」
-活力論争の無視：力の尺度の問題は力学にとって「全く役に立たない性質」のもの（p. xvii）
ii. モーペルテュイ（1698-1759）
・『形而上学的原理から導き出された運動と静止の諸法則』
（1746）第二部
-神の存在証明：運動と静止の法則を物体の本性ではなく神の属性から導き出す（cf. ダランベール）
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-「運動の法則」＝ 硬い物体と弾性的な物体のそれぞれに関する衝突規則
→ 運動の量の保存（デカルト）も活力の保存（ライプニッツ）も一般的には妥当しないので×
→ これらに代わる普遍的な原理 ＝ 最小作用の原理！
※運動の量と活力のどちらが《力》の正しい主張か、という問題にはまったく触れず
・『宇宙についてのエセー』（1751）※1746 年の論文の増補改訂版に当たる
-「力」の批判：
「現代の哲学において、これほどよく繰り返され、正確な定義をこれほどまでにほとん
ど与えられていない言葉はない」
-モーペルテュイの診断：この言葉が本来意味するのは、物体を動かしたり動きを変えたり止めたりす
るときに抱く「ある種の感覚」
（un certain sentiment）であり、そうした感覚が物体の運動状態にお
ける変化を常に伴うがゆえに、我々はそれを変化の原因だと考えている。そして、ある物体における
運動状態の変化を見たときに、それを別の物体に（変化の原因として）帰属させている。
ここから、物体の力について我々が抱こうと欲する観念が――よしんば観念と呼べるにせよ――どれほど曖昧であ
るかがわかる。これは元をただせば混乱した感覚でしかないのである。そして、当初は我々の心の感覚を表してい
ただけのこの言葉がこの意味で物体に属しうるというのがどれほどありそうもないかが判断できる。しかしながら、
物体から一種の相互影響をまったく剥ぎ取ってしまうことは、それがどのような本性のものであるにせよできない
．
のであるから、お望みなら、力 force という名前は残しておこう。しかし我々はそれを見かけの効果によってのみ
．．．
測ることにしよう。そして駆動力 force motrice ――運動している物体が持っている別の物体を動かす能力
puissance――というのは、我々の認識を補うべく発明された言葉にすぎないのであって、現象の一つの結果しか
意味しないのだということをいつでも覚えておくことにしよう。

※『宇宙についてのエセーで用いられた神の存在証明の哲学的吟味』
（1756）にも同様の趣旨の議論が
あり、そこでは活力論争に明示的に言及
iii. オイラー（1707-1783）
・『衝撃力について、およびその真の尺度について』（1745）
-「力を速度に比例すると見なすにせよ、それをこの速度の二乗と比べるにせよ、運動物体にはいかな
る力も絶対に帰属させられない」
-力は単独の物体にではなく、衝突しあう物体同士の関係にのみ関わっている
-衝突の際、一方の物体の慣性が他方の物体を変化させる；あらゆる変化は慣性に由来
・『力の起源についての探究』
（1750）
-慣性ではなく不可入性が力の起源：衝突の際、不可入性のために運動を変化させざるをえなくなる
-状態を維持する物体の本質的性質としての「慣性」／状態を変化させる外的な原因としての「力」
⇒ 今日と同じ二元的な用語法がはっきりと確立
※『ドイツのある公女への書簡集』
（1768）では、延長・不可入性・慣性が物体の本質をなすとされる
⇒ ダランベールやモーペルテュイと違い、オイラーは《力》を認識論的にではなく存在論的に批判
自覚的に形而上学の領域へ；「数学者としては超一流だが哲学者としては三流以下」（ダランベール）
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