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誰か？







イタリア人科学者1564-1642



ガリレオの
言葉

それでも地球は
回っている



今と違う世界地図

世界地図
(オランダ刊）

1660年



太陽中心説地球中心説



確信の源は？ ガリレオ

画家クリスティアーノ・バンティ
「ガリレオ裁判」1857年



これは何？

ペットボトル・ロケット





双眼鏡



プリズム型双眼鏡



原型は望遠鏡



ガリレオ：望遠鏡の科学利用

1609



月面の発見

クレーター

ガリレオによ
る命名



地球中心説
二種類の
宇宙

プトレマイオス
宇宙図



宇宙は均一

地球外生物！



『月世界旅行記』1657

シラノ・ド・ベルジュラック1619-55

ロケット（火薬）で月に到着
地球外知的生命体とその社会
月の先端科学文明



神の住まい



天国の場所

『ニュルンベルク年代誌』
1493年

宇宙の果て
にある



地獄の構造

ガリレオ『ダンテの
地獄界の形、位置、
大きさについて』

1588年

地球の中心に
地獄がある



ボッティチェッリ 地獄



宇宙

17世紀まで
◉天国・地獄が存在する。
宇宙の果て⇔地球の中心
天国まで生身の体で行けるかも？

◉地球外生物・社会は存在するはず！



再び地球へ

世界地図
(オランダ刊）

1660年







海底はわからない

人間の体は、無装備で
水深16メートル

呼吸により体内
に溶ける窒素量



1690



エドモンド・ハリー1656-1742

楕円軌道を描く天体→宇宙の複層秩序





今と違う世界地図

世界地図(オランダ刊）1660年

1４９２



広がる世界

レオナルド
芸術

ルター
宗教

コロンブス



ガリレオ：望遠鏡の科学利用

1609



コロンブスの持ち物

1492年



トスカネッリ 1474年

距離は？
船の強度？



1594



『ニュルンベルグ年代誌』

1４９３年



『ニュルンベルグ年代誌』

1４９３年



『パーチャスの巡礼』

1６２５年

直接情報（実地見聞）
集大成



地球

17世紀には
◉地球は丸く、予想外に大

→想定4倍
◉印中の他にアメリカ大陸

→未発見地があるかも
◉大陸には異なった博物

→異風習、珍奇な文物



宇宙＋地球の旅人

◉天国・地獄が存在する。

◉新発見の地が存在する。



ジョン・ミルトン1608-74



宇宙＋地球

Cosmos Solar 
System



『失楽園』1667

1. 天国の社会
2. 神の子の宣言
3. 天使の反乱

4. 地獄に落ちる天使
（天国から地獄へ）

5. 宇宙と人間の創造
6. 堕天使による復讐計画

7. サタンの旅
（地獄から地球へ）

8. サタンによる復讐の成功
9. サタンへの報復
10.人間の歴史



ガリレオとミルトン

『ガリレオを訪問するミルトン』
1８４７年

1638

ガリレオ
74歳

ミルトン
30歳



大周遊旅行 Grand Tour

イングランドの大卒が
(1) パリ, ローマに長期滞在する。
(2) マナー、文化眼を磨き、
(3) 学識、語学を身につける。

17世紀に確立
イングランドの低文化度
劣悪な大学教育内容



ガリレオとミルトン

『ガリレオを訪問するミルトン』
1８４７年

1638

ミルトン

ガリレオ礼讃



天使の教え

天が動こうが地
球が動こうが、
それは重要では
ない。 (8巻7行)



天使の教え

日常生活において

「謙虚であり
賢明であれ」

(8巻173行)



物理学者の中には、宇宙の成り立
ちを追及し続けている者も多い。
…さてではそんな研究にどんなメ
リットがあるのかと問われれば、
日常生活には何のメリットもない
と答えるしかない。

湯川ガリレオ





人類が正しい道を進むためには、この世界が
どうなっているのかを教えてくれる詳しい地
図が必要だ。
ところが我々が持っている地図はまだまだ未
完成で、殆ど使い物にならない。

天が動こうが地球が動こうが、それは重要
ではない？？？？



『パーチャスの巡礼』

1６２５年

集大成



真理で埋まった
宇宙世界地図



地上の旅人

天国からの旅人







ティチアーノ
「アクタエオ
ンの死」
1562年



正確な眼



正確な眼



グルーン 新世界地図

1６７６年

真理で埋まった
宇宙世界地図





科学の問題

真偽
整合性と矛盾
合理と不合理



旅する者の心構え

真偽
整合性と矛盾
合理と不合理





地上の旅人

天国からの旅人
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