世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第一部 > １ 欠陥 教育の証明

第一部：子どもの権利条約と洗脳教育

１ 欠陥教育の証明
新たな速度基準の考え方
Ａ君とＢ君の走る速度の比較を考えておこう。Ａ君に対しては歩いている亀を運
動の指標（ゴール）と定め、Ｂ君に対しては走っている兎を運動の指標と定めた場
合、両君の速度の比較に意味があるか、否かである。勿論、両君の各運動の指標に
対する速度は求められよう。しかし、その比較に全く意味はない。何故なら、両君
に対して亀と兎という別々の運動の指標が設定されている為、速度を比較する際の
共通性がなく不平等であるからである。そこで、共通性の保証を得る方法として運
動の指標を亀か兎の何れか一つに限定する。この方法は速度を比較する為のもので
あり、【速度比較の原理】と呼び、一つに限定された運動の指標を【速度基準】と
呼ぶことにする。

◇速度の比較は我々の生存・生活の必然性
競輪や競馬、オリンピック等で各種の競争が成り立っているのも速度基準が設定
されているからである。そして、通勤・通学、待ち合わせ時間、列車のダイヤ等々
は移動速度の違い（速度の比較）で決まってくる。又、人間はその昔、獲物を捕ら
える際、石や槍などを投げて逃げる獲物の速度に対処してきたが、この場合も速度
の比較を行っているのである。ここで重要なのは、飛ぶ鳥、船、歩く人、列車、微
風や強風など全ての速度は違っているが、それら違いを知る（速度の比較を行って
いる）為の速度基準は一体何なのか、である。実は、地面（地球）を時々刻々の速
度基準とし、それら全ての速度の違いを導いているのである。勿論、速度の比較は
何時でも何処でも如何なる方向でも、また誰にでも出来るものであり、日常生活を
支える基本的事項の一つである。この基本事項の存在は、列車の時刻表が成り立っ
ていることにおいて一目瞭然である。すなわち、相対速度の概念だけで列車の時刻
表は組めない為、従来の学問が間違っているという結論に導かれる。
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◇速度基準（速度比較の原理）の原理図
駆けっこ等で速度を比較する際、運動の指標（ゴール）を一つに限定しているこ
とは子供達でも周知の経験事実である。ところが、この経験事実、すなわち限定条
件が言葉で表現されていなかったのである。言葉になっていなければ、学問になっ
ていないのは明らかである。このことは既に、教科書、辞書や百科事典、学術書や
科学雑誌などに、かかる限定条件の記述がないことで証明されている。
上の事実関係により、新たな原理の発見として「速度比較の原理」が提唱されて
いる。そこで、速度比較の原理図１を描いておこう。勿論、速度（運動）の相対性
については従来の学問と何ら変わらない。更に、複数の速度が記述されなければ比
較はできない為、速度比較の理論では三つ以上無数の物体が必要となる。原理的に
は三つの物体を採用しておけば十分である。
［原理図１］

物体Ａ（運動体）
相対速度
速度の差（比較）

物体Ｃ
相対速度
（速度基準＝一つの運動指標）

物体Ｂ（運動体）

従来の教育の速度比較に関する考え方
◇従来の速度理論の原理図
従来の速度比較の理論は運動の相対性のみで構築されている。従って、下の原理
図２となる。ここで注意すべきは「全ての物体が互いに然も同時に運動体と運動指
標に成っている！」ことである。但し、これは必然の結果である。

［原理図２]

物体Ａ
（運動指標と運動体）

相対速度
物体Ｃ
（運動指標と運動体）

相対速度
相対速度
物体Ｂ（運動指標と運動体）

◇世界共通かつ日常生活上の常識に反する従来の非常識な教育
速度の比較は我々の生存・生活の規範となっている。そして、原理図１の様に速
度基準（一つの運動指標）を設定しなければ速度の比較ができないことは子供達で
さえ周知の事柄である。これを簡単の為に「世界共通の常識」と呼んでおく。言い
換えれば、従来の教育は世界共通かつ日常生活上の常識に反しているのである。
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参考(子供の権利条約に反する洗脳教育)
下記の内容は子供でも知っている世界共通の常識であり、よって如何なる学術的
論法を持ち出そうとも否定は不可能（不可能な理由の追求は学術論争）。
※競走（自動車レース等）をするときはゴールを一つに限定しなければならない。
※鏡が無ければ光は反射できない（よってアインシュタインの考え方は間違い!?）
という訳である。ところが、従来の教育は上記の常識を否定していることが証明さ
れている。しかも、この従来の教育の間違いを承知の上で不法な権力行使によって
続行しているのである（間違いの指摘の参考例をあげておく）。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------日本語版ウィキペディア百科事典の項「物理学者」
https://ja.wikipedia.org/wiki/物理学者
で確認できる。そこには太文字で、
【この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です】
という断り書きとともに、物理学者の代表格であるアインシュタインの顔写真まで
張り付けている。更に根源的な事柄については現在、「静止」「光速度不変」「光
速度一定」「光速度一定の原理」については【新規作成しましょう】となっている
ことに注目せよ。そして「光速度不変の原理」を検索すると「特殊相対性理論」の
頁に転送され、そのもの自体の説明がなくなっている!!
日本語版ウィキペディア百科事典：競走
【この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です】
https://ja.wikipedia.org/wiki/競走
英語版ウィキペディア百科事典：Racing
> This article needs additional citations for verification ….
邦訳：
【この記事では、検証のための追加の引用が必要です…】
https://en.wikipedia.org/wiki/Racing
ドイツ語版ウィキペディア百科事典：Diskussion:Automobilsport
> Eine mögliche Redundanz der Artikel Automobilsport, Motorsport und
> Motorradsport wurde von Mai 2011 bis Juni 2011 diskutiert (zugehörige
> Redundanzdiskussion). Bitte beachte dies vor der Anlage einer neuen
> Redundanzdiskussion.
邦訳：
【…自動車スポーツ…の記事の冗長性について検討した…。冗長性に関する新しい
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議論を作成する前に、これに注意してください】
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Automobilsport
ロシア語版ウィキペディア百科事典：Автоспорт
> …Для улучшения этой статьи желательно …
邦訳：
【…この記事を改善するには…】
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоспорт
スウェーデン語版ウィキペディア百科事典：Bilsport
> Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras ….
> Denna bil-relaterade artikel saknar väsentlig information ….
> Denna motorsportartikel saknar väsentlig information ….
邦訳：
【この記事では、ソース参照を検証する必要があります…】
【この車に関する記事には、必須の情報が欠けています…】
【このモータースポーツの記事には欠かせない情報があります…】
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilsport
フランス語版ウィキペディア百科事典：Course à pied
> Cet article sur le sport doit être recyclé ….
邦訳：
【このスポーツ記事はリサイクルしなければなりません…】
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_à_pied
イタリア語版ウィキペディア百科事典：Discussione:Automobilismo
> Questa voce rientra tra gli argomenti trattati dal progetto tematico
> sottoindicato. Puoi consultare le discussioni in corso, aprirne una
> nuova o segnalarne una avviata qui.
> La voce è stata monitorata per definirne lo stato e aiutarne lo sviluppo.
> Ha ottenuto una valutazione di livello minimo (giugno 2014).
邦訳：
【…】
【その項目は、そのステータスを定義し、開発を助けるために監視されました…】
https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Automobilismo
スペイン語版ウィキペディア百科事典：Carrera (competición)
> Wikipedia no tiene una página Discusión sobre «Carrera (competición)»….

- 4 -

世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第一部 > １ 欠陥 教育の証明

邦訳：
【Wikipediaには«Race(competition)»に関するディスカッションがありません…】
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discusión:Carrera_(competicón)&action=
edit&redlink=1
中国語版ウィキペディア百科事典：竞走（讨论）
> 维基百科目前还没有名为“竞走”的对话页…。
邦訳：
【ウィキペディアには現在「競走」という会話ページはありません…】
https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:%E7%AB%9E%E8%B5%B0&action
=edit&redlink=1&section=new
インド（ヒンディー語）版ウィキペディア百科事典：मैराथन
> …Please help improve this article either by rewriting the how-to
> content or by moving it to Wikiversity or Wikibooks.
邦訳：
【…ハウツーコンテンツを書き直すか、WikiversityまたはWikibooksに移動してこ
の記事を改善してください 】
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%B0%E0%A4%BE
%E0%A4%A5%E0%A4%A8
アラビア語版ウィキペディア百科事典：ﺳﺑﺎق
.< ھذه ﺑذرة ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘوﺳﻴﻊ
.< ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣﺮﻳﺮھﺎ
邦訳：
【これは拡大する必要がある種子の記事です。編集されました】
https://ar.wikipedia.org/wiki/ﺳﺑﺎق
Yahoo!知恵袋の件名「アインシュタインはローレンツ収縮の根本的な…」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13170283138
を必見。そこには、今までに見たことも無かった特別な表記（壁紙と注釈）が張り
付けられていた。なお、このリンク先の更なるリンク先の内容まで見よ。
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Google で【アインシュタインの供述書】の件名を検索せよ。この記事は一見す
ると学術論争の様に思われるが、序論で証した通り、子供でさえ知っている世界共
通の常識を否定した従来の教育の顛末である。すなわち、「鏡が無くても光を反射
させることができる」を基礎にアインシュタインは相対性理論を構築していたので
ある。
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