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第二部：論文集

10 思考と時間の正体
我々は、さまざまな事について考え、行動している。その際、空想や時間が過ぎ
て今接触できない事がある。また、飛行機、宇宙船、船、車、列車など互いに運動
している系と系の間で、例えば列車の乗員が食べているパンを船の乗員が取りあげ
ようとしても不可能な事がある。しかし、この様な不可能な事であっても、想像の
上では可能となる。つまり、脳の働き方は時間を超越したり、系と系の関係を超越
したり、いわば神様的な働きをする。このことを簡単に「思考」の一言に押し込め
ておいて議論を展開しよう。

思考と絶対概念
哲学者デカルトは、「われ思う故に我あり」を哲学の第一原理とした。ところで
仮に、宇宙に自分以外の何も無いとすれば、思考や言葉など何も生じてこない（こ
の仮定さえ無理＝思考上）。何事も相対的にしか分からないから「われ思う故に相
手あり」であろう。
ちなみに、他の物事に関係なく一つで成り立つことを「絶対的」というが、その
絶対的と発言した者が存在している。すなわち「絶対概念も相対概念における思考
の産物」である。

思考と時間の正体
時刻と時間の定義を明確にしておこう。時の流れを一本の線に例え、その線上に
一定の間隔で幾つかの刻みを入れると、それらの刻みの間が【時間】であり、各刻
みが【時刻】である。また【一瞬や瞬間】は非常に短い時間のことである。
時間には幅があって、幅のある時間を定める為には両端に幅のない二つの時刻が
必要となる。一方、幅のない時刻を定める為には、時刻の両側に幅のある時間がな
ければならない。従って、【時間と時刻は排他的相互依存の無限連鎖の関係】にお
いて成り立つという結論に導かれる。
時計とは、現時刻を示す装置である。時計を見て時間が分かるのは、文字盤上で
時針が指している現時刻を見るとともに、ある過去に時針が指していた時刻を覚え
ておき、その関係を一緒に考えるからである。すなわち、時間を排除して現時刻と
過去の時刻を頭の中で一緒に扱い、排除した筈の時間を考えているのである。これ
が【時間の正体】であって、時刻と時間の無限連鎖も思考上のことだから納得でき
るであろう。

◇時間とゼノンのアポリア
時刻と時間の定義、そして時間の正体が明らかになったところで、ゼノンのアポ
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リア（困惑）についても触れておこう。ゼノンは、
「飛んでいる矢は、瞬間に定まった一つの位置に存在する。つまり
瞬間に矢は静止している。ここに、私は矢が飛ばないことを証明
したが、あなた方は矢が飛んでいることを証明せよ」
と集まった人たちの前で言った。
矢の運動は、現時刻の矢と的の距離、過去の時刻の矢と的の距離、これら時間経
過における二つの距離を一緒に扱ったものである（思考上）。
なお、上記のアポリアでは、瞬間という曖昧な概念で時刻と時間を混同している
ことにも注意せよ。

◇思考と言語の関係
矢の運動もそうであるが、物体の変形、生物の成長や進化、光の伝播などが分か
るのは、頭の中で現時刻において過去の時刻の出来事を一緒に扱うという、いわば
時間的矛盾をやっているからである。また、例えば「あつい」の三文字を取りあげ
てみると、各文字の順序は時間を経た存在であることが分かる。もし、この三文字
を同時に発音すると言葉にならない。一方、聞いた事が分かるのは、時間経過によ
る言葉を一緒に扱う思考のおかげである。
次に、各数の違いを考えてみよう。ただし、その形式の違いを問題にするのでは
ない。例えば「３」は１と２の後にあって（順序）、このことは指折りで幼子に数
を教えることからも分かる。すなわち、このような時間経過の違いが各数の違いの
基になっているのである。そして、この各数がもっている時間経過は、学習や経験
によって消滅している。

思考と理論構築
◇思考と実験結果
思考について、ガリレイの相対性原理の物理的基礎を参考に、その見直しも交え
て議論を進めることにする。なお、例にとる系Ａと系Ｂは一定の速さで相対運動し
ていることが前提である。
系Ａに乗っている観測者ａがボールを手放せば鉛直に落下する。また、系Ｂの観
測者ｂがボールを手放すと鉛直に落下する。観測者ａが系Ｂに乗り換えてボールを
手放しても鉛直に落下する。これら実験事実（或いは経験）に基づき、どの系でも
何時でもボールの鉛直落下現象が再現されると言う（同一現象の再現性）。
上記の同一現象再現性の主張は、系Ａの観測データと系Ｂの観測データの照合の
結果によるものである。ただし、この様な照合は、相対運動している系Ａと系Ｂの
関係の超越および時間の超越に相当し、よって同一現象再現性の主張は確信に他な
らない。
系Ａの観測者ａは、ボールの鉛直落下の実験を行っている。これを、系Ｂの観測
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者ｂは放物落下として観測している。ここで、系Ａの鉛直落下の実験は系Ｂの存在
の有無に関係なく成り立つ。一方、系Ｂの放物落下の観測は系Ａの鉛直落下の実験
がなければ成り立たない。また、一つの系Ａに対して系Ｂは幾つでも設定可能であ
る。従って、系Ａで行っている実験が“主”で、系Ｂの観測が“従”の因果関係が
あることが判明する。
さて、系Ｂの観測者ｂはボールの放物落下を観測する。この観測事実は、相手の
運動している系Ａでボールの鉛直落下が実現されているという、系Ｂに乗った観測
者ｂの立場における「同一現象再現性の観測的証明」なのである。
これ迄の考察によれば、系Ａは、理論的には【孤立系】の扱いが必要であること
が分かる。そこで、系Ａを囲む様に境界条件を設定し、その外側に系Ｂを入れ子構
造に配置する。それから、【境界条件】で分断された両系の観測結果を因果関係で
結び、この方法をもって【因果律の速度合成則】とすることにする。
････････････････
以上の様に、「思考（脳）」は過去や未来の時間的超越、また相対運動している
系と系の関係を超越するいわば神様的な働きをする。この様な性質の思考は人間の
生存や社会の支えとなっているが、その特殊な性質を十分に知っておかなければ理
論の筋道が外れていても気づかない。この思考の危うさを促しておいて、これ迄の
結論を引っ括めて【思考原理】と言っておこう。

M＆Ｎ数論
驚くべきは、世界共通の概念・認識、特に「数」は言語や文化や地域が違ってい
ても、また家庭の主婦や子供達でさえも日々と云わず時々刻々、数を自在に使いこ
なしている事実である。言い換えれば、この事実は、数には極単純な原理があると
いう示唆である。
ところで、数の原理的本質を述べる前に、数学の出発点（１＋１＝
）を考察
しておくことにする。一般には１＋１＝２とされているが、しばしば１＋１＝１と
主張する者もなくはない。そこで、これら主張を、
Ａ氏 ── １＋１＝２
Ｂ氏 ── １＋１＝１（他の数でもよい）
と書き並べてみる。ここで注意せよ。「＝」は左辺と右辺は必ず等しいことを意味
する記号である（然もなければ数学の崩壊）。すると、Ａ氏とＢ氏の＝の使い方が
互いに違っているのは一目瞭然。かかる事態に陥っているのは、数の原理的本質が
明確になっていないことが原因である。この数の原理的本質の議論については、記
号を使う論理式や代数式など出る幕ではないことは自明である。
それでは、数の原理的本質の課題に入ることにしよう。【１を数の絶対値（数列
の原理）と定める】ことにする。尚、この規定法については項11［観量性理論（絶
対静止の規定）］に準ずるから参照せよ。
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すると、各数の原理的本質は先ず、
＊絶対値１は数１、そして絶対値１＋絶対値１は数２、
である。その後は同様、
＊１＋１＋１＝３、 ～ 、１＋１＋１＋１＋１＋１＋１＋１＋１＝９
である。但し、「数列の原理（数の本質）」は、数を覚える訓練によって消滅して
いることに注意せよ。それから、
＊１－１＝０
である。すなわち、【０は値の無い数】であり、下記の、
＊０、 １、 ２、 ３、 ４、 ５、 ６、 ７、 ８、 ９
【各数の間隔の一定性の保証】による０～９の十個の数列が形成される。更に、
＊10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19
という具合の節目および、10、100、1000、10000、～という具合に次々と更なる大
きな節目が形成され、これが十進法や位取りの原理となっているのである。
上記の如く、絶対値１の加減に基づき整然とした数列（小数や負の数の概念も勿
論）が形成される。すなわち「各数の間隔の一定性、思考への順序の刻み、各数の
固有性が一度に満たされる」のである。これを特別に【数の因果律】と呼ぶことに
する。そして、この「数の因果律は思考上のことであり、よって無限連鎖が見込ま
れる（時間の正体と同様）」。
以上、かかる数の因果律により、数概念は世界共通の認識・常識となっているの
である（誰もが簡単に使いこなせる）。

M＆Ｎ平面
空間における平面の原理的確定法を述べる。先ず、３本の棒を用意し、それら棒
を三脚状に組む。すると、各棒の先端を直線で結べば三角形が構成される。この三
角形の面積が最小のとき完全な平面が形成される。この方法により定まる平面を簡
単の為に【Ｍ＆Ｎ平面】と呼んでおく。ちなみに、Ｍ＆Ｎ平面は、凹凸のある地面
の上でも三脚が安定して立つという原理に基づく確定法である。
ここで十分に注意せよ。Ｍ＆Ｎ平面の定義がなければ平行線は勿論、円の定義な
ど到底不可能である。また、直線（時刻距離および時間距離＝最短距離）について
は［11 観量性理論］と［12 物理法則の不変基礎］を参照されたし。

M＆Ｎ速度論
人間にとっては、速度の値は相対的にしか求めることができない。絶対速度の値
を求めることはできないからである。
①速度の値は相対的にしか求められない。これを【速度の相対性】と
呼び、簡単の為に「速度」「運動」「速さ」と云う場合もある。
②相対速度は誰にとっても同じ値をとらなければならない。何故なら
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ば、日常生活は勿論、速度議論の展開が不可能となるからである。
③上記の①②の条件を満たすためには、ある相対速度を計測する者達
が持っている時計と物差しの性能が同じでなければならない。もし
くは、それら測定機器を合わせておく必要があるのである。
という内容は必然的である。
蛇足を付け加えておく。アインシュタインの特殊相対性原理（ローレンツ変換）
における相対速度ｖを例にあげ、文字式を扱う際の根本的な注意について述べてお
こう。
さて、系Ａと観測者ａ、系Ｂと観測者ｂを用意する。ここで重要なのは、上記①
②③の必然的な結論によれば、系Ａと系Ｂの間の相対速度ｖについては観測者ａお
よび観測者ｂの立場を考慮する余地がないことである。つまり、ローレンツ変換の
式を構成する際、原理・原則（前提条件を含む）の破壊が生じていないかを十分に
見極めておかなければならないというわけである。有り体に言えば、特殊相対性理
論は、いわば“思考上の数学的暴走”を起こしているのである。

参考
◇Yahoo!知恵袋（Ｑ＆Ａ）
【Ｍ＆Ｎ速度論】には学問全般に及ぶ極めて重要な問題が含まれている。その問
題については、知恵袋の件名「アインシュタインさん、ちょっと教えてください」
のやり取りも参照されたい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10200996645

◇英語版ウィキペディア：Physics
> ….
> This article's use of external links may not follow Wikipedia's policies
> or guidelines. … This page was last edited on 24 November 2018.
邦訳：
・…。この記事の外部リンクの使用は、ウィキペディアの方針やガイドラインに従
・わないかもしれません。…
https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
◇英語版ウィキペディア：Talk:Physics
> ….
> Physics was one of the good articles, but it has been removed from the
> list. …This page was last edited on 23 November 2018.

- 5 -

世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 10 思考と時 間の正体

邦訳：
・…物理学は良い記事の１つでしたが、リストから削除されました。…
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Physics

◇英語版ウィキペディア百科事典：Mathematics
> ….
> This article's use of external links may not follow Wikipedia's policies
> or guidelines. … This page was last edited on 31 December 2018.
邦訳：
・…。この記事の外部リンクの使用は、ウィキペディアの方針やガイドラインに従
・わないかもしれません。…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics

◇英語版ウィキペディア百科事典：Talk:Mathematics
> ….
> Mathematics was one of the Mathematics good articles, but it has been
> removed from the list. … This page was last edited on 16 December 2018.
邦訳：
・…。数学は数学の優れた記事の１つですが、リストから削除されました。…
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Mathematics

◇英語版ウィキペディア百科事典：Talk:David Hilbert
> ….
> David Hilbert was one of the Mathematics good articles, but it has been
> removed from the list.
邦訳：
・ヒルベルトは数学の優れた記事の１つでしたが、リストから削除されました。
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:David_Hilbert
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