世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 11 観量性理 論

11 観量性理論
競輪や競馬、自動車レース、オリンピック等で各種競争が行われている。また人
間はその昔、石や棒切れなどを投げて逃げる獲物を捕まえた。これらは速度（相対
的な運動や速さ）を比較しているのであって、速度の比較は我々の生存・生活にお
ける必然的な事柄である。

速度比較の原理と速度基準
Ａ君とＢ君の競争を考えてみよう。Ａ君に対するゴール（運動の指標）は歩いて
いる亀と定める、Ｂ君に対するゴールは走っている兎と定める。勿論、Ａ君の亀に
対する速度、Ｂ君の兎に対する速度は問題なく求められる。しかし、この状況では
不公平な競争となるのは明らかで、求めた速度を比較しても全く意味が無い。そこ
で、ゴールは亀でも兎でも構わないが、何方か一つに限定するという方法によって
競争の公平・共通性を保証し、これを【速度比較の原理】と呼ぶ。そして、速度比
較の原理に基づいて設定する一つの運動の指標を【速度基準】と呼ぶことにする。
ちなみに、歩く人、飛ぶ鳥、走る獣、雲や川の流れ、微風や強風などの速度はみ
な違うが、これらの速度の違いが分かるのは地球（地面）が速度基準になっている
からである。ここで、地面は平らな為、地面の一点、つまり地面に固定された建物
や木、ゴール等が速度基準になっているのである。

◇従来の学問に速度比較の原理が欠落している証拠
「速度比較の原理」は新たに提唱されたものであるが、説かれた途端、否定不可
能な「世界共通の常識」であることに誰もが気づくという特異な事柄である。
さて、速度比較の原理とは、速度を比較する際はゴールを一つにしなければなら
ないという限定条件のことである。しかし、従来の学問には、この限定条件の考え
方は無い。教科書、辞書や百科事典、専門書等に載っていないことが確かな証拠で
ある。ちなみに、ゴールの設定問題などたかだか初等教育の範ちゅうだ、と侮るの
は大間違いである。限定条件から始まる学問と、無条件で始める学問では、その後
の道筋や導かれる理論が全く異なってくるからである。この違いについては有り余
る注意を要する。

◇速度の記述法の対比
速度比較の原理と従来の学問の違いを図式で比較してみよう。Ａ君やＢ君、亀や
兎は、それぞれ物体Ａ、物体Ｂ、物体Ｃ、物体Ｄである。この関係を更に一般化し
ておくと、宇宙空間で互いに運動している物体Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ・・・という無
数の物体の関係が構成される。しかし、原理的には、物体Ａ、Ｂ、Ｃの三つの関係
を取りあげておけば比較に必要な複数の速度が記述できて議論の目的が十分に果た
せる。これを【三体関係】と呼ぶことにする。なお、速度基準を定めた場合、他の
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物体を「運動体」と呼ぶ場合もある。
図１（従来の学問）
物体Ａ
相対速度
物体Ｃ

相対速度
相対速度
物体Ｂ

図１は、従来の学問の速度の記述に関する考え方を図式化したものである。この
図式によれば、物体Ａ、物体Ｂ、物体Ｃが互いに堂々巡りの運動の指標に成りあっ
ていることは明らかである。すなわち、従来の学問は、速度の比較をするにはゴー
ルの設定を一つに限定しなければならないという世界共通の常識を否定しているの
である。
図２（速度比較の原理）
物体Ａ
相対速度
物体Ｃ
速度の比較（相対速度の記述禁止）
速度基準
相対速度
物体Ｂ
図２は、三体関係を、速度比較の原理に基づいて図式化したものである。一つの
速度基準Ｃを設定し、それに対する運動体Ａの速度と運動体Ｂの速度を求め、両者
の速度の差（比較）を記述するというわけである。ここで注意することは、運動体
Ａと運動体Ｂの相対速度も数学（形式）的には記述可能だが、その記述は禁止され
る。何故なら、この相対速度を記述すれば図１の様に堂々巡りの運動の指標が構成
され、一つの速度基準Ｃを定めたことが無効になってしまうからである。

速度基準と絶対静止
ところで、運動は相対的だから、速度基準と定めた物体Ｃの運動はどのように考
えたらよいのであろうか。次の図３は、議論を分かりやすくする為に三体関係を同
一線上に配置した図式である。なお、三つの物体は互いに近づいているとした。
図３
？
？
物体Ａ
物体Ｃ
物体Ｂ
速度基準（絶対静止）
図３の速度基準と定めた物体Ｃに注目してみると、運動は相対的だから、物体Ｃ
は図の左右の方向へ同時に運動している、と言えなくもない。しかし、一つの物体
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が同時に異なった方向へ運動することなど不可能である。勿論、三つの物体が同一
線上で運動していない場合でも同じである。すると「物体Ｃは静止している」と言
う以外に妥当な答えは見当たらない。ところが、三体関係は互いに運動しているこ
とが前提となっている為、物体Ｃの静止の主張など論外である。ここで結論を先に
言えば、速度基準にとった物体Ｃに絶対静止を規定するのである。
＊相対運動や相対静止とは、ある物体の他の物体に対する運動や静止の
ことである。
＊絶対運動や絶対静止とは、一つの物体で規定できる運動や静止のこと
である。

◇絶対静止の規定（空間における位置の確定法）
速度基準に要請される絶対静止の規定法を論じよう。なお、この議論は外力の働
きかけ等、相互作用を除外した理想的な状況である。
では、物体Ｃを速度基準と定め、物体Ａと物体Ｂの速度を考えてみる。このとき
物体Ａと物体Ｂの速度は違っているが、その原因は、物体Ａと物体Ｂの内部にある
と結論される。何故なら、この議論は相互作用など外力の働きかけを排除した前提
にあるからである。従って、物体Ａと物体Ｂは絶対運動しているという推論が成り
立つ。そして、この推論は物体Ｃにも同様に成り立つ。このとき、各物体の絶対運
動の値は分からない為、絶対運動と絶対静止の区別はつけられない。この推論に基
づき【絶対運動と絶対静止の相当原理】を提唱する。そして、この原理をもう一歩
進めれば【任意の物体に絶対静止を規定できる】という結論に到達する。但し、絶
対静止の規定は一個に限定される。一度に、全ての物体に絶対静止を規定したなら
ば、相対運動しているという前提が反故になるからである。

固有の速度（速度の本質）
「速度」は数を使って記述される量であり、世界共通の認識のもとにおかれてい
るものである。そこで、速度の本質を解析しておくことにする。議論を簡単かつ原
理的に絞り込める様、宇宙空間において互いに慣性運動している無数の物体を採用
して話しを進めることにする。
慣性運動している物体は無数にあり、それら全ての物体を一度にまとめての速度
は記述できない。つまり、速度はそれら物体を一つ一つに分けてしか記述できない
というわけである。ただし、速度は相対的にしか記述できない為、任意で構わない
が、予め二つの物体を特定しなければならないという結論に達する。この手順を踏
まえた後、二つの物体の間に一つの速度が記述されることになるのである。
相対速度は、数を使った量として確定することは、従来の学問の通りである。と
ころで、速度は量概念であるから、比較（複数の速度の照合）ができなければ全く
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意味をもたない。つまり、例えば物体Ａと物体Ｂの間の速度および物体Ｃと物体Ｄ
の間の速度、これら二つの速度を考えたとき、比較の意味に耐えうるか、否か、を
問題としなければならないのである。
さて、例えば物体Ａと物体Ｂの間に記述された速度を取り上げてみよう。このと
き、記述された速度は物体Ａのものなのか、物体Ｂのものなのか、を原理的に証明
することが従来の学問ではできないことに注意せよ。しかし、自動車レースを見れ
ば、参戦している各車が【固有の速度】をもっていることは疑う余地もない。すな
わち、運動している物体に固有の速度を規定できない従来の学問は、現象や経験事
実に反することは明らかである。
それでは、運動している物体に固有の速度を規定する方法論を述べておく。前に
議論し結論を導いた通り、ある一つの物体を速度基準（絶対静止）と定め、それに
対する各物体の速度を記述する。すると、速度基準は絶対静止していて速度０だか
ら、それに対して記述される物体の速度は、必然的に固有のものとして定まるので
ある。

複数の速度基準の設定
ところで、学問は、複数の速度基準を採用した速度の記述方法を要請する。ガリ
レイの相対性原理の物理的基礎を参考に、その見直しも交えた議論を展開すること
にする。

◇因果律に基づく速度の合成則
互いに運動している例えば船の系Ａと列車の系Ｂを考える。系Ａには時計と物差
しの基準を持った観測者ａが乗っており、系Ｂにも観測者ｂが乗っている。系Ａの
観測者ａはボールＰの鉛直落下の実験を行っている。この系Ａの実験を、系Ｂの観
測者ｂはボールＰの放物落下として観測している。これら運動を一度に記述する方
法を考えよう。
上記の状況を一般化しておく。系Ａの観測者ａは、ボールＰの鉛直落下と系Ｂの
運動を観測している。一方、系Ｂの観測者ｂは、ボールＰの放物落下と系Ａの運動
を観測している。この状況を速度比較の原理に則って更に一般化すると、系Ａの速
度基準に対する運動体Ｐと運動体Ｂの各速度の記述、系Ｂの速度基準に対する運動
体Ｐと運動体Ａの各速度の記述という具合になる。しかし、この状況では速度基準
が二つ存在して速度比較の原理に反する。
さて、系ＡでボールＰが鉛直落下する実験は、系Ｂの存在の有無に関係なく成り
立つ。一方、系ＢのボールＰが放物落下する観測は、系Ａの実験がなければ成り立
たない。従って、系Ａと系Ｂは主従の因果関係にあるのである。そこで、系Ａを速
度基準とする運動体Ｐと運動体Ｂの関係を【孤立系】として扱い、境界条件で囲っ
てしまう。そして、境界条件の外側に系Ｂの速度基準を階層的（入れ子構造）に配
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置する。つまり、系Ａの関係と、系Ｂの関係に分断して速度比較の原理に対処する
というわけである。その上で、分断された両系の実験結果と観測結果を因果関係で
結び、この方法論を【因果律の速度合成則】として物理学に導入し、その目的を果
たすことにする。

速度議論の要件
◇時刻と時間の関係および時間の基準
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点を印せば、その
各点が「時刻」である。そして、時刻と時刻の間が「時間」である。これら定義と
一定の周期現象を得る機構を組み合わせ、各時刻に数を割り振れば「時計（時間の
基準）」である。なお、「時刻と時間は排他的相互依存の関係」にある。

◇長さの基準
変形の少ない真っ直ぐな物体に一定間隔で幾つかの刻みを入れ、各刻みに数を割
り振れば「物差し（長さの基準）」である。

◇距離の定義
長さと時間の基準の定義を行ったところで、速度議論を展開する為には時刻や時
間と距離の関係を明確にしておかなければならない。
＊時刻距離
従来の学問においても、距離は両端を同時に（一つの時刻で）捉えて
計測することになっている。もし、距離の一方の端から他方の端を捉
える迄に時間をかけていると、その間に距離が変化する恐れがあるか
らである。この距離の規定を明確にしておく為に【時刻距離】と呼ぶ
ことにする。
＊時間距離
ある星に向かって航行している宇宙船の速度の記述を考えてみる。こ
のとき、星と宇宙船の間の、過去の時刻距離と現在の時刻距離との差
の距離を先ず求めなければならない。この差の距離は、過去の時刻と
現在の時刻にまたがった時間経過による宇宙船の航行距離だから、そ
の意味を明確にしておく為に【時間距離】と呼ぶ。

◇座標系の機能
座標系は、三次元に組んだ物差しの各目盛りの所に時刻を合わせた沢山の時計を
配置し、それを抽象化したものとしよう。
座標系を使ってある星に対する宇宙船の速度の記述を考えてみる。先ず、星と宇
宙船の間の一回目（過去）の時刻距離と、二回目（現在）の時刻距離を測定し、両

- 5 -

世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 11 観量性理 論

者の差の時間距離を求めることになる。このとき重要なのは、一回目の時刻距離を
測定した後、二回目の時刻距離を測定する際、座標系をズラシて違った部位の目盛
りを使っても全く問題がないことである。何故なら、座標系は、ある一つの時刻の
確定と、その時刻における距離を確定するものであるからである。この性質によれ
ば、座標系が空間の何処に位置していようとも、回転や不規則な運動をしていよう
とも、時刻距離の測定には全く影響しないという結論に到達する。

◇一般座標系、直交座標系、慣性座標系
地図（地表を平面と見なす）を広げてみよう。すると、緯度線、経度線、等高線
が記されていて、それらの線の交点によって「座標」が定まることが分かる。つま
り、これら線の組が座標系である。但し、これは地球という日常生活の規範である
重力元に固定されたものであり、よって【一般座標系】と名付けておく。
さて、サイコロを考えてみよう。ここで注目するのはサイコロの面ではなく、各
面が接する稜線12本およびそれら稜線の交点８個である。そして、多くのサイコロ
の稜線を整然と集合させれば、例えばジャングルジム（公園などに設置されている
遊具）の様になり、これを理想・抽象化すれば【直交座標系】となる。従って、一
つのサイコロではあるが、その各稜線の組は直交座標系の一齣と見なしてもよい。
それではサイコロを地図の上で振ってみよう。振る度、サイコロの止まる所や出
目（面）はコロコロかわるが、各稜線および交点が持つ意味はかわらない。ところ
が、地球に固定された一般座標系の各線と、直交座標系の各線の意味は一致しない
ことは明らかである。当然、重力など相互作用のない宇宙空間において、直交座標
系はある一つの時刻における距離を確定することはできるが、直交座標系の位置は
勿論、縦、横、高さの概念などを定められるものではない。尚、「等速直線運動」
が確定している系や物体に直交座標系を固定すれば【慣性座標系】としての意味を
持たすことができる（観測者の立場）。

M＆Ｎ変換論
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
呼ぶことにし、「運動」「速さ」の概念も含む。
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
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②の条件を充たすためには、ある相対速度を測定する者達の
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。
という必然的事項に基づき、アインシュタインの特殊相対性理論を例にあげ、ロー

- 6 -

世界 規模の間違 い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 11 観量性理 論

レンツ式を立てる前に基本事項の取りこぼしがあることを証しておこう。なお、議
論を簡単にする為、二次元面で扱い、光速度ｃを30万km/sとしておく。
船の系Ａには時計を持った観測者（座標系）ａが乗っており、その船には長さ30
万㎞のマストが垂直に立っているとする。そして、マストの根元を点Ｄ、先端を点
Ｅとし、その点Ｅには光源が設置されているものとする（ＥＤ間は物差し）。よっ
て、点Ｅから光を放てば１秒後には点Ｄに届くことになる。
さて、水平状態の陸地があり、船との間の相対速度ｖは20万km/sとしておく。そ
こで、陸地の系Ｂには時計を持った観測者（座標系）ｂが立っており、その陸地に
点Ｐを印しておく。そして、船の点Ｄと陸地の点Ｐが一致したとき、観測者ａと観
測者ｂの時計を同時にスタートさせるとともに光源の点Ｅから光を放つ。そうする
と、１秒後に光は船の点Ｄに到達し、地点Ｐにいた船は20万km先の地点Ｑ（ＰＱ間
は物差し）に到達する。
上記の内容はこれ迄の説に基づくものである。但し、ここに基本事項の取りこぼ
しがあることに注意せよ。点Ｅと点Ｑを結ぶ斜線を確定する前に、物差しＥＤ、物
差しＰＱ、直交、両系の時計と物差しの性能は同じ、という四つの前提条件がある
ことである。すなわち、【斜線ＥＱは座標系ａと座標系ｂを、刻一刻と重ね合わせ
ながら導かれたもの】という結論に到達する。よって、この斜線ＥＱにローレンツ
式を当てはめ、時計の遅れや物差しの短縮を導く特殊相対性理論は、かかる四つの
前提条件を反故にするものである（思考上の数学的暴走）。

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
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・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.
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：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：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：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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