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と時間についての?哲学的諸問巡

第 1節 主主鴇と時間の客観i全

と緯鵠とは、それをめぐって喰物論と観念論との斗争がおこな

な哲学的問題の一つであれなかでも基本的な意義をもっ

ているのは、さき開と時聞の客観殺をめぐる問題である。いうまでもな

く、唯物論的主張の核心i之、空間と時黙の客観性、すなわち、われわ

れの窓議からの独立な存在的承認に必る。空間と時間の観念論的、と

くに主観主義的解釈の代表的なものとしてゐげられるのは、フラントの

見解、約家主義、操作主義の克解金どである。時間については、空時

についてよりも、主観主義的見解は哲学史上いっそう顕著にあらわれ

れており、その最もいちじるしいものとしては、古くはアウグスチヌ

ス、近くはてく/レグゾン、ハイデッガーなどの見解がある。

関知のとおり、カントによれば、諮問と時閣は感性的認識の先天的

会形式にほかならなし達。それは、いかなる意味でも物自体にぞくする

規定住ではなく、認識主観、つま号心性(ゲミュ…刊にぞくする

天的な感性的成離の影式である。そのさいカントが具体的に表象して

L 、だのは、ニュートン的な、すべての現象と過程とにかんして一様な

-時間であるが、かれはそれの可能的な狼拠を問題として、これ

を今述べたように先天的な惑性的誌観の形式のうちに求めたのであるむ

かれはがらに直畿を外的・内的のニつに分け、空間を外的直観の形式、

時期を向的直親の形式とみることによって、主主総iこ比べ、時簡をいっ

そう主観的なものと考えて，¥~ 0 かれによれば、結局、いっさいの表

象は内的寵観の形式としての時間に帰着される。すなわち、かれは書

いている、 't、っさいの外的直観の終粋形式としての空間i之、先天的

な条件として、外的現象にのみ綴窓される O これに反して、いっさい

の表象は一一外的な物を対象とするにせよ、またそうでないにせよ一一

それ自体、心性の規定として内的状態に麗し、この舟的状態は、内的
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北大文学部紀要

直観の形式的条件のもとに、それゆえにまた時聞のもとに属するがゆ

えに、時間は、いっさいの現象の先天的な条件である。しかも内的

(われわれの心の)現象の直接の条件であり、またまさにこのことに

よって間接的に外的現象の条件でもあるd rそれゆえ、時間はわれわ

れ(人間)の直観の主観的条件にほかならな L¥そしてこの主観を離

れては、時聞はそれ自体無であるd(1) 

このようにカントは、ニュートン的な空間・時間の可能的根拠を問

題にして、それの主観主義的な基礎づけを試みたのであるが、ニュー

トンの見解それ自身はカン卜のこの解釈とは無関係なものであること

を、指摘しておかなければならない。ニュートンによれば、絶対の時

聞は、その本性によって、他の対象に関係なく一様に流れてゆくもの

であり、絶対の空間は、その本性により、他の対象に関係なく、つね

に等しくかっ不動なままである。時間も空間もともにあくまで客観的

自然界にぞくする。なるほどかれは、太陽系の規則正しい運動の原因

を問うて、全宇宙を超越する万物の支配者、神を要請しはしたが、し

かし、かれの自然界の理解はカン卜的な先験主義、主観主義とは無縁

である。 (2)

ところで、時聞は、過去としてはすでになく (iamnon est)、未来

としてはまだなく (nondumest)、 したがって、存在しなくなろうと

するまさにそのことによってのみ存在する現在の流れ (nuncfluens 

流れる今)であるようにみえる。この点で、時聞は、われわれの面前

につねに現存するものとして表象される空聞から区別されるようにみ

える。そして空間も、内省的に考察してみると、じつはこのような現

在の流れにおいてはじめて存するものであるようにもみえる。ここに

時間が空間に比して、しばしば、いっそう主観的なものとして表象さ

れることになる理由がある。なぜなら、時聞は、現在の流れであり意

識によって把持されるものとして、とくに心性にかかわり、心性のう

ちにのみあるものであるようにみえるからである。このような時間の
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特性に着目しながら、時閣の主観性をもっとも鮮明な仕方で主張して

いるのは、アウグスチヌスの『告白』第11巻である。かれによれば、時

間には過去、現在、未来の三つがあるというのは適切ではなく(なぜ

なら、過去はすでに過ぎ去ってなく、未来は未だ来ていないから)む

しろ、過ぎ去ったものの現在、現にあるものの現在、未だ、来ないもの

の現在、つまり、記憶、直観、期待の三つがあるというべきである、

とされる。かれはこの見地をさらに掘りさげ、時間は常に現在する精

神の拡がり (distentioanimi) にほかならず、つまり、精神の現在の

注意の働きが過去と未来とのこ方向に志向することによって形成され

ると主張する。 131このようにして、かれにおいては、時間は主観的精

神の様態にほかならない。 141

デカルトのように自然にたいし科学的な態度をとった哲学者におい

ても、往々にして、空間(かれによれば、物体の属性としての延長が

その本質である)が客観的なものであるのにたいし、時聞は主観的な

ものと考えられている。かれによれば、時間は、事物の持続のうちに

はなく持続についてのたんなるわれわれの思惟の様態にすぎず、思惟、

つまり、心のうちにだけあるものである。 151

今日、空間と時間についての主観主義的な見解は、とくに相対性理

論の解釈をめぐって提出されている。たとえば、チャンパダールは言

っている、 「相対性理論の哲学的解釈は観念論的世界観の意味でのみ

可能である4科学によって発見された空間・時間の相対性は「距離と

時間間隔を認識主観に依存させているd I外的世界の客観的存在にた

L 、する古い実在論的信念を棄てなさ L、。観念論的哲学の根本的原理『

主観なしには客観はな l'.lを思い出しなさ L、。……あなたが時間のう

ちにあるのではなくて時聞があなたのうちにあるという思想につらぬ

かれなさ L、d161ライへンパ yハは、時間を、カントの考えたように「

人聞が世界に押しつける主観的な秩序形式ではな l'J としながらも、

約束主義的な見地から主観的に構成しうる秩序形式とみなし、次のよ
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うに書いている。 I人聞の精神は、さまざまに異なる時間の秩序体系

を、考えうる能力をf寺って」おり、 「このようにさまざまに可能な諸

体系のなかから、われわれの世界に妥当なる時間秩序を選ぶことは、

経験的な問題である~ 171かれによれば、古典物理学の時間も、アイン

シュタインの時間も、その都度選び出された時間にすぎないことにな

る。また、ブリッジマンは、空間・時間の概念はそれらを測定する操

作によって規定されるとしている。すなわち、かれによれば、空間・

時聞は、主観的な測定方法に従属するものとなっている。

このような空間と時間についての、とくに後者についての主観主義

的解釈とは反対に、すでに古くアリストテレスは時間の客観性につい

てのすぐれた考察を残している O かれは『自然学』で、時間を自然的

事物の運動にぞくする或るものとみる見解をおしすすめて、「より先と

より後とにかんする運動の数であるJ 181という有名な規定を時間に与

えている。アリストテレスが、ここで、時間を自然界の運動のー側面

として、すなわち、継起性を前提とする「より先」と「より後」とい

う連関として客観的なものとして捉えていることが注目される。もっ

とも、この規定における「数」が、数える数ではなくて数えられる数

を意味するとされるところから、アリストテレスは、時間の基体とし

ての運動はより先とより後とを含む客観的なものではあるが、われわ

れがこれを数えるかぎりにおいて、心が存しなければ時間も存しえな

い、ということを譲歩的に付言している。 191しかし、時聞が物質の運

動における継起性の連関であるところにその本質があるとすれば、ア

リストテレスは基本的には時聞の客観性の見地に立っていたものと解

釈しうるであろう。この意味で、時間を精神・心の様態・形式とみる

見解とはちがって、アリストテレスはすでに、時間を物質の運動の様

態・側面として理解する見地をとっていたといえるのである O

へーゲルは、空間と時間についてのカント的な先験的な理解に反対

して、これらを客観的自然にぞくする最低次の規定であるとし、物質
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と運動との関連において捉えている。かれにとって、場所の運動は空

間と時間との直接的統ーであり、空間・時間は物質の契機である。か

れは次のような唯物論的内容の主張をおこなっている、 「空間と時間

は物質で充たされている。J r物質のない運動がないように、運動しな

い物質はない。J r運動の本質は、空間と時間との直接的統ーであると

いうことである。運動は空間によって存在する実在的な時間であり、

また、時間によってはじめて真に区別される空間である。……運動に

おいてはじめて空間と時間とは現実性をもっ。J r事物が時閣のうちに

あるがゆえに、事物は滅びゆくのではな L¥むしろ、事物そのものが

時間的なものであり、時間的なものであるということが事物の客観的

規定である。それゆえ、現実の事物の過程そのものが時間を構成して

いる。J r空間は、自己外存在であるから、まったく観念的な〔この表

現は唯物論的ではない……筆者〕並存性である。J r時間は自己外存在

の否定的統ーとして……有ることによって有らず、有らぬことによっ

て有るところの有、すなわち、直観された〔この表現は唯物論的では

ない……筆者〕成である。J(1目

さて、自然諸科学の成果にもとづき空間・時間の客観性を哲学的に

確立したのは現代唯物論である。それによれば、空間・時聞は運動す

る物質の普遍的な存在形式であり、物質自身の並存性と継起性の連関

である。これに反し、時間を主体の内的生命に結びつけ、神秘的な創

造力をもっ実体とみなすべjレグ¥ノンの見解も、人間的実存にのみ固有

な、将来的な特異な時間構造を主張するハイデッガーの見解も、主観

主義的な思弁に埋没しているものということができる。

レーニンは次のように言っている。 r唯物論は、 客観的実在、す

なわち運動する物質の、われわれの意識から独立した存在をみとめる

ことによって、不可避的に、時間と空間の客観的実在性をも、なによ

りもまず、カン卜主義と異なって、みとめなければならな L、……物

または物体がたんなる現象ではなく、感覚の複合ではなく、われわれ

- 8一



北大文学部紀擦

の感官に作隠する客観的実夜であるように、揮と時間もまたたん会

る現象の形式ではなく、存在の客観的問;実主的形式で、ある。世界には

運動する物質以外のなにものもなしそし る物質は、

簡とのなか以外では連動することができな L、o J (llJ 

閲

(1) Kant; Kritik der reinen Ve門 w.nft，B， 50…51. 

と

(2) 差寒村主事「自然と論議J Iま自然の弁言正法的根握を試みた論文であるが、ーュー

トンの時空観念をカントの直観形式と直結して" 90 現代自然科学入門j

1967年， p .1060 

(3) Cf. A. Faust; Der Mぷglichke itsgedαnke， 1933， n， 8. 50. 

(4) アウグスチヌスは会過去と金未来とを包括しうる精神を想笈いしかもその

ような精争中的現在'ii:'もってしても争中の永遠性との鴻iこは絶対の断絶があるとし、

ここに神の思議が導入されてくる。

(5) Descartes; Principia philosophiae， 1 ， 57. 

(6) P. Chambadal; Lα physiq，ue moderne et son inleγpre tation， 1956， 

p. 95. 

(7) H. ライヘンバッハ f科学祭学の形成』市芥ミミ員長訳， 1954年， P. 150. 

(8) Aristoteles; Physica， A 219る1-2.

(9) びスも、アリストテレスカ当時務を心に依得するものとみている箇所の論議は

非常に短〈、アリストテレス自身この主媛には他のどのi筒所でも立ち嫌ってい

ないからして、アリストテレスがこの見方に震婆伎を与えていたものと著者える

必要はない、と述べているoW.D. Ross; Aristotle's Physics， 1936， 

P.68 

(10) He冨el; Syste髄 derPhilosophie， 2 Tei!， Die Naturphilosophie， 

前首 hrsg. von Gloehner¥ 1958， S8.鈴， 91 ( ~ 261)， 81 (~258) ， 71 

{を254)，79 (!i 258) . 

un レ…ニン r喰物議と経験批判論』第一冊、 寺沢健イ言訳、 P.227. 
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第2節 空間と時間の基本的諸特徴

前節においてわれわれは空間・時間の把握をめぐる唯物論と観念論

との斗争の中心的問題として客観性の問題をとりあげ、とくにその主

観主義的解釈の代表的なものを批判したが、本節では、空間と時間と

の客観性と Lづ規定性にもとづいて、空間と時間についての基本的諸

特徴を現代唯物論の見地から指摘することにしよう。

まず第一に、 (1)空間・時閣の次元性の問題がある。次元というとき

ふつう任意の空間点を与える独立なパラメーターの数によって表象さ

れるが、正確には、トポロギ一的写像によって不変であるという性質

によって次元性を考えるべきであろう。ところで、われわれは、実在

世界の空間は三次元的であると考える。というのは、物理学の法則は

三次元の空間において記述され実証的な検証をえているからである。

モステパネンコも指摘するように、空間的連続性を破壊し、したがっ

て当の物理学の法則自身を破壊することなしに、何らかの物理学の法

則を任意の次元の空間によって記述することはできな L、。かれは書い

ている、 「唯一の実在的空聞が存在する。そして次元性はそれの根本

的本性を特徴づけるところの、それの質的なトポロギ一的性質である。

ブラウアーの定理によれば、空間の次元は同型的〔連続的で相互に一

意的な……筆者〕変換にさいして不変で、ある。 (1)三に等しくはない次

元をもった構想的空間による実在的空間の記述は、連続性を破壊し、

物理学の法則の破壊に導くであろう。実在的空間のトポロギー的性質

(次元を含めて)が世界における因果的連関の構造と結びついている

ことを示すことができる。なぜなら、あれこれのトポロギ一的性質の

破壊はこの根本的構造の破壊と等しいからである ω(2)実在的空間につ

いては、それゆえ、われわれは三次元的と考える。つぎに、実在的時

間については一次元的であると主張する。 (3)

日
U

4

，i 
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つぎに、 (2)空間と時間の相E連関と Lづ見地が重要である。時間は

久しいあいだ空聞から切り離され、互にまったく無関係なものとして

理解されていた。古代の原子論によると、万物の根本原理は原子と空

虚(空間)とであり、いっさいの現象は原子の結合分離によって説明

されたが、空間が根本原理であるのにたいし、時間は諸事象に伴うま

ったく付随的な事象にすぎな L、。 (4)デカル卜でも、空間の本質が実体

的延長であるのにたいし、時間は持続についてのたんなる思惟の様態

にすぎないとされている。ニュートンは事物の運動を説明するために

速度を空間と時間の相E連聞から一ーすなわち、質点の空間座標の、
ds 

時間座標についての、微分係数函によって一一導いたが、これは基

本的に正しい把握の方向を示すものであった。なぜなら、事物の場所

的運動は、それの本質的な属性としての速度において、空間と時間と

の統一的連関としてのみあることが確認されたからである。 L、L、かえ

れば、 . ム s n バム s¥n  
l!?。訂 =17あるいは lim¥L:q) = 0 が不定では

なくて一定の値をとるのは、速度あるいは加速度において相互に無縁

な空間と時間とが外在的に関係しているのではなくて、速度あるいは加

速度とは、まさに空間と時間との統ーとしての連関にほかならないか

らである。だが、ここでもまだ、一様に流れる時間と不動の空間とは

それ自身としては、事物の運動がそこにおいておこなわれるいわば枠

組として、相互にまず独立なものとして考えられていた。しかし、こ

の考えは、次章で詳しく述べるように、特殊相対性理論によって打ち

破られ、光速度不変の原理を媒介として、時間と空間との相互連関の

見地が、四次元の空間一時間構造という形式で、新たに科学的に形成

された。哲学は特殊相対性理論のこの見地をいっそう普遍化して原則

として確立し、空間と時間との相互連関、相互限定の仕方についての

より深い認識への方途を指し示している。なお、以上の点に関連して

そステパネンコは次のように言っている、 「世界の(3十 1)次元的

-A 
唱

l
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空間と時間についての哲学的諸問題

本性の確証となるのは、実験と合致する物理学的方程式が、三次元の

ユークリッド群とローレンツ群とにかんして不変な方程式のクラスに

ぞくするということである。われわれが、完全な直交的な三次元の群

から完全に直交的な四次元の群に移行するときには、後者は、もしそ

れに深い物理学的解釈を与えようと努めるならば、時間が虚の座標と

してあらわれる (3+ 1 )次元の空間・時間にかかわるところの完全

に直交的なローレンツ群に変わるように、変形されなければならない

ことをわれわれは注意する。 w深い物理学的解釈』というのは、ここ

では、根本的な物理学的合法則性がわれわれの群にかんして不変で、な

ければならない、ということである。」間

つぎに、 (3)空間・時間と物質との関係の問題がある。空間・時間は

物質から離れて別に存するものではな L、。古代の原子論では、また、

ニュートンらでも、空間(三次元のユークリッド空間)は、運動の外

的な枠組、いいかえれば、事物にかかわりなく存在するいわば容器の

ようなものとして考えられていたが、アインシュタインは、いわゆる一

般相対性理論(空間・時間の本質を物質の存在による重力場としての

歪みとみる)によって、この考えを打ち破り、空間・時聞が運動する物

質自身にぞくする一つの根本的なあり方であるというエンゲルスの見

解(，物質の存在様式であるこの両者は、物質がなければ当然無であ

り、われわれの頭脳のうちにのみ存在する空虚な観念、抽象となる。J)

の正しさを証明した。全物質は本質と現象、因果性、必然性などのさ

まざまな連関をもっているが、空間・時聞はそうした諸連関の一つ、

しかも物質のどんな運動形態にとっても不可欠な、普遍的条件である

ところの、物質自身の側面である。エンゲルスも言うように、「あら

ゆる存在の根本形態は、空間と時間とであり、時間外の存在とは、空

間外の存在と同様に、はなは花、しく無意味で、ある。J171ところで、空間

は物質の「並列性」の連関であり、時間はその「継起性」の連関であ

る(，継起性」ということは「同時性」ということを契機として含んで

12 
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おり、これを介して「並列性」と結びっく)。この点についてシュタイ

ンマンも次のように述べている、 「空聞は物質的諸事物の共存の一般

形式であり」、「時聞は変化する物質的諸事物の状態の交替の一般形式

である。」あるいは「空間と時聞は、諸事物の共存と諸事件の継起を性

格づける諸関係の総体である。J181 

つぎに、 (4)時間の不可逆性の問題がある。われわれの自然にたいす

る基本的見地は、これを歴史的過程とみるところにある。エンゲルス

が指摘しているように、 「真の無限はすでにへーゲルによって正当に

充満された空間と時間とのうちに、自然過程と歴史のうちに、 j弘、かれ

た。今日では全自然もまた歴史のうちに解消し、歴史はただ自意識を

もっ生物の発展過程としてのみ、自然史から区別されるにすぎない。」

自然のうちには可逆的、非歴史的な事象と不可逆的、歴史的な事象と

が無関係に並び存するのではなくて、前者は、不可逆的、歴史的な全

自然の運動・発展の抽象的な側面にすぎな L、。さきに、時間を一次元

的であると述べたが、それは本来、一方向的・不可逆的な一次元性で

ある。アキスンも言っている、 「時聞の流れの一方向性、その不可逆

性は、物質世界の発展の過程の性格を現わしており、運動する物質の

存在形式としての時間の客観的特徴である。J1101かれは、いわゆるフア

イマン・ダイアグラムにおける反粒子の描出のための時間の反転の導

入が物理学的計算においてもつ意昧をみとめながらも、それを、時間

の実在的可逆性の論証として存在論的に解釈するライへンバッハの試

みに反対している。物理学にお、いて一般に時間の反転にかんする方程

式の不変性は、その方程式が自然の過程の不可逆的な方向性の捨象に

もとづいて成り立つのである。 1121それゆえ、時間反転は、たんに勝手

に時間が逆転すること(つまり t1→ t 2をt2→ t 1にかえること)とし

てではなく、運動量の変化が逆になること (t1→t 2において運動量が

P1→P2に変化するとすれば、 t
1→ t2において -P2

→-P1
となること)

として解釈しなければならない。

q
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空間と時間についての卒者学的諸問題筆

さいごに、 (5)物質の-{sU醤である空間・時間は、したがってまた、

それ自身認識可能なものである o ニュートン力学の場合のように、空

際・持諮といういわば容擦のなかの事象々、けが認識可能なのではなく、

…般相対性浬論や紫粒子論が空酷・持爵の構造の間趨にかかわって L、

るように、今日では、この構議自身が自然科学的に研究されるように

なっている。ここには、認識の発展における格対的真溜と絶対的真理

との統…と l'う問題がある G このことをレーニンも指摘している、

期と時間にかんする人間の観念は結対的である O しかし、これらの相

対的な観念から絶対的真理が構成されるのであり、これらの相対的な

諸観念は、発展しながら、絶対的真理の方向に寸すみ、これに接近す

るのであるoZ岩間と時間にかんする人聞の観念が変fとするものである

ということは、さき罷と時間との容観的実Z主性をひっくりかえすもので

はないり総

以上によってZ安部・時間とにかんする環{"t唯物論の基本的見地を

べたので、次に若干"の特殊約な跨題をとりあげてみることにしよう。

墨

(1) L. E. J. Brower; Beweis der Invarianz der Dimensionenzahl， 

Mαthe桝 αtischeA慨 alen，1911， LXX， SS. 161-165. 次元護士の不変後の

問題、すなわち、 m次元多機体とm十弘次元多様体 (>0)とのあいだに一主義

約てフ主統的な関係会綴定することが不可能でFあるという?湾総Ij;、 m 0という

場合については、リースーロートによって解決されていたが、これを…数約な場

合について紙附したのが、ブラウアーのこの論文である。

(2) A. M. MOCT吃na詰ξ詑拡。 Pa3MepHOCTbp君主JlbHoro訂pOCTpa刻CTB8，

φ'lLJlOcottCliue 1Ia.ll'W， 1967，6.むTp.38. 

(3) C出. A. M. iKapos: 06 3Mnupw'!ecKoM H reopeT附 eCKOM 06ocHoBaHH話

OilHOMepHocr銭 器P記諸君HH，E Bon.ヲ6u/l.， 1967息 NO.7.

この論文の主主張は次の点にある。 r時間の一次元役i之、すべての性質の統ーに

おいて考察される現実伎の任;哉の現象の変化も、必らず、単一な線的な綴起性

において秩序づけられているということの紛然で、ある。そして、あれこれの喜多

物あるいは現象の燃費がそれらの栂笈のj主総の外部で、それ hの統…の外都で

- 14 
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考察されるときにのみ、この務物あるいは現象の符夜(/)時間安多次元約な現象

として解釈す4 る可能性が気ずる oJ そのような考えの発見的鍬綴は、物潔学や

数学でE重要な絡采の得られるもととなる多次元空間の善寺えと向機でありうる。

しかし、数学的物理学の多次元空間を実在的な三次元笠間と同一線してはなら

ないように、個々の科学lこ必いて作られうる多次元将隙の考えは、哲学的に緩

解されうる実在的な…次元i縁関とi尚一視してはならな"0災体的諸料家(/)1童約

の枠の外では、雲寺協の多次元悔の考えiまぶしいものとは認められえない。J

(cTp.， 108， 109)なお第長総i立五5)を参照。

(4) ょLピクロスー一教説と手紙一一』出塁量、岩崎允j紙訳、 p.169 i主織を警察照.

(5) A建五J仁 MOCTenaHeHKO: YKa3. CO弘， CTp. 45. 

{告} エシゲルス fE当然弁証主主ょ第二冊、官官掲訳、色78.

(7) エンゲルス fJXデ、九一リング議』マルクス=エシゲルス選集、第14券、

p.142. 

(8) P. 只.剖Te~H話相: 刀pocmpaHcmaoII epeM立， 1962， CTp. 232. 234‘ 

(9) エンゲルス f自然弁絞法3第二館、前掲訳、 P.80‘ 

(J時 51. φ. ACKHfJ: Y弓在短詩e AKa~eKTHqeCKOrO 掠昌τepW3.JfH3Ma0 B手eMeHH 持

口pOCTpaHCτBe H cOBpeMcHHa刃 qlH3HKa.AUωeKmu~eCKUfl Momep叫 ;lU3M

U 80npO仰 ecmeCme031/立制民 1964，CTp. 238-9. 

住1) フアイマン・ダイアグラム ii素粒子の総互作例を日にみえるように図式的に

苦手いたもの。たとえば、核カの滋 N←πーやNにつ
+∞ l 

T 克 J いて、第一図のように幾許ずる。隊関の反事えのよ

トヘ__.7f うにみえるのは、第二図のよう
~Jπ 

l こ、反粒子を意味するo

t=一∞ z

N N 

日2 アスキンは、次のアインシュタインの言葉ト賛意をも N 前 N 

って引用してし必、 「物綬殺の式で文字 tによってあらわ

される時言語は、もちろ入、?イナスの符号で15様式に導入されうる。このこと

は待簡を逆ガ向において計算する可能性を与える。しかし、ここでは、われわ

れはただ丈こんなる計算にのみかかわっているのであって、時総の流れそのもの

もマイナスになるということを、ニの計算から決してひき出しではならない。

ここにすべての誤解の綴本がある。ここには、許されており必然約でさえふる

民
J
W

令
h
4
4



空間と時間についての哲学的諸問題

もの、たとえば計算と、現実に可能なものとの混同がある。」 兄 φ.A問、附:

YKa3. CO~.. CTp. 240 

(13) レーニン『唯物論と経験t比判論』第 1冊.前掲訳. p. 227-1). 

ハh
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第3第特殊相対性理論における

空毘と時間の問題

北大文学部紀望号

前節に主主べたように、ニュートンカ学では、空間と時間は運動の外的

な粋であり、しかも相互に無関係なものとして考えられている。ニュー

一トンが r自然哲学の数学的原理」の始よりで述べているように、絶対

の空間は、その本性によって、般の対象に関{系なく、つねに等しくか

っ不動でありつづける。また、絶対の時鰐は、その本性によって、他

の対象に縄張なく一様に流れてゆくものとちれていた C

谷て古典力学では、運動方穏を書くためには、その選動の授濯の時

刻におけるさ芝務的世置が与えられなければならないc 。その運動をあ

らわナ器、準系として或る物理系をとり、空器産擦と時間定住標x，Y，

Z ， tが与えられたとする。もしこの基準系にたいし等しい速度Cで

護送運動をする慕準系においては(簡単のため必輸の方向にだけ運動

するものとする)

x' x-vt 

Y' = Y 

z' 詰 z

γ 波宮 t 

という変換によって、さきの器準系においてと部ーの灘動方毅式を姿

くことができる。これがガリレf変換である。この変換においては、

時罷底擦は決して変換されない。このことは空間感標と時間座襟とが

無関係で議うることを示している。

コゲリレイ m ニュートンの相対性原理といわれるものは、 自然法部

(ニュートンの運動方様式など)はガリレイ変換にかんしては不変であ

るということ、光を含め、あらゆる事物の運動の速度は相対的である

- 17 -



3友関と時僚についての哲学的銭関怒

ということである。

しかし、マックスウヱルの議離筑学によって仮設的なー犠の物質と

して要請されているエーテルの仮設にもとずいて光の護動を扱う場合

には、この変換が成り立たなくなることが、モ…レー=γ イケルソン

の実験によって明らかになり、アインシュタインはそこで、エーテJし

という奴想上の物質の存夜を否定し光速度を除〈あらゆる夢物の運動

にかんしては運動の相対性は成り立つけれども、光速度にかんしては

それは成り立たない。すなわち、光速度は、相互に等逮薩進運動をす

るどのような基準系にとってもつねに一定不変で、あることを原則とし

て立てた。ここでは、次のような変換が成り立たなけれiまならない。

(やはり簡単のためx斡の方向に系は相瓦に連動しているものとするJ

ペごて
Y'判 y

Z' Z 

F 

t 

c 
z 一一一一寸 x c -

これをローレンツ変換という O この変換において C を無限大にすれば、

ガリレイ変換がえられる O すなわち、官の大きさが光速度に比してき

わめて小さいような連動会取扱う場合にはガリレイ変換が成り立つの

であり、ローレンツ変換はそれ自身の特殊な場合としてガリレイ変換

を含かのである。

特殊相対性理論の基礎をなす命揺は次の二つである。第一、自然法

則{ニュートンの運動方程式、マックスウエルの電磁場の方韓式など)

はロ…レンツ変換にかんし不変である。第二、等速度進連動をするど

のような基準系にとっても光連度は一定不変で為る。

-18 
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さて、ローレンツ変換の式をみればただちに分るように、一方の

基準系の空間座標x'は、他方の基準系の空間座標X と時間座標 t

とを含むものとして表現されている。すなわち、空間座標の変換は、

時間座標の介入なしにはおこなわれない。また、時間座標 t'は、

時間座標 tと空間座標xとを含むものとして表現されている O すな

わち、時間座標の変換は、空間座標の介入なしにはおこなわれない。

とくにx=oの場合にのみ空間座標x'は時間座標 tとのみ関係し、

t=oの場合にのみ、時間座標 t'は空間座標xとのみ関係する。

一般には空間と時間とは相互に連関し、一体として四次元の空間一

時間を形成している。

しかし、空間と時間との質的区別は特殊相対性理論においても一

貫して保持されていることを注意しなければならない。ローレンツ

変換において、 X軸の変換と t軸の変換とが相異なる形の式である

ところに、両者の質的区別の数学的表現があるということができる。

ところで、変換が次の条件を満足することは容易にわかる。

X'2ー c2t'2=X2ー C2t 2 

一般に、炉2+ Y'2+ Z/2ーc2t'2 X2十y2十Z2ーc2t2 

このように特殊相対性理論の空間はユークリッド空間に類似してい

る。しかし、時間座標を空間座標と同じ形で表現するためには、上

式において

-C2t'2 U'2 

_ C 2ド U2

とおかなければならず、時間座標は虚数としてあらわさなければなら

ない。 もちろん虚数であるとごろに何ら神秘的なものはない。しか

し、このことは空間座標と時間座標とのあいだに区別があり、空間と

時間とが互にそれ自身としては変換されることがないことを示してい

る。(なお、このごとは、実数と虚数との対応、が客観的実在のなかに

その基礎をもっていること、つまり、虚数が実在的基礎をもっている

19一
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ことを示すーっの例であるJ

さて、特殊相対性理論では、ローレンツ変換から、基準系が異なる

に応 Oて、長さの縮み(いわゆるローレンツ短縮)や時間の遅れが引

き出される。かつてローレンツは、当時実験的には明らかになってい

たこうした縮みや遅れの事実を、エーテルと物体を構成する根源的な

粒子とのあいだの力学的な相互作用によって物体におこる結果である

と考えたが、アインシュタインは、それを力学的な作用の結果とはみ

ず、物体がそれを測定する器具(基準系)にたいして相対的に運動し

ていることの結果であると説明した。つまり、ローレンツ短縮や時間

の遅れは、相対運動をする物体自身の縮みや伸びではなく、相対運動

による空間量と時間量を測定するものの伸びや縮みであるとしたので

ある。

このような短縮や遅れは、決して、いっさいの空間量や時間量の相

対性を意味しておらず、反対に、どんな物体も、それにたいして静止

している物理系を基準系とすれば、固有の長さと時間をもっている O

それは、ある意味で、絶対的な量ということができ、この基準系にた

いして運動するどのような基準系からも独立で、ある。

さらに、特殊相対性理論の説明のさいに観測者という言葉がしばし

ば使われる。これを使うことは説明を分かりやすくする面をもつかも

しれないけれども、誤解もまた反面では生まれやすく、いずれにせよ厳

密には基準系という概念を用いるべきである。観測者という言葉は主

観主義的な解釈の余地をのこしている。あるいはむしろ主観主義的な

解釈にうってつけの言葉である。この言葉は、量子力学におけるいわ

ゆる観測についてと同様に、相対性理論のマッハ主義的解釈への道を

開いている。

いうまでもなく、基準系のいかんにかかわりなくおこなわれている現

実的な物質的過程がある。それを住置と時刻にかんし測定するために或

る物理系が基準としてとられる(そこに測定の器具が固定される)。こ

- 20 
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のような物理的な基準系が相互に等速直進運動をするとき、自然法則

を不変とするような変換がローレンツ変換にほかならない。特殊相対

性理論において往々にして観測者という言葉が基準系の代わりに用い

られるけれども、基準系は、意識からも、観測主観からも独立な物質

系であり、それらの相対的運動が、或る現実的な物質的過程について

の座標的表示にかんして空間の縮みや時間の遅れといわれるものを、

客観的に一一意識からも観測主観からも独立に一一ひきおこす。そし

て、これらの相対的運動をおこなう基準系のあいだの変換にさいして

自然法則は不変で、ある。ここには、基準系の変換の相対性にたいする

自然の法則の不変な絶対性がある。特殊相対性理論は、光速度不変の

原則を媒介として、客観的に一定の運動をおこなう惰性系のあいだで

の変換の理論である。

2 

特殊相対性理論についてのミンコフスキーの幾何学的表示が知られ

ている。ローレンツ変換において、さきに述べたように、時間の変数

としてctiを用いれば、

XI2+yI2+ZI2+U 12 = X2+y2+Z2十 u2

が得られる。これはユークリッドの三次元空間と非常に類似した四次

元の空間をあらわしている。ミンコフスキーはこの空間を「世界」、

またその空間内の点を「世界点」と呼んでいる。

さて、われわれは一般に、幾何学的命題が現実的世界とは別にそれ

のいわば原型として成立すると考えることはできないし、また、物理

学は本来的には幾何学にほかならないと考えることもできなしミ。それ

ゆえ、ミンコフスキーの幾何学的表示についても、われわれは、いわ

ゆる「世界」と「世界点」とをそれ自体として成り立つものであり、

物理学的事象あるいは現実的世界をこれに還元して考えることができ

るという解釈に賛成することができない。特殊相対性理論によって説
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明される物理学的事象が一定の時間に一定の位護を占めるということ

にもとずいて、われわれは、一定の抽象化を媒介として、その事象を

ミンコフスキーの空間の一定の態様と対応、忽せることができるのであ

る。このようにして対路させられた盛標が「世界点J である。このよ

うなわけで、ミンコフスキ…の「世界」は、われわれがそれを現実的

世界とは別にそれ自体において成立するものであると解釈し、現実的

世界をそれに帰着しようとするのでなく、反対に、物理的事象を抽象的

に反映するモデルとみな?ならば、特殊結対性理論による物理学的事

象についてのわれわれの理解を諮けることができる。

特殊相対性理論では、あとで述べるように、事象の前後関係につい

て三通りの場合があるとされている σ すなわち、絶対的に前、絶対的

に後、および離でも後でもない(どのような物理系を基準にとるかに

よって前になったり後になったりする)どいう三通りの場合がある。

ところで¥どんな事象もその原因よりも謡におこることはありえない。

時陪的前後欝係が3持見的に決定されうる領域においてのみ盟泉関係は

成り立ちうるのであり、時間的前後鵠係の不定で、ある鎖域が五うるとす

れば、そこでは調果関係はそもそも成り立ちえないということが明ら

かである o われわれは以下、ミンコフスキーの幾何学的世界モデル会

前提するかぎりにおいて、事象罷の締罰的関係を考察し、そのことの

唯物論的意味について討言しておきたい。

簡単のため、まず空間一時期の二次

克の第一象限の世界を考えるe 或る基

機系をとり u=c tとすれば、光の運

動i立、 Z出 ctゆえ、右留のように、

Z 車協と u教との交わって作る角の

二等分線によって示きれる O ごれを光

x=ニct

u(エロctl

の世界線という。ところで、光漣変よりも早い速度の運動はないと考

えられるから、原点から斜繰をひいた部分内の任意の点(ぉ>u)へ
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の運動は現実的にはありえないと考えられる O な:f.:l、ごこにも、空部

車産 (x軸)と時罷戦 (u=c t軸)との非対称性、つまり空態と時織

との紫的援討が示されていること

意。

三次元の澄界を考えれば、右留の示

すように、光の世界繰は、 U軸を軸と

する円錐語ょにある o さらに開次元の

栓界を考えれば、光の世界鰻は三次元

の超円錐彊 (hypercone)上にある。

ミンコフスキーの閥次元役界において ぎ

これは光錐頭(1ightcone )と呼ばれる。光の世界線はすべてこの

うえに載っているからである O 二次元の世界を考えたれ喰織を引い

た部分内の器慈の点の鹿擦がx>おでまうったのに応じて、回次元の世

界では J が十y2十Z2>U という関係にある点がその斜線部分に該

当することは明らかである c その点と原点とを結ぶ線が現実的な溜動

を表現することはないと考えられる(光速壊以上の速度での作用はな

いと考えられるからである) 0 

そこでふたたひ潜爆のため二次元の世界を考え、ある基準系をとる。

ただし今度は密つの象限をとり、持諾は負からへと流れるものとす

x=u るO 斜線部分はお関のように拡張され

る。そこで、三つの部分が分けられる O

(1) X
2
<U2 ， U >。

(2) 潟 2<U2，U <。

(3) が >u2 ....・H ・-……斜親部分

ところで、相互に等逮藍濃運動をす

るどのような基準系にとっても、光速度は一定である(その漣動はz

謂 ctであらわされる)から、基準系の知部にかかわらず、諜J点が「一

致するかぎり、光の世界線は問ーでなければならない(右図参照) 0 
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このことは、ローレンツ変換がX
2
-U

2
(つまりお 2- C

2 t つを不

変にすることから明らかであるといってもよい。なぜなら、慕準系の

如何にかかわらず¥罷ーの不等式出，

(2)パ3)が成り立つからでみる。それ

ゆえ、光の世界線による三つの場合へ

の院分は基準系のとり方には無題鋒で

ある。

(1)とほ)の機合;卒、 しばしば、それ

x 

とよばれる C というのは、よごれら は、その

にたいい 2基準菜、のいかんにかかわりなし時間的に

「後J ((1)の場合〉かまたはすし 長引の場合)かにさまっているか

らである。しかし、(おの場合には、前後縄係は不窓であるo

以上述べたことは、 の にたいしてのみいえるので、

はない。 …オ誌の光のiま

界線をひけば、右臨のように、さきと

匂物ぞ 偶様iこ、吋の設界線によって二つ

弐争完rX=U+U の場合を分することができる。この

ぷあV} ことはまた、基準系のいかんには関係

β%仰の句必み しない。

とごろで世界点、はかならず事象に対

応づけられる。今二つの事象がJうるとして、それに対Jiちづけられる世

界点のうち、一方の世界点を遺るこつの光の世界線を引いたとき他方

の世界点がt:l上の三つの場合のどれに入るかによって、事象簡の時間的

前後関係は、世界iこかんする需態として論ずることがてるきる。しかる

に、この世界では、今述べたように、持額的に「前J および「後」の

決定している場合……出と{じんーと、議と後との定まらない場合一一

(3)一一とがある O この最後の場合は、二つの霊界点を結ぶ績は、どの

ような現実の運動をも表現するごとができないと考えられる(光速度
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よりも早い速度をもっ運動はないと考えられるからである)。

さて、因果関係の成立:するのは未来固または過去圏の範囲内である。

なぜなら、もちろん因果関係は時間的な継起関係には帰着されえない

けれども、因果関係は継起関係をその一つの必要な条件としているか

らである。ところで、唯物弁証法が示すように、因果関係がなお事物

の抽象的な連関とすれば、それよりもいっそう具体的な事物の連関は

相互作用である(つまり因果関係は相互作用のー側面をとりだしたも

のである(1))。すなわち、まず客観的に相互作用する物質の諸運動が

ある(光速度以上の速度で作用しあうような関連はないと考えられ

る)。それは空間・時間をそれ自身の存在の様式としている。この相互作用

は時間的に決定された前後関係においてわこなわれる。特殊相対性理

論は、時間的な前後関係がすべて相対的なものとして勝手にくつがえ

されうることを主張しているのではなく、反対に、相互作用をおこな

う物質問における時間は前後遺関の決定性を客観的に証明している。

それゆえ、事象の因果的関係についていえば、それは基準系のとり方

とは無関係に成り立つのである。ただ、相互作用をおこなわない諸事

象一一こうした諸事象を結び、つける現実的運動は存しない一一一の聞に

は時間的な「前」も「後」も決定されないのである。

以上のことは、ミンコフスキーの「世界」を実在的な物理的事象を

抽象的に反映するモデルとみなしうるかぎりにおいて、言われうる。

しかし、汲みつくされない全実在界にたいし、われわれは特殊相対性

理論の妥当性を、いわんやミンコフスキーの「世界」の妥当性を無条

件的に要求する権利をもっていない。したがって、光錐面とその彼岸

世界とについて形而上学的思弁をおこなうことは、厳につつしまなけ

ればならない。

通

(1) レーニン『哲学ノート」邦訳全集、第38巻、 pp. 130以下.
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第4節非ユークリッド空間およびn次元

抽象空間とその対象反瞭性

ロパチヱブスキーが非ユークリッド空調の可能性を示して以米、口

パチェアス 、射影空間、リーマン空路、1:::1レベルト空間、パ

ーナッハ空間など、おびたどしい数の空臨が幾向学の対象となった。

ここから、主観的観念論の直観主義者たちは、幾何学者が存在するだ

けそれだけ多数の幾何学が存者Eする、と誘っているほどで為る。そこ

で、一散に、抽象酷の物質的基礎は何であるか、あるいは抽象空間

はどんな物繋的基礎をももたずたんに「作られた空賠」 にすまない

か、また、物費約基礎をもっとしても、掠象空間と実夜空際(三次元

ないし、時揺を加えて臨次元の空間}との巽同は何でみるか、などの

問題が生じてくる。本節で、は、最初、非ユーグリッド空聞の問題につ

いて箆主訴に述べ、次に、いわゆる抽象空関(位和賞問、表現空間など)

の問題をとちあげる。

久しいめい クリッド幾向学は唯…の幾何学として絶対fとされ、

その公療は空間につL、ての確実な直覚にもとづく謡えないものである

と考えられていた。たた、王子行線公潔については、他の諸公潔からこれ

を導こうという数多くの試みがおこなわれたが、 L寸ずれも失敗に終わ

っている O だがその失敗の履史のなかで、ニの公理の帰謬論的証明の

が数多くの興味ある命題を導尚していたことが注目される。ロノf

チぷフスキーは、平行繰公理の証明の試みを棄て、積極的に、平行線

公壊にfi.対の主張、すなわち「与えられた直線上にない点を返って、

えられえ直諌に平行な直線を一本ではなく、少なくとも二本計くこ

とができる」と Lづ主張を公理として立てることによって、全く新し
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L 、幾向学を構成しうることを示した。この畿詩学は、長さの単位に関

係する絞る変数が無限に大きくなった極限においてユ…グリッド畿何

学となる。つまり、ユークリッド幾何学はロパチェフス々一韓間学の

権限の場合であり、後者は前者を持殊な場合として含むよち一般的な

織論である O ロパチエブスキーは、空間(ユーグリッド的街)を

験的なものとみるカントに反対し、幾何学の真実性は殺事実によって確

かめられると考えていた。かれは新しい幾何学を「空想的」と呼びiま

したが、その実fE的議礎がやがては物理学的に与えられるであろうこ

とを予想していた。

ユーグリッド幾何学の絶対{とからの離競というこのロパチェアスキ

ーの道を各らに飛躍的に議選各せたのはリ…マンである O リーマン

の計撃の法到をもっき授聞を考えと。その空間はそれ自身におい

て酪率をもつものであ号、曲家がOならばユーグリッド窓問、負詣率

告らばロパチェブスキ…の空間となる。リーマン線開学はその後アイ

ンシュタヲンの重力場理論の数学的な定式化のために利用がれた。リ

ーマンにおける物繋でない(曲率をもった)提間は物質の分布と運動

の幾fij学的表現をなすものである。このようにして、実生の蛍簡が非

ユーグリッド的である(ただしユーグリッド空間はその特殊な場合と

して合まれる)ω というロパチぶブスキ…やリ…マンの患想の正しさ

は、アインシュダインの理論によって美事に立証された。

幽

[l) 非ユーグリッド幾何学については別総マあらためて論じるつも号でみる。

ユークザッド、幾何学→口パチェアスキー幾何や→リ…マン幾符学と l'う鈴鹿に

お、いて、われわれは、後の一般減給が前の泌総を特然な場合として含むという

認識の弁託法約発援の霊長夜な一例をみることがで、きる。

2 

つぎに、数学で論とられ自然科学でしばしば適用されている n次元

n
i
 

q
G
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抽象空間が人間思想、の純粋な所産であるか、それとも客観的実在の何

らかの側面を反映するものであるかという問題を考察しよう。 (1)

まず、自然科学においてそれが適用されている例としてギブス・ア

ンサンブールによる気体の分子運動の取扱い方を考えてみよう。周知の

ように、おのおのの瞬間における一つの分子の運動状態は位置と運動

量とによってきまり、それは三つの座標と三つの運動量成分、つまり

6個の量によって与えられる(自由度 6(2)をもっという)。そこで、今

分子の数をN個とすれば、すべ、ての分子の状態は 6N個の量によって

与えられる。こうして、これらの量をそれぞれ座標にとることによっ

て、ある時間におけるすべての分子の状態を 6N次元の空間の一点と

して、したがって、その状態の時間的変化を点の変位として取扱うこ

とができる。この空間がギブスのフェーズ(佐相)空間とよばれるも

のである。

あるいは、マクロの物理学からの例をとれば、三種類の気体の混合

物の熱力学的状態は、温度、圧力、二種類の気体の百分率によってき

まるから、それは4個の座標をもっ4次元空間の点として表示されるこ

とになる。

また、重りをつけた糸の振動の場合を考えてみよう。まず、 (第一

図を参照) 2点A，Bの聞に糸を張り、或る点、 cに質量mの重りをつ

けこれを平衡の位置からずらせば、

糸は振動をはじめる。糸の状態は一

つの数、つまりその重りの平衡の位

置からの偏差yによって与えられる。

次に(第二図を参照)、 C1，C2，……，九の点にそれぞれ質量mの重り

をつけると、糸の状態は n個の数、つまりおのおのの重りの平衡の位

置からの偏差Yl，YZ' ...・H ・ Ynによって与えられる。この場合、

A4苅， 二並斗
変数の組 (Yl，Y2' ...・H ・..， Y n)はn

次元空間の一点としてあらわされる。
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ところで、次に(第三図を参照)、問題を変え、重りをつけた糸の振

動についての以上の考察の結果を、弦の小振動の研究に移して考えて

みると、弦の状態は、もはや有限個の変数の組によっては与えられず、

弦(却の連続的な変域)の各点にお

ける偏差、つまり関数 y=1 (x ) 

によって与えられる。このようにし

〈 パ日IIl¥
A\~ B 

て、弦の小振動の状態は連続無限次元空間(すなわち関数空間)の点

と考えられるわけである。

以上の諸例によって考えられたn次元(況は無限大であってもよい

(3) )の「空間」は運動する物質の普遍的な存在形式としての四次元の

空間一時間(三次元の空間と一次元の時間)とは明らかに区別される。

この「空間」は、相異なる規定量によって特殊づけられる事物(物質

系)の状態とその変化を数学的に記述するための方法である。記述の

ための空間であるから記述空間ともいわれる。しかし、だからといっ

てそれは主観的な構成物、実在世界に対応物をもたないところの架空

なものではな L¥いわんや、それはどんな超物質的な世界を指し示す

ものでもなし、。反対に、客観的事物(物質系)の状態とその変化が相

異なる規定量によって特徴づけられるとしづ事実こそが、われわれを

してその関係を右に述べたような仕方で数学的に記述させるための物

質的基礎となっている。ヤノフスカヤが無限次元空間について、それ

が三ないし四次元の実在空間を反映しているのではなく、非常に多く

の物理学的対象の量的諸関係を反映してbり、量子力学の領域のなか

にも無限次元空間が見出されると言っているのはこの意味である。

さらに、物質のどんな運動形態にとっても不可欠な条件であり、物

質自身普遍的な連関であるところの実在的空間にたいし、記述空間に

よって表現される事物(物質系)は近似的に閉ピており、この意味で

その空間は、当該事物(物質系)に即して局限的であり、特殊的であ

る。当の事物(物質系)の状態とその変化を量的に表現する変数の組
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を要素とする集合が当該空間を構成する。つまり、 「空間」とは変数

(各規定量をあらわす)の組の集合である。

多次元の空間を研究するにあたって、数学者は、一次元、二次元、

三次元の空間についての研究を基礎とし、それを抽象的に一般化する

とLづ方法をとった。三次元(時聞を加えれば四次元)までの空間に

ついての幾何学が物質の普遍的な存在形式としての実在空間の反映で

ありえたのにたいし、一般に、 n次元 (n> 3ある L吋ま 4)の空間の幾

何学はその直接の反映ではな L、。抽象的な一般化によってこの反映は

間接的となった。しかし、それによってかえってその「空間」は近似

的に閉じた物質系の状態とその変化を特徴づける諸規定量の関連をそ

れ自身の物質的基礎としてもつことになった。ここにまた、その「

空間」の有用性がある。以上のような見地から、ア・デ・アレクサン

ドロフも「空間の概念の一般化の結果として『空間』としづ術語は科

学において二つの意味をもつことになる。」すなわち、物質の存在の普

遍的形式としての普通の実在する空間と、 「抽象空間」とを区別しな

ければならない、としている。(4) アスキンも、 「数学的な、ヴェクト

ル空間の概念は、物理学的研究の有力な武器ではあるが、これを物理

学的空間〔したがって以上述べ、た実在空間……筆者〕から区別しなけ

ればならな l'Jo (5)と述べている。

多次元の空間は以上で述べたように、事物の量的状態とその変化と

を記述するための数学的方法となるのであり、アレクサンドロフは、

その表示の効用は大体において普通のグラフの効用と同じであるとも

いっている。ともあれ、ここでは、事物の状態の反映としては、何よ

りもまずその質的諸特徴が捨象されていることに注意しなければなら

なし、。気体の分子の運動の記述においては、位置座標と運動量成分と

が質の捨象によって数学的に同等な座標とされているし、気体混合物

の熱力学的記述においては、温度も圧力も混合百分率も数学的に同等

な座標とされている。諸規定性の質の捨象、つまり等質性を前提とし

- 30 



北大文学部紀要

てはじめて空間的表示が可能となる。さらにまた、とられている座標

軸は相互に独立でFあり、したがって、事物の質的規定性もおのおのの

座標軸にかんして量的に位置づけられるかぎりにおいて相互に独立な

ものとみなされている。このことは、事物における客観的な相互作用

の捨象ともいえよう。しかし、あるいはこういうべきであろう。それ

らの規定性が相互作用をおこなう場合にも、その相互作用自身は空間

的に表現されておらず、ただ相互作用によって生ビた結果としての

量的変動のみが空間的に表現されるのである。諸座標の連関、つまり

一つの組における諸変数は、この意味で、相互外在的である。 (6)

なお、現在、素粒子論において、アイソトピックスピンやストレン

ジネスなどの内部自由度をあらわすところの特殊空間一一ーアイソトピ

ック空間 SU(2)や完全対称性空間 SU(3)など一ーが考えられて L占。

これらの空間は素粒子の相互転化における対称性を与えるものであり、

いわゆる四次元の実在的な空間一時間とは区別される抽象空間である。

しかし、さきに述べた位相空間とも区別される。これらの空間は、「空

間」といっても自然の対称性の数学的表現形式であり、それについて

は自然の対称性について論ずる別稿で論及するのが適当であろう。 (6)

圏

(1) 以下の所論において、ア・デ・アレクサンドロフ「抽象空間」、ソヴェト科学

アカデミー版『数学通論』遠山啓監訳、第町巻所収に負う。

(2) 自由度とは事物の状態を一義的にきめる独立変数をいう。つまり、多次元の

位相空間における互に独立な変数の数(束縛の条件式があればその数をヲい、た

もの)である。

(3) 無限次元のユークリ γ ド空間がヒルベルト空間とよばれる。

(4) ア・デ・アレクサンドロフ「抽象空間」、前掲訳、第百巻、 p.1134.

(5) 兄 φ. ACKHH: YKa3. CO~. ， CTp. 238.客観的対象における統一的な諸状態

を相互外在的な仕方で局在化した時間において一一円(t1)， X2( t 2) 3 (t .)など

として一一捉える場合がある。このような研究の仕方は客観的事態の或る側面
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を反映しており有効なものであるが、多次元時間を実在的な一次元の時間と明

確に区別しなければならな L、。この点については第2節のijj3)を参照。朝永氏

の超多時間論においては tは非可付番無限として扱われて L崎。

(6) 拙稿「物質の哲学的概念と自然の論理」岩波哲学講座第XII巻所収、第二章

「対称性と保存則」を参照。

手2一
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第5節真空とその物質性

物質について論ずるときには哲学的概念と科学的(たとえば物理学

的)概念とを区別しなければならないことは周知のとおりであるが、

本節では、真空に物理学的意味での物質性がそくしているとしづ問題を

主題とする。すなわち、ふつう(また、古くは)、真空は空虚な空間、

つまり物質の存在しない空間と考えられているが、物理学の発展は、

真空がたんに物質とその運動のいわば容器のようなものにすぎないの

ではなく、それ自身物理的性質をもつものであることを明らかにする

にいたって L帰。真空についての物理学的認識の歴史は、それの確立

と「揚棄J (この「揚棄」において真空はなお「契機」として含まれて

いる)の歴史ということができょう。以下この問題を検討してみよう。

真空を意味する近代の敵語 vacuum，das Vakuum， vacuo， bak仰 m

はラテン語の vacuumから来ており、それはギリシア語の k主νoν

の訳語である。ここにはたんに言葉の上での繋がりがあるだけではな

く、一つの問題にたいする追究の歴史がある。

すでに古代ギリシアの原子論(レウキッポス、デモクリトス、エピ

クロス)において、真空(空虚)の存在が主張されて L咋。かれらは

その見解を実験によって験証することはできなかったけれども、パル

メニデスの運動否定論を克服し、事物の多と運動と Lづ感覚的に明ら

かな事実を説明するために、原子の運動する空間(xφρα) としての

空虚(真空)-1有るものJ (原子)にたいする「有らぬものJ-ー

の存在を主張したことについては、周知のとおりである。「空虚がある

と主張する人々は空虚をいわば或る場所、容器のようなものだとして

いるJ (1)とアリストテレスは書いている。あとで述べるように、ニュ

内
ぺ
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空間と時間についての哲学的諸問題

一トンの絶対空間はこの系譜に立つものである。

アリステトレスは原子論者に反対して、場所的運動があるからとい

って空虚がなければならぬという必然性はな L、ばかりか、空虚は運動

を不能にする、なぜなら、空虚があれば速度は無限大になるが、それ

は不可能であるから、としている。というのは、かれによれば、 vを速

度、 m を運動体の重さ、 dを媒質の密度とすると、
m 

V d 

であるが、 m=const として d=O とおけば V ∞ となるから

である。この式にもみられるように、かれにあ、いて、媒質が運動の本

来的な条件となって L占。これにたしい、真空中の運動を本来的なも

のとし、媒質による抵抗を運動の偏侍条件とみたのはガリレイである。

ところで、空虚中での運動速度の無限大というアリストテレスの見

解にたいし、エピクロスが空虚中での原子の運動は有限で等速(ただ

しわれわれの思料を超えた、ジウサーニによれば「絶対的な速さJ)で

ある、と主張している点は注意しなければならな L、。アリストテレス

の媒質観と原子論における空虚観とは対立的であって、後者では、空

虚中における運動こそ本来的であり、媒質中での運動の遅れは媒質の

抵抗と L、う副次的条件によるとされるのである。

ところで、アリストテレスの空虚否定論はその後かれの学派の内部

でも若干の修正をうけた。ストラトンは、原子論の影響のもとに、あ

らゆる物体は構成諸要素から成りそれらの聞にはさらに微小な空虚が

あること、しかし、連続的な空虚は自然に反してでなければ存在しえ

ないこと、つまり、、自然はこのような真空を嫌悪する (horrorvacui) 

ことを主張した。へロンも、ポンプのような吸引力をもった装置によ

れば、水は、この真空嫌悪性のために、どこまでも上昇しうる、と考

えていた。

圃

(1) Arist; P hys. s213α16，一ーなお、プラトンは原子論者の影響をうけ
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ながら、しかし空間(コーラ)を、たんに空虚なものではなく、いっさいの

生成の受容者(ヒュポドケー)であり生成者からその型をうけとる自存的な、

一種の質料のような性質をもつものと考えている。新プラトン派でもこの考え

がひきつがれ、空間は可感界における形相の受容者としての感覚的質料とみら

れている。それは「有らぬもの」ではあるが質料的な受容者である。

2 

ガリレイは、ストラトンの空虚論を伝えるへロンの『気学』を或る

翻案で読んだが、かれの次の見解はス卜ラトンの考え方の系譜に立つ

ものと思われる。，-もちろんこの大きな真空は、いろいろな実験の結

果から判断してみると、人工的には〔自然に反しては……筆者〕おそ

らく作ることができるでしょうは)J とガリレイは書いている。かれは

固体の破壊抵抗力(つまり微細な構成要素から成る固体が外力の破壊

にたいして抵抗する一定の限度)を測ると Lづ問題を、固体内部の微細

な真空の抵抗力の測定の問題とし、これをポンプによる水柱の上昇の

限度の問題から解決しようとした。水柱がどこまでも上昇しうると考

えたへロンにたいして、ガリレイは新しい経験的事実によって反対し

ていたのである。かれの弟子卜リチエルリは真空の抵抗力の測定のた

めに水柱の代わりに水銀柱を用いることを思いつき、これが、ガリレ

イがさきに可能でふあると予想した「大きな真空」の人工的作成に導ふ

さらに、やがてはパスカルによる大気の圧力の発見に導いた。こうし

て真空白身に抵抗力があるかのようななわ神秘的な跡をとどめる表象

は棄てられることになった。

『新科学対話」において、破壊抵抗力と並ぶ、いや遥かに重要な今

一つの主題は、周知のように、物体の場所的運動の問題である。ガリ

レイは、アリストテレスの真空否定論を詳細に論駁し、媒質なき真空

中での等加速度落下運動についての有名な法則を見出した。しかし、

この真空はまだ地上の落下運動に即して要請されていたにとどまる。

それが、遠隠作用によるいっさいの事物の場所的運動のおこなわれる

Fhυ 
qυ 



空間と時間についての哲学的諸問題

絶対空間の考えにまで発展するのは、落下運動の法則と天体運動の法

則(ケプラー)とを媒介的に揚棄するニュートンの力学の形成をまつ

のである。ニュートンにおいて、空間はいっさいの物体の運動のお、こ

なわれるいわば容器であり、ユークリッド的空間である。古代原子論

において思惟によってうちたてられた空虚な空間は、このようにして、

一方においてトリチエルリ、パスカルによって、他方においてニュー

トンによって、客観的実在として科学的に確立された。 (2)

園

(1) ガリレイ『新科学対話』今里子武雄、日田節次訳、岩波文庫、上巻、 104頁.

(2) 以上に述べた点については、拙稿「ガリレオ・ガリレイにおける真空論の哲

学史的考察JW哲学雑誌.~ 713，714号、 1951，52年に詳し L、。

3 

さて、ニュートンのいわゆる光素説に先立って、ホイへンスは光の

本性を波動とし、これによって光の直行、反射、屈折などの諸現象を

説明したが、もし光がj賠Dであるならば、それを伝える媒質があるは

ずであり、かれはそれを全宇宙にゆきわたっている透明なエーテルと

した。光の波動説は19世紀のはじめにヤングとフレネルの光の廻折に

ついての実験などによって、しだいに広い支持をうるようになった。

とくに真空の問題をめぐ、つての光の波動説の意義は、 j皮動論のその後

の発展からかえりみて、たんなる「空虚」よりもより深い「場」の認識

にいたる道をわずかながら歩みはビめたところにある。すなわち、光

の波動説は、光の現象の研究とは独立におこなわれたファラデーやエ

ールステッドらによる電気・磁気現象の研究(電場・磁場の導入)と

結びつき、マックスウエルによって電磁気学の体系が確立された。そ

れによれば、光は電磁波の一種であり、電磁波の現象は、電磁場の構

造を示すマックスウェルの方程式によってあらわされる。つまり、電

磁波の運動は、エネルギーの移動として電磁場の変動にほかならず、
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場は空虚ではなく、エネルギーを担っている。しかも、かれはそのさ

L 、媒質として電磁波とはきりはなされた別の仮設的な一種の物質、エ

ーテルの存在を仮定していた。エーテル空間にできる電磁場の変動、

それが電磁波にほかならない。

マックスウェルでは、電磁波はなお物理学的な意味での物質(静止質

量をもっ物質)から区別して考えられていた。光は電磁波の一種であ

り、したがって、物理学的な物質とはみなされていなかった。この点

で、次に述べ、るように、電磁波現象の本性をじつは粒子的なものとみ

る見解が実験にもとづいてうちたてられたことは電磁波そのものを物

理学的な物質とみなすという新しい見方に導く上で重要なことで、あっ

た。このことはまた物質としての一種のエーテル仮定の棄却をも意味

していた。

真空放電のさいに発せられる放射線(陰極線)の本性についてヘル

ツらはなおエーテル現象とみなしたが、 トムソンはこれを電子の流れ

であると考えた (1897年)。エーテル理論によっては所与の事情のもと

で何が起こるかを予測しえないが、帯電粒子説は諸結果を明確に予測

しうる、とかれは言っている。このような電子はマ y クスウエルの方

程式のなかには含まれていないものであって、その発見は画期的な意

味をもって Lゆ。電気現象の担い手として物理学的な意味の物質が見

出されたわけである。

さらにいっそう注目すべきは、アインシュタインによる光量子説の

提唱 (1905年)である。すでにプランクは共鳴子現象を理解するため

に量子仮説をたてたが、アインシュタインは、光電効果の実験的結果

が従来の波動論ではどうしても説明されないところから、轄射場にか

の量子説を適用し、轄射エネルギーが粒子的構造をもつこと、つまり

光量子から成ることを明らかにした。アインシュタインは1909年の論

文で書いている、 「エーテル仮説を放棄するときにのみ、満足のゆく

理論に到達しうる。光を構成する電磁場は、そのときにはもはや仮説

ヴ，，内。
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的な媒震の状態としてではなく、ニュートンの光の放射説によると偶

じように、光溶から発射される自立的な形像として現われるc ニュー

トン説にしたがってと同織に、光も走つ'てbらず、物体も存在しない

は、 Uっさ L、何もない主主聞でみる。，(1)Jアインシュタ 4ンによれば

粒子的な霊堂磁場としての先綾子の議論において、従米の仮設的なー識

の物質一一わ主ち、他の諸橋の物繋と並ひ守存する、 しかしきわめて

不可解な物質一ーとしてのエーテルの滞在は否窓されて t，る。ここで

は物貿粒子とともに真空と L、う原子論的表現が復活していること

る必繋がある O それについて、武谷三男氏は設う、「アインシュタ

fンはマイケルソン=モーレーの実験だけからエーテルを棄てとので

はなくて、光盤子論の3工場からエーテルを棄てたの芝、と醤わねばなら

主LヲA由がある o (2)J 

(1) A. Einsteio; tiber die Entwicklunぎ unsereγ Anschαuuηge匁 iJber

dαs Wesenおnddie Konstitution der Strαhlung， P hysikαlische Z eit‘ 

sc主rift，1909， Nr. 10， S. 819. 

(2) 武後三男 F滋子力学の形成と義者殺32芸]券， 19485:ド. p事62.

4 

各きに述べ1こように、マックスウエ/しでは、電礎場の伝わる媒震と

して{訟の諸機の物質と並び存するー離の物質としてのょにーテルの存在

が仮定されていた。しかし、こうしたエーテルにたいして静止する基

準座標系を設定し、このよじーテルの海を物体が運動してゆくと考える

と、モーレー z マイケルソンの実験の結果と矛f言せ tf:'るをえ〈よくなる。

そこで、このようなエーテルの復定を棄て、実験の結果と合致すると

ころの運動学として特殊紹対性理論は形成されたのである O ぞれによ

れば、設惑はエーテルのない真空である ο それは、電難波が伝わり、

議護法が変動一一生成講滅ーーし~ 1るところの或るもので、ある G それ
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ゆえ、ここでは、空間はもはや、物体にたいしてまったく外面的なた

んなる「容器」にすぎないのではなく、そう Lづ側面をもちながらも

なお、波動を伝播しうると Lづ物理的性質をもっている。もはや他の

諸種の物質と並び存する一種の物質ではなく、電磁波を受けし、れうる

もの( U7iOdoX1 )一一あえてプラトンが空間に与えた規定を借りれ

ば一一一、その担L、手と L、う性質をもっている、つまり、空間は「真空」

でありながらも「場」となりうるところの空間である。

ところで、さらに進んで、空間をまさに「場」として一一一動力場とし

て一一捉え、物理学的物質の存在によって限定されているもの、すな

わち、物質の限定、あるいは物質自身の側面として理解したのは、い

わゆる一般相対性理論である。それによれば、われわれが対象とする

物質の存在する空間が、空虚なユークリッド空間でなはく、歪みのあ

るリーマン空間であることは、物質の存在によって重力場が存在する

ことと同じである。すなわち、物質の存在のために空間それ自身が「

場」として本来的に歪んでいるというわけである。特殊相対性理論で

は、空間は「場」とはなりえても、それ自身としてはなお真空であり、

その限りにおいて、物理学的物質とは区別される。しかし、今や、空

間は物理学的な物質によって限定されている「場」あるいは物質自身の

側面であり、この新しい意味で、それ自身を、物理学的な物質とみる

ことができる。すでにくりかえし述べたように、ニュートンらでは、

空間は事物にかかわりなく存在するいわば「容器」のようなものとさ

れたが、アインシュタインは、その一般相対性理論によって、この考

えをうちゃぶり、空聞が一一時間とともに一一一物質の根本的な存在形

式であり、物質自身の側面であるというエンゲルスの見解の正しさを

示したといえるであろう。

なわ、この理論によって物質が空聞の歪みに解消した、とみる解釈

に賛成することはできな L、。この解釈は、この理論の幾何学的性格

だけを誇張することから生まれた逆立ちの世界観となるのであり、物
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質の空間化(幾何学化)というピュタゴラス主義にほかならない。

画

(1) なお、最近ヤノシが引用しているところによれば、アインシュタインは 20

年代に発表した或る論文では次のように書いている、 「……理論物理学におい

てわれわれはやはりエーテlレ、すなわち、物理的性質をもった連続体なしです

ますことはできな L、なぜならば、物理学がその原理的基礎にしたがうであろ

うところの一般相対性理論は、直接的な遠隔作用を排除して L仏、そして、近

接作用のどんな理論も、最初から、連続的な場の存在、すなわち、エーテルの

存在を仮定しているからである。」これによればアインシュタインが仮設的な一

種の物質としてのエーテルを拒否したことは周知のとおりであるが、それとは

別に、光の担い手となる場を、或る場合にはなおエーテルと呼んで、いたことが

分かる。そこでヤノシは、 「われわれは、エーテ lレの機構にかんする粗雑な力

学的な表象を完全にすて去り、同時にエーテル概念の基礎には触れないでおく

ことができる」串と述べている。エーテルには二重の意味があるといえよう。

他の諸種の物質と切りはなされそれらと並び存する一種の物質としての従来の

仮設的なエーテルとは別に、光の担い手としての連続的な場を意味するような

エーテルが考えられる。このような連続的な場は真空の物質性として理解され

うるであろう。このような見解をパウリも述べている、 「アインシュタインは

最近、或るエーテル (anaether)の観念の拡張を示唆したo それはもはや実体

としてではなく、たんに、物質のない空間と結びつけられるべきであるような

物理的諸性質の総体とみなされるべきである O この広い意味では、もちろん、

或るエーテル (anaether) が存在する。ただし、そ・れは何らの力学的な諸特

性をも所有していないことを念頭にいれなければならない当申凡只HO山H: 0 

npHH日間eJ1opeHua. Mamepua必blK CU-"tn03uy.My 勺(UaJ1AKmUKau coepe-

.MeHHoe ecmecme03HaHue"， MOCKθa， 26-29 oKm.J966 2.， BbtnyCK 2，cmp.98. 

串 本 Pauli;Theory of Relativity， translated by G. Field， 1958， p.4. 

(2) iところがエーテルを実在させしめようとするすべての試みは失敗したのでし

た。……かような苦しい経験を嘗めた以上、今こそエーテルなるものを全く抹

殺して、もはやその名を決して記すことのないようにする時なのであります。

私たちはその代りに、空間が波動を伝播する物理的な性質をもっている、と云

えばよいのです。」アインシュタイン、インフェルト『物理学はL、かに創られた

か』下巻、石原純訳、 1940年、 p.226。
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5 

ところで、シュレーデインガ一方程式を相対論化したデイラックの

方程式によれば、電子が正と負のエネルギーをとりうることが導かれ

る、しかし、それまでわれわれの観測にかかるのは正のエネルギーを

もっ電子のみであり、またじっさいそのような電子のみが存在すると

されていた。そこから、負のエネルギーの電子が導出されるというこ

とは一つの矛盾であった。そこで、デイラックはこの矛盾を次のよう

な仮設、すなわち「完全な真空とは、正のエネルギーの状態がすべて

からになっていて、負のエネルギーの状態がすべてふさがっているよ

うな領域(1)J である、という仮設によって説明した。もし 2m c 2の (

ある L、はそれよりも大七、)エネルギ一一ーたとえばY線(光)一ー

が与えられると、この領域につまっている電子の一つ(あるいはそれ

よりも多くの)が、正負のエネルギーの聞の障壁(量子論から 2m c2 

であることが導カ溢れている)を飛びこえて、正エネルギーの電子にか

わり、はじめてわれわれの観測にかかる粒子となる。他方、その電子

が飛び出すことによってできた負エネルギーの空孔を他のエネルギー

の電子がうめようとしていわば空孔の移動がおこなわれ、それがわれ

われの観測にかかる。この空孔の移動は、正エネノレギーで正の電荷を

もった粒子(2)のふるまいとみなすことができる。デイラックによるこ

の「反電子」の存在の予言はアンダーソンらの観測によって検証さ

れた。これが陽電子と呼ばれるものである。しかし、以上のことはそ

の他の粒子についても同様に考えられる。このように、デイラックに

よれば、完全な真空とは、何もない空間ではなく、あらゆる負のエネル

ギー状態が完全にみたされている領域一ーどこまでも物質的な領域一

ーであり、それはただエネルギーが負であるためにわれわれには観測

されないだけであるということにな‘る。

しかし、 y線が真空から電子をとび出させ、それに対応した陽電子
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の運動をひきおこすということは、 y線の言草子と議官喜子への転化、つ

まり対発生(pair-creation)のことにほか去らな L、。さらにまた、電子

と麗電子とが真盟のなかに渚えて Y線を放出することは(前段で述べ

たのと逆の現象で、これも、デイラックで、は、電子がエネルギーの陣

こえて真空に突入し、空子しをつめるというように説明される)

子と競電子との Y隷への転化にほかならなL、G この二つの現象は、一般

的に¥"えば、物質粒子(静止繋撃をもっ物理学的物実)の場の粒子へ

の転イととその濃の過程にほかならな iミ。

ところぞ、すべにアインシュタインの光離子説によって、光のよう

な礎難波が組子的な物質であるとされ、ついでドゥ・ブ冶イの議動論

によって、逆に、電子のよう~すべての物質綾子が波動的欄間安もつ

ことが主張されたが、議子力学は結母、すべてのミクロの物費を経子

性とj雄主役との二重性によって説明することに成主きした。つまり、ミ

クロの物質は本来、その単一の質として、絞手性と波動性とを続ーし

ている。このことは、以上、われわれが述べてきた舟穏でいえば、物

実絵子(静止質量をもっ物理学的物繋)と場の粒子との絞ーというこ

とを示している。エネルギーの小さいと剖ム雲震予のような物質粒子

はそのようなものとしてあり、他方光も、そのようなものとしてある

が、エネルギーが十分大きくなると、栢立への転換をおこなうのであ

るG

なお、物繋較子の場の粒子への転イととその逆の遇患はエネルギー保

存射を碁礎としており、広義における物撲の形議転化にほかなら

たんに物餐の諮識と創造として理解しではならな L為。また、物質粒子

はそれ自身の固有令能者 (seinAnder告s)…一反組子一ーをもってお

り、それとの統一において、場の枝子へと転化し、まえ場の牧子から

転fとすることに注意したい。

デイラックによる負コエネルギーの粒子で、充満している真空の仮設は

祭事立予の存在の'尖験的な検誌によって真理i会をえたが、しかし、この
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仮説が説明しようとした現象は、今述べたように、物質粒子(それ自

身の固有な他者との関連における)の場の粒子への転化とその逆の過

程一一一L、l¥かえれば、エネルギ一保存則を基礎とする広義における物

質の形態転化一ーとしてよりよく説明されるであろう。そこで、もし

われわれが真空の物質性を考えるならば、今日では、次のような観点、

に立つべきであろう。真空は、たんに電磁波とその場をうけし、れうる

ものであるにとどまらず(なぜなら、受けいれうるものということは、

受けし、れる当のものとの何らかの異なった存在をいみするから)、それ

自身が電磁波とその場との揺動的な存在可能性としての一種の積極的

な性質をもっているとみるべきであろう。すなはち、真空の物質性は

その仮想性(virtuality)一一定常的なものとして現実化しうるその仮

想性一ーにあるといえよう。そして、この仮想、性が一定の物理的な作

用をおこなうのである。すなわち、電子はその周囲に電磁場をつくっ

ているから、それは、仮想的な状態としての光子を発生させては消滅

させ、この仮想的な光子が電子と相互作用をおこなって L占。真空と

思われていたところで、電磁場はじつはこの相互作用をたえずこおな

っているわけである。真空偏極とは、真空と電子とのこの相互作用で

あり、これは電子がそれ自身の周囲に充された真空としての「場」を

もつことによるのである。

真空の問題は、おそらく自然の階層性の深さとともに深L、。真空の

物質性は、物理学の今後の発展によっていっそう豊かな姿であらわれ

てくるであろう。

圏
(1) デイラック『量子力学』第3版、朝永振一郎、玉木英彦、木庭二郎、大塚益

比古訳、 1954年、 P.369.

(2) 空孔は一応いわば孔としてみられるが、じつは、電子と同等な実体であると

いうのが、デイラックの仮説の主張するところで、それがアンダーソンらによ

って検証されたのである。なお、真空の問題と直接関係がないが、半導体中に

おけるいわゆる正孔 (positivehole) については、これを実体と考えること
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はできな L、。固体の陽イオンの影のようなものにすぎないからである。

〔付記〕

本稿は、現代自然科学の哲学的諸問題にかんする北大理学部宮原将平教授との

共同研究の一環としてわたくしによって書かれたものである。その始めの部分は

岩波哲学講座第四巻に発表したのであるが、今回は未発表の部分を含めて一括し

て発表する。なお『思想.~ 1968年11月号の論文「物質の運動諸形態と自然の階層

性」、69年 1月号の論文「自然諸科学の分類」、岩波哲学講座第四巻掲載の論文「物

質の哲学的概念と自然の論理」、『地球科学』に近く発表予定の論文「地球科学と

その対象としての地学的運動形態」などは一連の共同研究の成果である。
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