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エーテルと相対性理論
（1920年 5月 5日ライデンの帝国大学に於ける講演）

アインシュタイン著
石原純訳

此の大学の幹部，教授，卒業生及び学生諸氏よ！
尚お亦この祝賀の席に列せられるすべての方々よ！

私達の日常生活の抽象に由来せられた思想，即ち可秤物質と共に，或る他の物
質即ちエーテルなるものの思想を物理学者はどうして考えるようになったのであ
りましょうか。この理由は恐らく遠隔作用の理論を引き起させたような種々の現
象と，並びに波動論に導いた光の諸性質とにあるのでしょう。私達はこの二つの
対象について簡単な考察を試みます。
非物理学的な思想は遠隔作用について何も知りません。私達が種々の物体につ
いて経験の原因を捜ろうとする場合に，始めは直接の接触による交互作用，例え
ば衝突や

お

圧しやり又は
ひ っ ぱ

引張る事によっての運動の伝達，又火焔によって物を熱し
も

若しくは焼燃を起させる等の外には交互作用は存在しない様に思われます。けれ
ども日常生活の中にも既に一つの遠隔作用即ち重力が重大な役目をして居るので
す。ただ日常経験の範囲では物体の重さは

ほ

略ぼ一定であって，空間的に
も

若しくは
時間的に変化のある原因とは結びついて現われませんから，私達は日常生活の間
に重力に全然原因なるものを考えませんし，従って遠隔作用としてのそれの性質
をも意識しないのです。ニュートンの万有引力論が出るに及んで始めて重力に一
つの原因をおき，質量から起される遠隔作用と解するようになりました。ニュー
トンの理論は恐らく自然現象を因果的に聯絡しようとする努力が生んだ進歩の中
の最大のものであります。それでもこの理論はニュートンと同時代の人々の間に
は激しい不安を

ひ

惹き起しました。それは，その外の経験から流れ出る原理，即ち
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接触による交互作用だけは存在しますが，直接の遠隔作用による交互作用はない
と云うことと矛盾するように見えたからです。
私達の認識衝動はこの様な二元論を忍び

がた

難いこととします。自然力についての
見解の単一性をどうして救うことが出来たでしょうか。私達は接触力としてあら
われるような力をも同様に遠隔力と解し，それが唯極めて小さい距離の場合だけ
に目立つようになるとすることも出来たかも知れません。之は全くニュートンの
学派に属する彼の後継者たちが多くは採択したところの道であります。

しか

然しなが
ら或はまたニュートンの遠隔力は単に外観上のものであって，それは実際には空
間を充填する媒質によって，即ちその運動なり，

も

若しくはその弾性的変形なりに
よって伝達せられると仮定することが出来たのでしょう。此の様にして力の本質
に対する私達の見解を統一しようとする努力はエーテルの仮説に導くのです。け
れどもこの後者は万有引力の理論従って物理学の上に最初は全然何等の進歩をも
持来さなかったので，従ってニュートンの法則をもはやそれ以上帰本し得ない公
理として取扱うように慣らされました。

しか

併しエーテル仮説はいつも物理学者の思
想の中に，たとえ最初は多く単に潜在的ではありますが，ともかくも或る役目を
しなければならなかったのでした。
19世紀の前半に於て，光の性質と可秤物質の中の弾性波動の性質との間に存在
する立ち入った類似が明かになされたときに，――エーテルの概説は一つの新ら
しい根拠を得たのでした。光は世界空間を充たして居る弾性的な惰性的媒質の振
動過程と解されなければならないことが疑いもないように見えました。また光の
偏極性からして必然的に，この媒質エーテル――は固体の一種でなければならな
いことが引き出されるように見えました。なぜなら，唯この様な固体のなかだけ
に，

しか

併し之に反して流体のなかには横波が可能でないからであります。
か よ う

斯様にし
て私達は「準剛体的」エーテルの理論に到達しなければならなかったのであって，
そこではエーテルの諸部分はお互に相対的に，光波に相当するような小さな変形
運動の外には少しも運動を起すことが出来ないとせられました。
この理論――亦静止エーテルの理論とも名づけられたもの――は

な

尚おまた特殊
相対性理論に対しても根本的なフィゾーの実験によって一つの重大な根拠を見出
しました。この実験からはエーテルが物体の運動に少しも

あずか

与らないと云うこと
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が結論させられなければならなかったのでした。また光の錯行の現象も準固体的
エーテルの理論に味方しました。
マックスウェル及びローレンツの示した方法の上での電気理論の発展はエーテ
ルに関する私達の思想の発展に或る全く特有な思いがけない転回を持ち来しま
した。マックスウェル自身に取ってエーテルは

な

尚お，たとえそれが触覚し得る固
体の性質よりは遙かに複雑なものではありますが，純粋に力学的の性質を持った
一つの物象でありましたが，しかしマックスウェルも

な

尚お又その後継者たちにも，
エーテルに対する一つの力学的模型を案出して，電磁気の場のマックスウェル
法則の満足な力学的解択を与えることが出来ませんでした，法則は明瞭で

か

且つ簡
単ではありましたが，力学的の解釈は困難でまた矛盾に充ちていました。理論物
理学者は

ほとん

殆ど知らず知らずにこの力学的企画の立場からはまことに曖昧な事情
に自らを適応させるようになり，特にハインリッヒ・ヘルツの電気力学的研究の
影響のもとに

そ

然うなりました。即ち彼等は
かつ

嘗てそれが全く力学に属する基礎概念
（例えば質量，密度，速度，変形，圧力等）をもって足りることを一つの究極的
の理論から要求したのであったのに，

ぜんぜん

漸々に電気的及び磁気的の場の強さを力学
的の基礎概念と共に基礎概念として許容し，之に対して力学的の解釈を要求する
ところのないように慣れてしまいました。

か よ う

斯様にして純粋に力学的な自然観はだ
んだんと棄てられたのでした，しかしこの変遷は永久には忍び得ない根本に於け
る二元論に導きました。そしてこれから

の

遁がれるため逆に力学的の基礎概念を電
気的のものに帰着させようと試みました。

こと

殊に β線並びに高速度の陰極線に関す
る実験はニュートンの力学方程式の厳確な適用性を動揺させたものですから。
ヘルツに於てもその二元論はまだ緩和されませんでした。彼れの場合には物質
は速度，運動エネルギー及び力学的圧力の保持者であるばかりでなく，

な

尚おまた
電磁気の場の保持者としてあらわれます。

しか

然るに電磁気の場は真空の中に――即
ち自由のエーテルのなかに――も亦あらわれますから，エーテルもやはり電磁気
の場を荷なうものと思われます。つまりエーテルは可秤物質に対し全く同種のも
のであり，

か

且つ之に附随していると見られるのであって，物質のなかでは此の運
動に一部分

あず

与かり，そして真空のなかでは到る処或る速度をもち，全空間のなか
でエーテルの速度が連続的に分布されてある様になります。それでヘルツのエー
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テルは根本的には（一部分エーテルで成り立って居る）可秤物質と何にも異って
はいません。
ヘルツの理論は，物質並びにエーテルに一方では力学的な，又他方では電気的
な状態を帰属させ，しかもそれらがお互に少しも思惟的の関係におかれて居な
かったという缺点をもっているばかりでなく，それは亦運動流体中の光の伝播速
度に関する大切なフィゾーの実験の結果や其の外の経験の結果と矛盾しました。
ローレンツが

は い

這入り込んだときに，事情はこの様であったのです。彼は理論を
経験と一致せしめ，

か

且つ之を達するためにその理論的基礎を驚くべく簡単にし
ました。彼はエーテルからはその力学的性質を，又物質からは電磁的性質を取り
去って，マックスウェル以来電気理論のこの最も大切な進歩を途げたのでした。
真空中に於けると同様にまた物質体の内部に於ても，電磁気の場の所在は

もっぱ

専ら
エーテルであって，原子的に考えられた物質ではなかったのでした。物質の素粒
子はローレンツに依ればそれ独りで運動を行なうことが出来るのです。其の電磁
気的作用性はそれが単に電気を荷なうことに依るのです。

か よ う

斯様にしてローレンツ
は
すべ

凡ての電磁的現象を真空に対するマックスウェルの場の方程式に還元すること
に成功しました。
ローレンツのエーテルの力学的性質については，

や や

稍々戯談的な云い方ではあり
ますが，非運動性が之にローレンツの

な

尚お残しておいたところの唯一の力学的性
質であると云うことが出来ます。之に附け加えて特殊相対性理論が持来たした
エーテル見解の全変革は，それがエーテルからその最後の力学的性質，即ち非運
動性をも取り去ってしまったことにあると云ってもよいでしょう。このことがど
んな意味をもつかは今すぐに説明して見ます。
特殊相対性理論の空間時間論及び運動学にはマックスウェル・ローレンツの電
磁気の場の理論は模型として役立ちました。それですからこの電磁気の理論は特
殊相対性理論の條件を満足するのです。けれどもそれは後者から見ると一つの新
らしい外観を得ます。即ちKが一つの坐標系であって，それに対してローレン
ツのエーテルは静止しているとしますと，マックスウェル・ローレンツの方程式
は

ま

先ずこのKに関して成り立ちます。ところが特殊相対性理論によればこの方
程式はKに対して一様な併進運動をして居る

おのおの

各 の新らしい坐標系K ′に対して
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もやはり少しの変更もなしに適用せられます。そこで次ぎの気遣わしい疑問が起
ります。なぜ私はK ′系と物理的に全く等値な体系Kをこの理論では，エーテル
がそれに対して静止していると云う仮定でK ′系と差別しなければならないので
しょうか。経験体系には何等の非対称性もないのに，理論的建設にかような非対
称性のあることは理論学者にとって耐え難い処であります。私には，エーテルが
Kに対しては静止し，

しか

併しK ′系に対しては動いていると云う仮定をもちながら
な

尚お
か

且つ両系が物理学的に同等であることは例え理論的の立場からはまさに誤っ
てはいなくとも，それでも

しか

併し仮定し得べきことではないと想われます。
この様な事情に於て私達の取り得たところの最も手近かな立場は次のようなも
のであると思われます。エーテルは

そもそ

抑も存在しないものです。電磁気の場は或
る媒質の状態ではなくて，独自的の実在であり

も

最はやどんな他の者にも還元せら
れるものではなくそして丁度物質の原子のようにどんな保持者にも結び付けられ
ないものです。この見解はローレンツの理論によって電磁的輻射が可秤物質と等
しく運動量及びエネルギーを自分に携帯し，又特殊相対性理論に従えば物質と輻
射とが共に単に分布せられたエネルギーの特殊の形式であって，従って可秤物質
のその特殊の地位を失い，唯エネルギーの特殊態としてあらわれると云う理由で，
な

尚お
さ

更ら至当になります。
とは云いますが，

しか

併しもっと精細に思考しますと，このエーテルの否定は特殊
相対性理論によって必然的に要求せられたものではないことが判ります。私達は
或る一つのエーテルの存在を仮定しても差支ないのです。唯だ之に一定の運動状
態を帰することが断念されなければならないので，即ちローレンツが

な

尚お之に残
して置いた最後の力学的特徴を抽象によって之から取り除かなければならないの
です。このような考え方の思想的可能性を私は今すぐに一つの幾らか不適切の比
較によってもっと明らかにしようとはしますが，それが更に一般相対性理論の結
果によって正しいとせられることを，私達は後で見るでありましょう。
水面の上の波を考えてごらんなさい。この遇程で二つの全く異ったことを記載
することが出来ます。第一には，水と空気との間の波形の境界が時間の経過に
従ってどう変るかを追跡することが出来ます。

しか

併しまた――例えば小さな浮游物
によって――箇々の水の粒子の位置が時間の経つにつれてどう変るかを追跡する
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ことも出来ます。この様な液体分子の運動を追跡するための小浮游体が原理的に
存在しなかったでもあろうならば，即ち

そもそ

抑も実際に水の占めている空間がその位
置を時間的に変えるより外に全過程に於て何ものもなかったとしたならば，私達
は水が運動粒子から成立って居ると仮定する何の動機をも持たなかったでありま
しょう。唯

しか

併し私達はそれを恐らく媒質として云い表わす事は出来たのでしょう。
電磁気の場の場合にも之と幾分似たことがあるのです。即ちその場を指力線から
成立つと想像することが出来ます。この指力線を通常の意味での物質的のものと
解しようとするなら，力学的現象をこの指力線の運動過程と解し，従って

おのおの

各 の
箇々の指力線が時間全体を通じて追跡されるように，試みてみるわけです。けれ
ども，此の様な考察方法が矛盾を生ずることは既によく知られていることです。
一般化して私達は

こ

斯う云わなければなりません。運動概念を適用し得ないよう
な上述の物理的対象が思考せられます。それは時間を通じて箇々に追跡されるよ
うな粒子から成り立っていると考えるわけにゆきません。ミンコウスキーの言葉
を借りて云えばこのことは次の様に云い表わされます。四次元世界に拡がってい
る対象のどれもが世界管から合成されているとは見られません。つまり特殊相対
性原理はエーテルを時間的に追跡し得る粒子から成り立っていると仮定するのを
禁ずるのですが，

しか

併しエーテルの仮説其のものは特殊相対性理論に反抗しはしま
せん。唯エーテルに或る運動状態を帰し与えないように用心しなければならない
だけです。
けれどもエーテル仮説は特殊相対性理論の立場からは

ま

先ず一つの空虚な仮説の
様に見えます。電磁気の場の方程式の中には電気量密度の外にただ場の強さがあ
らわれるばかりです。真空中の電磁的現象の経過は，他の物理的の量からは影響
されずに，その内部的法則によって全く定められるように思われます。電磁気の
場は之れ以上還元することの出来ない最後の実在のように見え，従って一様な等
向的なエーテル媒質を仮定し，それの状態として電磁気の場を解することは

ま

先ず
もって無駄であるらしく思われます。
処が他方に於てエーテルの仮説に対して有利な一つの大切な議諭が引用せられ
るのです。エーテルを否定することは，

ひっきょう

畢竟真空に対して何の物理的性質をも
与えないと仮定することを意味します。力学の基本的事実はこの様な見解と相容
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れません。即ち真空のなかで自由に浮游している物体的体系の力学的関係は相対
的位置（距離）及び相対的速度に関する外に，

な

尚おその回転状態にも関しますが，
之は其の体系自身に関する特徴とは解せられません。体系の回転を少くとも形式
的に何等か実在的として

み な

見做し得るために，ニュートンは空間を客観化していま
す。彼は彼の絶対的空間を実在的の物に数えることによって，彼に取りては絶対
的空間に対する回転は，或る実在であります。ニュートンは彼の絶対的空間をや
はり「エーテル」と名づけてもよかったのでしょう。
本当に本質的なことは唯加速度

も

若しくは回転を或る実在と
み な

見做し得るために，観
測し得る物象と共に

な

尚お一つの他の知覚し得ない物を実在的と
み な

見做さなければな
らないと云うことだけです。
マッハは或る何か観測し得ない実在を仮定する必然性をば避けるために，彼は
力学に於て絶対的空間に対する加速度の代りに宇宙の全質量に対する平均加速度
を置き換え様と努め試みました。しかし遠い質量の相対的加速度に対する惰性的
抵抗は直接的な遠隔作用を仮定するものです。近代の物理学者はこの様なものを
仮定してはならないと信ずるのですから，彼はやはりこの見解に際しては再び惰
性作用を伝達することのエーテルに到達します。マッハの考察方法によって導か
れたこのエーテル概念は

しか

併しニュートン，フレネル及びローレンツのエーテル概
念とは本質的に異っています。此のマッハのエーテルは単に惰性的質量の性質を
限定するばかりでなく，

かえ

却って亦その状態に於て惰性的質量によって・限・定・せ・ら・れ
・るのです。
マッハの思想は，之が全く発展すれば，一般相対性理論のエーテルとなるもの
です。この理論に従えば個々の空間時間点の周囲に於ける空間時間連続体の計量
的性質は種々異なっていてこの領域の外部にある物質によって作って限定せられ
ます。この様に

ものさし

物指と時計とのお互の関係が空間時間的に変ると云うこと，並び
に「空虚な空間」が物理的関係に於て一様でも又等向的でもないと云う認識，従っ
て私達は其の状態を十個の函数即ち万有引力ポテンシァル gµνで記載しなければ
ならないことは，空間が物理的に空虚なものであると云う見解を恐らく

くっきょう

究竟的
に取り除いてしまいました。之によって

しか

併し亦エーテル概念は再び明らかな内容，
もちろん

勿論光の力学的波動論のエーテルのそれとはずっと異った内容に到達しました。
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一般相対性理論のエーテルは，それ自身・あ・ら・ゆ・る力学的並びに運動学的性質から
裸にされた，

しか

併し力学的（及び電磁気的）の出来事を共に決定するところの一つ
の媒質であります。
一般相対性理論のエーテルがロ－レンツのエーテルに比べて原埋的に新らしい
点は，前者の状態が

おのおの

各 の場所で物質並びに近所のエーテル状態に微分方程式の
形で法則的関係をもっているに反して，ローレンツのエーテルの状態は電磁気の
場の無い場合にはその外の何ものによっても限定せられます，従って到る所一様
であると云う事にあります。一般相対性理論のエーテルは，

も

若しその状態を限定
する原因を

み の

見遁がして，之を記載する空間函数を常数で置き換えるならば，ロー
レンツのエーテルになってしまいます。即ち，一般相対性理論のエーテルはロー
レンツのエーテルから相対化によって出たものであると云っても恐らくいいで
しょう。
この新らしいエーテルが将来の物理学的世界形像に於てもたせられる役目につ
いては，私達はまだ明かには知りません。之が空間時間連続体に於ける計量的関
係，例えば固体の構造可能性や万有引力の場を定めることを私達は知っては居り
ます。けれども私達は，果してそれが物質を構成する電気素粒子の構造にも本質
的に関与するかどうかを知りません。

な

尚おまた私達は，その構造が単に可秤質量
の近所に於てのみローレンツのエーテルのそれと本質的に異って居るかどうか。
又宇宙論的の拡がりの空間の幾何学が

ほと

殆んどユークリッド的であるかどうかをも
知らないのです。

しか

併し私たちは相対論的の万有引力方程式に基づいて，宇宙論の
大さの程度の空間に於けるユークリッド性質からの

は

外ずれは，
も

若し世界に於ける
物質の平均密度が

た と

仮令え小さくとも正の値で存在するならば，その時にはあらわ
れなければならないと云うことを主張することが出来ます。この場合には世界は
必然空間的に閉じられ，そして有限の大いさであって，

か

且つその大さはその平均
密度の値によって定められなければなりません。
私達が万有引力の場及び電磁気の場をエーテル仮説の立場から考察するならば，
両者の間に一つの著しい原理的の差別があります。万有引力ポテンシアルなしに
は空間もなく又空間の部分もありません。なぜならば之は空間にその計量的性質
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を与えるものであって，之なしには空間は
そもそ

抑も思考されることが出来ないので
す。万有引力の場の存在は空間の存在と直接に結びついています。之に反して一
つの空間部分は恐らく電磁気の場なしにも考え得られるのでしょう。つまり電磁
気の場は万有引力の場に反して幾分第二次的にエーテルに結びつけられているの
で，電磁気の場の形式的性質はまた全く万有引力エーテルの性質によって定めら
れては居ません。今日の理論の有様から見て電磁気の場は万有引力の場に比べて
全く新らしい形式的動機に依存して居るように見えるので，丁度自然が電磁気の
型の場又は或る全く異った型の場例えば一つのスカラー・ポテンシアルの場と共
に万有引力エーテルを許すことが出来たであろうように見えます。
私達の今日の考えでは物質の素粒子も亦其の本性は電磁気の場の凝集したもの
に外ならないのでありますから，私達の今日の世界形像はたとえお互に因果的に
結ばれては居ても，全く別種な二つの実在，即ち万有引力エーテルと電磁気の場
と

も

若しくは――別の言葉で云えば――空間と物質とを認めて居るのです。
も

若し万有引力の場と電磁気の場とを一緒にして単一の対象と解する事が出来た
としたならば，

もちろん

勿論それは大きな進歩でありましょう。此の時にこそファラデー
及びマックスウェルの基礎づけた理論物理学の一時期が始めて完成に到るわけで
しょう。エーテルと物質との対照がそこに失われて，全物理学が丁度幾何学や運
動学や一般相対性理論による万有引力論の様に一つの完備した思惟体系となるで
ありましょう。此の方向に於ける非常に意味深い試みは数学者ワイルによってな
されました。しかし私は彼の理論が実在に

かな

適って居るとは思いません。私達は更
らに理論物理学の近き将来を考えますと，量子論の中に取り纒められた事実が場
の理論に対して超え難い限界を置くものであると云う可能性を是非とも否認して
はなりますまい。
要するに私達は

こ

斯う云うことが出来ます。一般相対性理論によれば空間は物理
的性質を賦与せられているので，つまりこの意味で一つのエーテルが存在する
のです。一般相対性理論によってエーテルなしに空間を考えることは出来ませ
ん。何故となれば，このような空間では光の伝播が存在しないばかりでなく，ま
た
ものさし

物指と時計との存在の可能性も失われ，物理学の意味に於ける時間的空間的距
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離なるものも存在しないからです。しかしこのエーテルは可秤媒質に特有な性質
を賦与せられ，それが時間によりて追跡し得る部分から成り立っていると考えて
はなりません。運動概念は之に適用せられてはならないのです。
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・『世界大思想全集』第 48巻（春秋社，1930年 12月）所収。
・底本は縦組みであるが，数式を考慮して横組みにした。
・旧漢字は新漢字に、旧かな使いは新かな使いに変更したが，一部旧漢字のま
まにしたところもある。

・PDF化には LATEX2εでタイプセッティングを行い、dvipdfmxを使用した。

・科学の古典文献の電子図書館「科学図書館」
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html

・「科学図書館」に新しく収録した文献の案内，その他「科学図書館」に関する
意見などは，
「科学図書館掲示板」

http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

を御覧いただくか，書き込みください。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
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