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幾何学と経験
（1921年 1月 27日ベルリンの科学アカデミーに於ける講演）

アインシュタイン著
石原純訳

数学はすべての他の科学のまえに・一・つの理由から特種な外観を誇っています。
すべての他の科学は或る程度まで議論の余地があり，いつでも新らしく発見せら
れた事実によりて覆えされるという，危険に曝されているのに反して，数学の諸
定理は絶対に確実であり，係争され得ないものであります。けれども

そ

然うである
と云って，他の範囲に於ける研究者は必ずしも数学者を羨む必要はありません。
数学の定理は実在の対象に関するものでなくて単に私達の純粋の思惟に関するも
のです。それですから私たちが基礎定理（公理）や並にそれから他の定理を導き
出すべき手段に関して一致している限り，亦その論理的の結果に於て同一になる
ということは別に驚くには及ばないことです。

しか

併し数学があの偉大な外観を呈す
るのは他方に於て亦次ぎの事実が

あず

与かっているからだと思います。それは数学の
お蔭で精密自然科学は始めて或る程度の確実さを獲得するものであって，数学な
しには決してそれに達することは出来なかったのであるからです。
ここにすべての時代の研究者がひどく悩まされた謎が潜んでいます。数学はそ
んなにすべての経験とはかけ離れた人間の思惟の所産であるのに，それが実在の
対象に関してそれ程うまく適合すると云うことは，どうして可能でありましょう
か。ほんとうに人間の理性は経験なしに単なる思惟だけで，実在の物象の性質を
推測することが出来るのでしょうか。
之に対して私は自分の意見に従って簡単に答えてみましょう。数学の定理が実
在に関するならそれは確実のものではありません。またそれが確実であるなら実
在に関係しはしません。この事がらに

つい

就ては「公理主義」という名で知られてい
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る教学上の傾向によりて始めて完全に明らかになったように私には見えます。つ
まり公理主義によりて論理的形式的なるものを綺麗に事実的な

も

若しくは直観的な
内容と分離してしまったと云う事は，それの

もた

齎らした進歩なのです。公理主義の
立場では

ただ

唯論理的形式的なもののみが数学の対象をつくるのであって，之と結び
ついた直観的

も

若しくはその他の内容は決して
そ

然うゆかないのであります。
此の見方で幾何学の公理のどれかを見てごらんなさい。例えば空間の二点を通
しては常に一つの，そうして唯一つの直線が引かれると云う公理を取ってみま
しょう。此の公理を昔と今日とでは

それぞれ

夫々どんな風に解釈しているでしょうか。
昔の解釈は

こ

斯うです。誰でも直線が何であり点がどんなものであるかを知って
います。この知識が人間の精神能力から来ているか，又は経験から得られるか，
も

若しくはその両者の結合に依るか，それらを判断するのは数学者でなく哲学者の
仕事です。すべての数学以前に考えられた

か よ う

斯様な知識に基づいたうえで上述の公
理（並にすべての他の公理）は自明なのです。即ちそれは

か よ う

斯様なアプリオリの知
識の一部分を云いあらわしたものです。
新らしい解釈では

こ

斯うです。幾何学は直線，点などと云う言葉で云いあらわす
対象を取り扱ったものです。之等の対象に関してはどんな知識も直観も仮定さ
れてはいないので，単に純粋に形式的な，即ち

おのおの

各 の直観
も

若しくは体験内容から
解放されて考えられた公理の成立のみが前提とされるのです。上に述べた公理も
その一例に外ならないので，之等の公理は人間精神の自由な創造なのであります。
その外のすべての幾何学的定理は之等の（

ただ

唯命題的に思惟された）公理からの論
理上の結論に過ぎません。公理が始めて幾何学で論ずる対象を定義するのです。
それですからシュリックが彼の認識論に関する著書のなかで公理を「内在定義」
として云い表わしたのは甚だ適切であると思います。
此の近代公理主義によりて採られた公理に対する見解は，数学をすべての之に
所属しない要素から掃い清め，もと数学の基礎に附着していた神秘的な暗黒を取
り除けています。

しか

併し
か よ う

斯様な純粋にせられた説明から見ると，数学はかようにし
て直観的の概念の対象や又実在の対象に関して何事をも言い出すことの出来ない
ものであることが明瞭になります。公理的な幾何学では「点」とか「線」とか云
う言葉は単に内容のない概念様式を意味するのに過ぎないのです。之等に内容を



3

与えるものは，それは数学には属しません。
とは云うものの他方に於ては，数学そのもの，特に亦幾何学は実在的な事物の
関係に

つい

就て何かを経験しようとする要求のもとに成立したものであることは確か
です。Geometrie（幾何学）なる言葉は実際に「地の測定」を意味しているので，
既にこのことを証拠だてて居ます。

な

何ぜならば地の測定は或る自然の物体即ち地
球の部分とか測量系，測量板などをお互に相対的に置き比べることの可能性に依
るものであるからです。

もちろん

勿論公理幾何学の概念体系だけでは私たちが実際上の剛
体と名づけようと思っている実在の対象体間の関係について何も云うことの出来
ないのは明らかであります。

か よ う

斯様な意味を与え得るためには，幾何学はその単純
な論理的形式的な性質を虚脱してしまって，公理主義的に立てられた空虚な概念
様式に対し更に実在の経験的対象（体験）を相当させなくてはなりません。之を
実行するためには私達は次の律則を附け足せばいいのです。
固体はその位置配列の可能性に関して丁度三次元のユークリッド幾何学の立体
の通りの関係をもっています。

こ

斯うなれば即ちユークリッド幾何学の諸定理は実際上の剛体の関係を云いあら
わすようになります。
か よ う

斯様に補足された幾何学は，明らかに一つの自然科学であります。私たちはそ
れを

あたか

恰も物理学の最も原始的な分科として見なすことが出来ます。それの叙述
は本質的に経験からの帰納に依存するのであって決して単に論理的の帰結に依る
ものではありません。私達は

か

斯ように補足した幾何学を「実用幾何学」と名づけ
ましょう。そうして以下に於てそれを「純粋の公理幾何学」と差別しようと思い
ます。世界の実用幾何学はユークリッド的であるかどうかと云う問題は明確な意
味をもっています。そうしてその解答は単に経験のみによりて与えられるのです。
物理学上のすべての長さの測定はこの意味に於ける実用幾何学です。測地学や天
文学上の長さの測定もこれと同様であって，そこでは

な

尚お手段として，光が直線，
但し実用幾何学で意味する直線に進むと云う経験的法則を用いるまでのことです。
上述のような幾何学の見解に対して私は特別に重きを置こうと思います。それ
なしには私には相対性原理を立てることが恐らく不可能でもあったからです。つ
まり

そ

夫れなしには次の様な考察は出来なかったでありましょう。或る惰性系に相
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対的に廻転せる坐標系では，剛体の配置法則はローレンツ収縮のためにもはや
ユークリッド幾何学の法則に相当しません。従って非惰性系を等しく採用すべき
体系としてゆるす際にユークリッド幾何学を捨て去らなければなりません。

も

若し
上述の解釈に基づくのでなかったなら，之に相当して私は一般に共変的方程式へ
進み移ることは出来なかったでしょう。

も

若しも私達が合理的なユークリッド幾何
学の立体と実際上の剛体との間の関係を否定するならば，特にある鋭敏な

か

且つ新
奥なポアンカレが追随したような次の見解に

た や す

容易く達するのです。すべての他の
思惟し得べき公理的な幾何学のうちでユークリッド幾何学はその簡単さによりて
標徴されるものであります。

しか

然るに公理的な幾何学・だ・けでは体験し得る実在に関
し何も云い出すことは出来ないので，之と物理学的の法則と結びついて始めてそ
れが可能になるのですから，その場合には―――たとえ実在はどんな性質のもので
あろうとも―――ユークリッド幾何学に固着してもいい筈だったのです。何故なら
ば私達は理論と経験との間に矛盾が起った際に，公理的なユークリッド幾何学を
変えるよりも，

むし

寧ろ物理学的の法則の方を変えればよかったのです。つまり私達
は実際上の剛体と幾何学との関係を否定するならば，ユークリッド幾何学を最も
簡単なものとして固執すると云う規約から自由にせられることが，事実上容易で
はなかったのです。なぜ，それならばポアンカレやその外の研究者たちは経験の
剛体と幾何学の立体とが近似的に同等であることを無視したのでありましょうか。
それは単に自然の実在的剛体は精密に観察すると実は剛体的でないからです。そ
の幾何学的関係即ちその相対的配置可能性は温度や外力などによりて左右される
からです。之がために幾何学と物理的実在との間の旧来の直接の関係が損われて，
そうして特にポアンカレによりて代表されるような次の更に一般的な見解に強要
されるように感ずるのです。幾何学Gは実在の物の関係に

つい

就て何も云うもので
なく，

ただ

唯之と物理学的法則の總概念P と一緒になって始めてそれを云いあらわす
のです。記号的に之を述べればG+P なる和のみが経験の支配に対応するのです。
つまりGは勝手に選ぶことが出来るので，又 P の部分もやはり

そ

然うなのであっ
て，之等はみんな規約なのです。

ただ

唯矛盾が起らないためにはGと全体の P とが
一諸になって経験にかなう様に P の残りを選ぶ必要があるだけです。此の見解
によりますと，公理幾何学とそれから自然法則のうちで規約と見られる部分とは
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認識論的に等価値のものになります。
私の考えではポアンカレの

か

斯ような見解は本来正しいと思われます。
ものさし

物指の概
念並に相対性理論でそれと対立させられる時計の概念は，実在の世界には決して
精密に之に相当する事物がないのです。

な

尚おまた剛体や時計は物理学の概念系統
のなかで最も簡約な要素の役目を荷なうものでなく，

むし

寧ろ合成された形象であっ
て，理論物理学の構成上決して独自の役目をもつことは出来ないのは明らかであ
ります。けれども私は，之等の概念が

な

尚お理論物理学の今日の発達程度では独自
の概念として引き込まれなくてはならないことを思っています。何故ならば私達
は理論的基礎に対する充分確かな知識をもつには未だなかなか遠いのであり，そ
の形象の精確な理論的建設を望むことが出来ずにいるからであります。実在的
な剛体は自然には存在しないと云うこと，従って上に主張されたような性質はま
るで物理学的実在とは関しないものであるという批難もありますが，之は決して
深く立ち入らない皮相な観察に過ぎないのです。何故ならば一つの

ものさし

物指の物理的
状態を精確に定めて他の

ものさし

物指に対する之の相対的な配置関係が充分一義的になり，
それを「剛体」の代りにおき換え得るようにすることは必ずしも困難ではないか
らです。

こ

斯う云う
ものさし

物指に対しては剛体に関する述言がその儘当嵌まらなくてはな
りません。
すべての実用幾何学は経験に可能な基礎原則のうえに立っています。私たちは
今その原則を実際に想描して見ましょう。私達は先ず実際上の剛体の上に二つの
め じ る

目徴しをつけて之を距離と名づけることにしましょう。ここに二つの実際的剛体
を考えてその各に距離を記したといたします。

も

若し一方の剛体上の
め じ る

目徴しを引続
いて他のものの

め じ る

目徴しと重ねるようにすることが出来るならば，そのときに此の
両方の距離は「お互に等しい」と云われるのです。そこで次のようなことを仮定
します。

も

若し二つの距離が一度何れかの場所で等しいと認められたならば，それらは何
時でも又どんな場所に於ても等しいのです。
実用的なユークリッド幾何学ばかりでなく，

な

尚おまたそれに次いで一般にせら
れた実用的なリーマン幾何学，従って又一般相対性理論はこの仮定に基づいてい
るのです。この仮定の至当であることを示す経験根拠のうちで私は

ただ

唯一つを述べ
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て見ましょう。真空中で伝播する現象は
おのおの

各 の局所時の間隔に対して一つの距離
即ち相当する光の径路を決定し，そうして又逆に光の径路は局所時の間隔を決定
します。相対性理論では上に距離に対して設けた仮定が亦時計の時間的間隔に
向っても成立たなければならないと云う事がらは之と関聯しているのです。その
場合には次のように云いあらわすことが出来ます。二つの理想的の時計が何れか
の場所で（そこで二つは直ぐに隣接しておかれてあるのですが）相等しい速さで
進むならば，それらはお互に一致した場所にある限り，何時又何処で比べられて
も，それとは無関係に常に等しく進んでゆきます。此の法則が

も

若し自然の時計に
対して当て嵌まらなかったとしたなら，同じ化学的元素の箇々の原子の固有振動
数は，経験の示す通りにそんなに精密に相互に一致することはあり得なかったの
でありましょう。

はっ

瞭きりしたスペクトル線の存在するという事実は，実用幾何学
の上述の基礎法則に対する確かな経験証拠です。之に基づいて私たちは四次元の
空間時間連続体のリーマンの意味に於ける測法に

つい

就て意味深く語ることが出来る
のです。
此の連続体がユークリッド的であるか，又は一般のリーマン様式によりて

もし

若く
はもっと異った他の様式によりて構成せられているかと云う問題はここに採用せ
られた見解によれば固有な物理学的の問題なのでありまして，それは経験により
て解答せられなければなりません。決して単なる合目的理由から選ばれた規約の
問題ではないのです。実際上の剛体の配置法則が，考えに取られた空間時間的の
範囲の狭い程，益々ユークリッド幾何学の立体のそれと一致する様になるならば，
そのときにリーマン幾何学は成立するのでしょう。
幾何学をこの様に物理学的に解釈することは，それを直接に分子以下の小さな
程度の空間に応用する場合には当嵌められないかも知れません。けれども其の意
味の一部分は単一粒子の構造の問題に対しても保たれるわけです。何故ならば私
達がもと分子に比較してはずっと大きな物体の幾何学的関係を云いあらわすため
に物理学的に定義したような力の場の概念を，その儘亦その物質を構成する電気
的の単一粒子をあらわすために物理学的に意味づける事が出来るからであります。
か よ う

斯様にしてリーマン幾何学の基礎概念にその物理学的の定義の範囲を超えてまで



7

な

尚お物理学的実在をゆるすと云うことが正しいかどうかは，その結果によりて判
断するより外はありません。多分この超躍は温度の概念を物体の分子程度の小さ
な部分に押し拡げようとするのと同様なことであるのかも知れません。
之に反して実用幾何学の概念を全宇宙の程度の空間に拡げることはそれ程疑問
的ではありません。

もちろん

勿論固体の棒で作られた構造はその空間的の伸長が大きくな
ればなる程，剛体性の理想から遠ざかると云う批難があるに違いありますまい。
けれども此批難は恐らく主義的な意味をもち得ないのです。それですから私には，
世界が空間的に有限であるかどうかと云うような問題は，やはり実用幾何学の意
味で充分に論ぜられる筈のものであるように思われます。私はこの問題がそれ程
遠くないうちに天文学で解答されると云う事がまるでないとは考えません。一般
相対性理諭がこの関係に

つい

就て何を教えるかを今私達は想ってみましょう。この理
論によれば二通りの可能性があります。
1．世界が空間的に無限であること，これは世界空間に於て星となって凝集し
ている物質の平均の空間的密度が消失する場合にのみ可能です。言い換えれば星
の全質量と，之が撒き散らされている空間の大さとの比が，この考えに取り入れ
る空間をどこまでも大きくしたときに，限りなく零に近づくと云う場合です。
2．世界が空間的に有限であること，これは世界空間に於ける重さある物質の平
均密度が零にならない場合に起ります。その平均密度が小さければ小さい程，世
界空間の容積は大きくなります。
私はここに世界の有限性の仮説に関する理論的の根拠が充分成立し得るもので
あると云うことに

つい

就て記さずに過ごしたくはありません。一般相対性理論の教え
る処によれば一定の物体の惰性はその近所にたくさんの重さある質量が存在すれ
ばする程大きくなるのです。それですから一つの物体の全惰性作用は之と世界の
その他の物体との間の交互作用に帰すべきものであると云うことは，よほど確か
らしく見えます。丁度これは重力がニュートン以来全く物体の間の交互作用に帰
せられていたのに相当しています。

か

斯ようにして惰性を残りなく物質間の交互作
用に帰着させてしまうことは―――それを例えばマッハも要請していた通りに―――
ただ

唯世界が空間的に有限である場合にのみ可能であると云うことが，一般相対理論
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の方程式から導かれます。
多くの物理学者や天文学者に対してこの議論は何の感銘をも与えますまい。と
もかくこの両方の可能性のどちらが自然に実現せられるかと云うことに

つい

就ては実
際に

ただ

唯経験のみが判断し得るのであります。それならば経験はどう云う風にして
解答を与えることが出来るでしょうか。先ず私たちは物質の平均密度を定めるの
に全世界のうちで私たちの知覚し得る部分を観察すればいいと考えられもします。
しか

併しこの希望は迷妄です。現在観得る星の分布は非常に不規則であって，私たち
は決して世界に於ける星の物質の平均密度を銀河の平均密度に等しいとおくよう
に推量することは出来ません。私たちは徹頭徹尾―――たとえ見透す空間がどんな
に大きくなり得たにしても―――此の空間の外にはもはや少しも星がないと云うこ
とは疑い得るのです。この点から平均密度を推量することは到底望みないように
思われます。
けれどもそこには

な

尚お第二の方法があります。これもやはり大きな困難を伴い
ますけれども，私には追究し得るらしく思われます。即ち私たちは一般相対性理
論の結論のうちで天文学上の経験に可能なものを取り出して之をニュートンの理
論の結果と比較し，どんな相異を呈するかを尋ねて見ますと，先ず引力を及ぼす
質量の極く近処に於て起る相異があるので，之は既に水星の場合に確められてい
ます。世界が空間的に有限であるとすると，更にニュートン理諭との第二の差違
があらわれます。それをニュートン理論の言葉で云いあらわして見ますと，万有
引力の場の性質は

あたか

恰もそれが重さある質量から起る外に
な

尚お負号をもった質量
が一様に空間に分布していてそれからも場が起されているようになっていると云
うことになります。この想像された質量密度は非常に小さくなければなりません
から，それは

ただ

唯非常な大きな拡がりをもった万有引力系に於てのみ認められ得る
ようになるのでしょう。
私たちは例えば銀河に於ける星の統計的分布並にその質量を知っているものと
仮定して見ましょう。そのときに私たちは万有引力の場をニュートンの法則によ
りて計算することが出来ましょう。それから又銀河がそのなかの星の交互作用に
よりて自ら崩壊せずに，その拡がりを保っているために必要な星の平均速度をも
計算せられるのでしょう。そこで

も

若し実際に測られた星の速度がこの計算された
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ものより小さかったなら，それは実際の引力が大きな距離に於てはニュートンの
法則に依るよりも小さいと云う証拠になるでもありましょう。

か よ う

斯様な相違からし
て私たちは世界の有限性を間接に証明し

か

且つまたその空間的の大さをも推測する
ことが出来ると思われます。
私たちは

しか

併し三次元の有限な，それでも限界のない世界を直観的に想描し得ら
れるでしょうか。
この問に対して多くの人たちは「否」と答えるでしょうが，それは間違ってい
ます。これを

せんめい

闡明するのが私の次ぎに述べようとする目的であります。私はそれ
程骨折らずに世界の有限性の理論に対して直観的な意象をつくり得ること，そし
てそれは少し慣れると

た や す

容易く自分のものの如く感じられることを示したいと思い
ます。
最初に認識論的な注意を申します。或る幾何学的物理学的の理論は始めから

そ

然
う云うものとしては必然に直観的ではありません。これは単なる概念体系であり
ます。けれども之等の概念はやがて実在的の

も

若しくは思惟せられた官能的の体験
のたくさんを思惟的連結に持ち来すに役立ちます。一つの理論を「直観化する」
と云う事は，つまりその沢山の体験を思惟に引き入れることであって，之を理論
が或る様式的順序に整えるわけなのです。私たちの場合は

こ

斯う問わなくてはなり
ません。どうしたなら固体のお互の配置（接触）に対する関係が，世界の有限性の
理論に相当するようなものになるでしょうか。私がこの関係に

つい

就て述べるすべて
の事がらは固より新らしいことではないのですが，

しか

併し私のところにたくさんの
質問が向けて発せられる処から見ますと，此の関係に

つい

就て知識慾ある人たちの要
求がまだなかなかに満足せられていないことが判ります。それで私がここに

しばら

暫
く衆知のことを述べるのをも諒して頂きたいのです。
私たちの空間が無限であると云うのは何を意味しているのでしょうか。それは
私たちが大さの等しい物体をどんなに沢山並べても空間を充たすことが出来ない
と云うことに外ならないのです。今大さの等しい立方体の

さい

賽をつくったとして見
ましょう。それをユークリッド幾何学に従って上にも下にも横にもお互同士並列
させて勝手にどこまで大きな空間を充たすことが出来ます。この並べ方は，

しか

併し
どこまで行っても決してお

しま

終いにはなりますまい。いつまで新らしい
さい

賽を外へお
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いても，おき場処のなくなることはないでしょう。これが空間の無限であるとい
うことを云いあらわしているのです。これは

むし

寧ろ次のように言った方がいいかも
知れません。実際上の剛体に対する配置法則がユークリッド幾何学で与えられる
ものと仮定すれば，空間はこの剛体に関して無限なのであると。無限の連続体の
もう一つの別の例は平面であります。或る平面のうえで私達は厚紙の四角に切っ
たものを並べ一つの四角形の四つの辺に隣って他の四角形が一つ宛接して置かれ
るようにすることが出来ます。この並べ方も決してお

しま

終いになりません。いつま
でも新らしい厚紙の四角が並べられます。―――但しこの四角形の配置法則がユー
クリッド幾何学の平面形の法則に従うものと仮定した上で

そ

然うなのです。つまり
平面はこの場合に厚紙の四角形に関して無限であります。

それ

夫故に私たちは平面を
二次元の無限連続体，空間を三次元の無限連続体というのです。ここで次元数が
何を意味するかは知られていると見なしておきましょう。
そこで私たちは二次元の連続体であって有限であるが，

しか

併し限界のないものの
例を挙げて見ます。大きな地球儀の表面と，たくさんの等しい円形の小さな紙片
とを取出してごらんなさい。この円い紙片の一つをどこまでも表面においてみま
す。私たちが指でその紙片を地球儀の上で勝手に移動させますと，どちらへ歩い
ても決して限界に

つ

衝き当ることはありません。私達は
そ

夫れ故に地球儀の球面を限
界のない連続体と云うことが出来ます。その上，球面は一つの有限な連続体です。
即ち

か よ う

斯様な紙片を地球儀の上へ貼りつけますと，二つの紙片がお互に重なり合わ
ないようにするには，いつか地球儀の裏面が一杯になってしまって，もう新らし
い紙片を載せる餘地がなくなってしまいます。これがつまり地球儀の球面が

か

斯よ
うな紙片に関して有限であることを意味しているのです。球面は

な

尚お二次元の非
ユークリッド連続体です。即ちその上に横えられる固定形の配置法則がユーク
リッド幾何学のそれとは一致しないのです。
この事は次の様にして示されます。一つの円い紙片の周囲に円
形に六つの円い紙片をおき，またこの

おのおの

各 の周囲に六つをおき順
次之を続けます。この並べ方を平面の上で行いますと，その上に
隙間のない並べ方が出来て，内側に囲まれた

おのおの

各 の紙片には丁度周囲の六つが接
触しています。球面の上でこの並べ方をしますと最初はやはりそれが成功するよ



11

うに見えます。円い紙片の半径が球の半径に比較して小さければ小さい程うまく
行きそうです。ところがだんだん並べてゆくに従って今述べた様な紙片の並べ方
では，平面の上でユークリッド幾何学によりて出来るのと違って，隙間なしには
出来ない事が判って来ます。

か よ う

斯様な方法で，球面を離れることの出来ない
か

且つ又
球面の外の三次元空間の方へ覗くことの出来ない人間があったとしても，それが
単なる紙片の実験から，彼の二次元「空間」はユークリッド的でなくて

かえ

却って球
面的であることを確認することが出来たのでありましょう。
相対性理論の最近の結果によりますと，私たちの三次元の空間も

ほ

略ぼ球面的で
あることは

たしか

確らしく思われます。即ちそのなかに於ける剛体の配置法則はユー
クリッド幾何学によりてでなく，充分大きな範囲を考に取りさえすれば，

むし

寧ろ
ほ

略
ぼ球面幾何学によりて与えられるのです。ここに読者の直観が革新されるべき点
があるのです。「こんな事は誰だって考えられるものじゃない。」彼は激してそう
云うでしょう。「それは云うだけのことで考えられはしない。なる程球面は考え
られるけれども，それの三次元の類推は無理だ」と。

N

S

K

L

E
L

思想上のこの関門は決して押し除けられ
ないものではありません。忍耐づよい読者
は遂にはそれをさほど困難なことはないと
思うようになるでしょう。私たちはこの目
的のために先ずもう一度二元の球面幾何学
を観察してみましょう。茲に挿んだ図に於
てKは球面，Eはそれと S点で接している平面であるとします。見易いように
図のうえではこの平面を線で取り囲んであらわしてあります。それからLを球面
上の円い紙片といたしましょう。今 Sと球面の直径上で相対する点N に或る光
源を持って来ると，紙片Lの影像が平面E上で L′の処につくられます。球面の
上の

おのおの

各 の点に対してそれの影像が平面の上に相当して生じます。紙片が球面K

の上で動くと平面Eの上の影像L′も亦動きます。紙片Lが Sに在ればそれは丁
度きっちりと影と重なりますが，Sから上方へ動くに従って平面上の影像L′は S

から遠ざかり平面の上で外方へゆき，そしてだんだん大きくなります。紙片Lが
光源N に近づくと影は無限に遠ざかり，そうして無限に大きくなります。
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私達はそこで問うてみましょう。平面 Eの上で影像 L′の配置法則はどんなも
のであろうかと。それは明らかに球面の紙片 Lの配置法則と全く同じものです。
何故ならばKの上の

おのおの

各 の原形に対してEの上の一つ宛の影像が相当している
からです。K の上で二つの紙片が接触しているなら，Eの上の影像もやはり接
触しています。平面上の影像の幾何学は球面上の原形の幾何学と一致するのです。
も

若し私たちがこの影像を剛体と名づけるならば，平面Eの上で之に関して球面幾
何学が成立ちます。特に平面はこの影像に関しては有限です。何故なら影像は

ただ

唯
有限数だけしか平面上におく場処がないからです。
ところで

こ

斯う云う人があるでしょう。「そんなことは馬鹿な話だ。影像は決し
て固定した形では・な・い。影像はSから平面の上で遠ざかって無限の方へゆく時に
だんだん大きくなるではないか。それは平面 Eの上で或る

ものさし

物指を動かして行っ
て見ればそれで立派にわかる」と。けれども平面Eの上で

も

若し
ものさし

物指がみんなあの
影像 L′と同じように変化したとすればどうでしょうか。

そ

然うしたなら，影像が
Sから離れるに従って大きくなると云うことは

も

最う判らなくなるのでしょう。そ
のときは上の言葉はまるで意味をもたなくなってしまいます。影像がユークリッ
ド幾何学の意味に於ける球面上の剛体的小円形と全く同じように幾何学的にはあ
らわれるものであると云うこと，そのことだけが本当に，この影像に

つい

就て客観的
に述べられる唯一のことなのであります。
恐らく

こ

斯う考えなくてはなりまん。影像 Sから遠ざかって無限へゆくと大きく
なると私達が云ったことは，ユークリッド的の剛体を Eの上で移動させて見て
それと比較して云うことが出来るのであって，

も

若し
か よ う

斯様なものがなかったなら決
して客観的の意味をもっていないのです。

な

尚おまた影 L′の配置法則に関しては，
平面上の点 Sは球面上に於けると同様に特別のものではありませル。
平面上に於ける球面幾何学を直観的にする以上の説明は，丁度それを三次元の
場合にも持ってゆくことが出来る点で，私たちに大切であると思います。
即ち私たちの空間の一点 Sと，並にすべてお互に重ね合うことの出来るような
沢山の小さな球 L′とを考えてみます。これらの球は

しか

併しユークリッド幾何学の
意味で剛体的ではなくて，

かえ

却ってその半径は，球が Sからして無限の方へ動くに
従って（ユークリッド幾何学の意味に判断して）増大し，

か

且つその増大は平面上
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の小円影影像 L′の半径が増すのと全く同じ法則に従うものといたします。
私たちの球の幾何学的関係を

か

斯ようにかなり
はっ

判きりと想像した後で，私たちの
空間にはユークリッド幾何学の意味での剛体はまるで無くて，私たちの球 L′の
通りの関係をもった物体だけしか存在しないものと仮定して見ましょう。

そ

然うす
れば私たちは三次元の球面的空間,これは

むし

寧ろ三次元の球面幾何学と云った方が
よいかも知れませんが, それらの生きた形像を得るでしょう。その場合には私た
ちの球を「剛体的」の球と名づけなくてはなりません。Sから遠ざかるとそれが
大きくなると云うようなことは Eの上の紙片影像のときと同様に

ものさし

物指で測って
も判りはしません。

ものさし

物指も球と全く同じようになってゆくからです。ところでこ
の空間は一様であります。即ちすべての点の周りに全く同じな球の配置が可能 1)

なのです。
な

尚おまた私たちの空間は有限です。何故なら空間内には―――球の「増
大」のために―――

ただ

唯有限数の場処があるだけですから。
か よ う

斯様にして私たちは，ユークリッド幾何学の範囲に於ける思惟練習を
しゅもくづえ

鐘木杖と
して用いながら球面幾何学の見

やす

易い形像を得ることが出来ました。
か

斯くして得た
観念を特に思考せられた構成法を

あ て は

当嵌めて深めてゆき，
か

且つまた更にその先方へ
はたらかせることは因難ではありますまい。之と同様な方法で

い

謂わゆる楕円幾何
学の場合をも直観させることもやはり困難ではないでしょう。私はここでは

ただ

唯，
人間の直観能力は決して非ユークリッド幾何学のまえに降服するには及ばないと
云うことを示せばそれでよかったのです。

1) この事は計算なしでも理解されます。但しそれは二次元の場合だけであって，もう一度球面上の紙片の場合
に戻って考えればいいでしょう。
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