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広く「≪特殊相対論≫と呼ばれて居るものは、アインシュタインと云う、たった一人の

≪大天才≫に依って創り挙げられたもの」と云う風に認識されて居るが、それは彼の論文

が 1905 年 9 月 26 日付けで発行された時の経緯に大いに関係して居る
)1
。此処では、彼の

論文に大きな影響を与えたと考えられる『ポアンカレの論文（1905 年 6 月 5 日受理 9 日発

行）“Sur la dynamique de l’électron ”
)2
』を紹介する事で、此の問題に対しての注意

を喚起したいと思う。今日では‘electron’と言えば‘電子’の事であるが、当時は‘荷

電粒子’を意味した。アインシュタインの場合にも同じ事が言える。 

 

 

荷電粒子の運動学に付いて荷電粒子の運動学に付いて荷電粒子の運動学に付いて荷電粒子の運動学に付いて                                                アンリアンリアンリアンリ    ポアンカレポアンカレポアンカレポアンカレ    

 

光行差やそれに関連する光学現象は、地球の絶対運動検出の方法を提供して呉れるので

はないかとの幻想を抱かせる。此処で言う地球の絶対運動とは、他の天体に対する運動な

のではなくして、エーテルに対する運動の事である。 

 

 訳注）‘幻想’と云うのは原文には無い。然し、以下に出て来る様に「検出の試み 

    の悉くが水泡に帰した」事実に鑑み、敢えて此の言葉を充てる事にした。 

     地球の絶対運動の速度を vとし、これを光の速度 cで割ったものをβと置 

こう。地球の速度 vの大きさが全く不明であったにも拘らず、此のβは‘微小’

であるに違いないと考えられて居た。 

 

先ずは、此のβの一次の大きさに着目して、当該運動の検出が試みられた。処がそれは

失敗に終ったのであった。尤も此の場合は、検出不可能である検出不可能である検出不可能である検出不可能であると云うのが説明可能説明可能説明可能説明可能なので

問題は無い。然し、マイケルソンは、 2β の微小量をも検出し得る実験を試みたの微小量をも検出し得る実験を試みたの微小量をも検出し得る実験を試みたの微小量をも検出し得る実験を試みたのである

が結果は思わしいものでは無かった。斯うした事からすると地球の絶対運動検出の不可能地球の絶対運動検出の不可能地球の絶対運動検出の不可能地球の絶対運動検出の不可能

性性性性は、それが自然の根源的な性質に根差して居るから自然の根源的な性質に根差して居るから自然の根源的な性質に根差して居るから自然の根源的な性質に根差して居るからと考えたくもなって来ると云うもの

である。 

一つの解決策がローレンツに依って提案された。総ての物体が総ての物体が総ての物体が総ての物体が地球運動の方向に収縮す地球運動の方向に収縮す地球運動の方向に収縮す地球運動の方向に収縮す

るるるると云う仮説を立てたのである。此の収縮はマイケルソンの実験は勿論のこと、これ迄に

為された此の種の実験の総てを余す処なく説明し得るのである。
10.p
此の収縮仮説とて、

地球の絶対運動を明らかにせむとして企図された、一層細密な実験に対しては無力なもの 

でしか無いと云う様な事も起こり得るであろう。然し斯う云った検出の不可能性は何処ま
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で行っても崩れる事は無いのではなかろうか。そうして将来に亘って如何なる実験が為さ

れようとも、その悉くが否定的な結果しか与えはしないのではなかろうか。ローレンツは

更に思索を続け、収縮仮説を、絶対運動検出の完全不可能性の要請と両立し得る様に改良

して行ったのであった。得られた結果は、“光速度よりも小なる任意の速度で運動する系に

於ける電磁現象
)3
”なる表題の下で詳細に論じられて居る。 

 

事の重大性は、再度、私に此の問題に取り組むべき事を要求した。得られたものは、大

局に於てはローレンツが与えたものに一致して居る。然し、詳細に於ては、幾つかの点で、

彼の結果に変更を加えたり補足をしたりして、より完全なものにして行く必要があった。 

ローレンツに依って樹立された重要なる点は、マックスウエルの電磁場方程式を或る種

の変換（私は、これをローレンツの名を冠して呼ぶ事にしたい）に依って、その形を変え

ないと云う事である。その変換は、次式で与えられる : 

(1)     )(',','),(' xtktzzyytxkx εε +===+= λλλλ  

此処で、 zyx ,, 及び tは、変換前の座標および時間であり、 ',',' zyx 及び 't は変換後の対応

する量である。更に、ε  は変換を定義付ける定数で、次式で与えられるものである ： 

             
21

1

ε−
=k  

訳注）上の (1)式で、 t及び 't は ct及び 'ct の意に解すべきである。量ε  は、先に 

 βと表記したものに外ならない。 

 

λはε の或る函数である。此の変換では x軸は特別の役割を演ずる事になって居る。然し、

此の特別の役割を、一つの変換に依って、原点を通る一本の直線に演じさせる様にするの

は容易な事である。空間の回転の総体に関連付けられる、これら変換の総体は一つの群を

形成しなければならない。然し、その為には 1=λ で有る事が必要となる。以上から、λが

１に等しいと仮定する必要に迫られる事になる。これ即ちローレンツが得たものに外なら

ないのであるが、彼の導出は私のそれとは異なるものであった。 

 

 荷電粒子の電荷を ρ、変換前の速度を ςηξ ,, とし、変換後の対応する量を ',',',' ςηξρ  

とすれば次が得られる ：
11.p
 

  (２)    
3333

'',''),(''),1('
λλλλ

ρς
ςρ

ρη
ηρεξρξρεξρρ ==+=+=

kk
 

これらの表式は、ローレンツが与えたものとは少しばかり異なって居る。 

 ZYX ,, および ',',' ZYX を夫々、変換前および変換後の力の三成分とする時 単位体積単位体積単位体積単位体積

当りの力の関係当りの力の関係当りの力の関係当りの力の関係    として次を得た ： 

  (3)    
555

','),('
λλλ

Z
Z

Y
YXX

k
X ==+= ∑ ξε  

此処でも、これらの表式はローレンツのそれとは少々異なるものである。∑ ξX なる補足 
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的な項は、以前、リエナール氏に依って提案されたものを想起させる。 

此処で、 111 ,, ZYX および ',',' 111 ZYX で以て、荷電粒子の、単位体積当りでは無く単位

質量当りの力の成分を表わす事にすれば、次式が得られる ： 

  (4)    
1511511151
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 ローレンツも、運動中の荷電粒子は扁平な楕円体の形を取ると仮定せざるを得なかった。

これはランジュヴァンが導入した仮定と同じである。但し、ローレンツが楕円体の三軸中

の二軸が不変であるとしたのに対して、ランジュヴァンは不変なのは体積であるとしたの

であった。ローレンツの場合は、 1=λ なる仮定とも矛盾しない。これら二人の仮定は、球

状粒子と云うアブラハムの素朴な仮定同様に、何れもが、カウフマンの実験を首尾よく説

明するものである。ランジュヴァンの仮定は、荷電粒子が運動中に楕円体状を取ると云う

のを説明する上で、変形はするが非圧縮であると考えれば充分である、と云う意味で優れ

たものである。然し、私は此の点ではローレンツの立場を採る。何となれば、ランジュヴ

ァンの仮定では、絶対運動を検証しようとする実験が不可能であったと云う事実を説明し

得ないからである。これに反してローレンツの立場に立つ時は、ローレンツ変換の総体が

一つの群を形成する為に必要な仮定が、唯一 : 1=λ であれば良いと云う事になるのである。 

 然し、ローレンツの仮定のみの許では、表式間の整合性が保たれ得ない事になって居る。

整合性を保つ為には、荷電粒子が収縮可能であると云うだけでは不充分なのであって、 

変形・圧縮が共に可能な荷電粒子が、その仕事量が体積の変化量に比例するが如き圧力を変形・圧縮が共に可能な荷電粒子が、その仕事量が体積の変化量に比例するが如き圧力を変形・圧縮が共に可能な荷電粒子が、その仕事量が体積の変化量に比例するが如き圧力を変形・圧縮が共に可能な荷電粒子が、その仕事量が体積の変化量に比例するが如き圧力を

外部から受ける外部から受ける外部から受ける外部から受ける としなければならないのである。 

 私は、最小作用の原理の適用に依って上記主張の正当性を証明したのである。
12.p
此の

時に、荷電粒子に作用する圧力は別として、カウフマンの実験の後に広く受け入れられて

居る様に、運動は排他的に電磁的な現象であるとし、作用する力の源は総てが電磁的なも

のに限るとするのである。斯くして、絶対運動検出の不可能性と総ての物体の地球運動方

向の収縮とが説明される事になった。 

 

然し、これが総てなのでは無い。ローレンツは、先に引用した論文の中で、等速運動の

場合には、あらゆる種類の力に対して力の起源の如何に関わらず、電磁的なものの時と同

様に、同一の変換を受けなければならないと主張したのである。それ故に、ローレンツ変

換が齎らす力の成分への影響は、(4)式が与える処のものとならなければならない事になる。 

 彼の此の主張に関しては、更に微細に立ち入って調べる必要がある。就中、重力法則に

対して如何なる改変を要求する事になるかを探る必要がある。 

 先ず初めに、私は、重力作用は一瞬にでは無くして光速度で以て伝播するのではないか、

と考えた。それでは、ラプラスが得た結果に反する事になるのではないかとの声が、直ち

に聞こえて来そうである。ラプラスは、此の伝播が、瞬時では無いとしても、光速度より

は遥かに大きな速度でなければならないとしたのであった。然し、ラプラスが問題とした 

のは、我々が此処で扱おうとして居るものとは可也りな程度に趣を異にするものなのであ

る。ラプラスの場合は、伝播速度の有限性と云うのが、ニュートンの法則に付加されるべ
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き 唯一の唯一の唯一の唯一の    改変でしか無かったのである。これに反して我々の場合は、伝播速度の改変が    

他の種々の改変をも伴って導入されるのである。従って、これら諸改変の間で相互に相殺

し合い、此の速度改変を可能にする事が出来るのである。 

 

 引力の源となる物体の位置や速度に付いて論じようとするならば、此の物体から重力波重力波重力波重力波    

が発せられた瞬間の位置や速度を問題としなければならない事になる。引力作用を受ける

物体の位置や速度に付いて論じようとするならば、引力源物体を出た重力波が到達した瞬

間の位置や速度を問題としなければならない。出発した瞬間の方が、到達した瞬間よりも

前であるのは明らかな事である。 

 引力作用を受ける物体の速度成分を ςηξ ,,  とし、引力作用を及ぼす物体の速度成分を

111 ,, ςηξ 、両者を結ぶヴェクトルの三軸への射影を zyx ,, であるとするならば、引力の三

成分（此処でも 111 ,, ZYX と表記する）は 111 ,,;,,;,, ςηξςηξzyx の函数となるであろう。

これらの函数が、ローレンツ変換の下で、先の (4)式に呼応する形で決定され得るか否か

を問題としたい。更に、速度 111 ,,;,, ςηξςηξ  の平方が、光の速度 cの平方に比して無視

出来る程に微小であるとする時、通常の重力法則が導かれ得るか否かも問題とする。 

 

 問題への解答は肯定的である。修正された引力は、ヴェクトル zyx ,,  に平行な力と、速

度 111 ,, ςηξ  に平行な力から成るのが知れる。
13.p
 

 直ぐ上で述べた事からして、通常の引力法則からの偏倚は 2ξ の大きさとなる。此処の

処を、ラプラスが行なった様に引力伝播の速度のみを改変して、これが光の速度で伝播す

るとしたならば此の偏倚の大きさは ξ  となるであろう。詰まり、前者の一万倍も大きく

なる訳である。 

 

  訳注）ポアンカレは、言わむとする処のものを文字 ξ で以て表わして居るが、 

此処は、先に定義した量 βを充てるべきである。 

 

 天文観測なるもの、我々が予測した当該微小偏倚当該微小偏倚当該微小偏倚当該微小偏倚を見い出し得る程には精密なものでは 

無いとする考えが有ったとしても、それを強ち見当外れなものであるとは言い切れないで 

あろう。黒白を付けるのは、存分に議論をした後にすべきである。 
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【何の故に、今回の訳出を試みたかに付いては、近い将来に解説したい。】 


