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人間の思考の形態が幾何学（イデア）に依拠すると仮定し、さまざま

な物理法則や数学の概念とイデアとの結びつきについて議論する。 

 

正四面体の２つの見方 

正多面体（プラトン立体）とは、すべての面が同一の正多角形で構成

されており、かつすべての頂点において接する面の数が等しい凸多面

体のことである。正多面体には、正四面体、正六面体、正八面体、正

十二面体、正二十面体の５種類しかないことが知られている。 

正四面体は最小のプラトン立体であり、４つの頂点、６つの辺、お

よび４つの面を持つ。面はすべて正三角形である。 

正四面体は見る角度によって、その見え姿が変化する。それが最も

単純な図形になる2つの場合を考える。正方形の場合と三角形の場合

である。前者は４つの頂点が２行2列に配列されていることから“２x

２”、後者は３つの頂点と１つの頂点に分かれて見えることから、“３

＋１”と呼ぶ。 

“２x２”は、４つの正四面体の頂点を、互いに頂点を共有しない２

つの線分（これを互いに”双対”であるという）の対とみなす見方で

ある。正四面体 abcd を考えるとき、“２x２”の取り方は、線分 ab

とcd、acとbd、adとbcの３通り考えられる。 

一方、“３＋１”とは、例えば三角形 abcと頂点 dというように、 

正四面体をひとつの三角形（３つの頂点）と１つの頂点とに分離する

見方である。３本の線分の組ab, bc, caと、それぞれに双対な３本の
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線分cd, ad, bdの組とに分離する見方、と考えてもよい。 

このように、正四面体の４つの頂点を”２ｘ２”の対に分ける見方

と、”３＋１”の対に分ける見方。この２つの見方がわれわれの意識と

正四面体というイデアの関連付けを考える上で重要になる。 

 

観察 

正四面体のある頂点aに主体が入り込み、別の頂点bに意識を向ける。

これをaからbへの「観察」といい、aを「観察者」、bを「被観察者」

とよぶ。これにより、a と b は「主」と「従」のように非対称な関係

となる。これを ab の”対化”という。例えば数学における虚数と実

数の関係、物理学における運動量と位置の関係などである。今後、観

察を矢印を用いて表すことがある。観察者aおよび被観察者bは頂点

だけでなく、線分や三角形（面）にもなりうるが、ここでは主に頂点

からの観察について考えることにする。 

 次に、線分abを別の頂点cが観察し、統合する。このとき、aとb

との差異を残しつつ統合する場合を“等化”、統合の結果 a と b の差

異が見えなくなってしまう場合を“中和”という。例えば、ある人 a

がある物体見て“三角形だった”と言い、別の人bが“円だった”と

言った場合、第三者である c が、両者はひとつの三角錐を別の角度か

ら見ていたと気づくことが等化にあたる。またこのとき、線分 ab と

頂点cは対化の関係になる。 

 最後に、３つの頂点 abc を頂点 d が観察することにより、三角形

abcが形成される。このときa、b、cの３者の間に差異が残っている

場合を等化、３者間の差異が見えなくなった場合を中和という。また

これにより、三角形abcと点dは対化の関係になる。 

じゃんけんにおける３者の関係についてみてみよう。グーはチョキ

より強く、チョキはパーより強く、パーはグーより強い。このように、

３つの要素のうち、２つの要素のみを取り出して考えると、その２者

の間には非対称（優劣）関係が存在する。ところが、この３者を一体

のシステムとしてとらえると、優劣関係をつけることができない。こ

れを等化された三角形のイメージとしてとらえることができる。この

とき、この三つ巴の関係は数学的には３次元回転群SO(3)として表さ

れる。 
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一方、「三脚」のような場合は、そのうちどの２つをとってみても、

それらの間に決定的な差異はない。よって３者の関係は中和であると

いえる。 

 

２ｘ２の物理学における例 

 

電磁波と“２x２” 

マクスウェルの方程式とは、電磁場のふるまいを記述する古典電磁気

学の基本方程式であり、以下の４つの方程式によって与えられる（微

分形）。 

 

 

 

 

今、正四面体の２つの線分 ab から cd への観察を考える。(i)a が c

を、bがdをそれぞれ観察する状態と、(ii)aがdを、bがcをそれぞ

れ観察する状態の２種類が考えられる。a を電場ベクトル E、b を磁

場ベクトル B, c を位置ベクトル x、d を時間 t に対応させると、(i)

は、ファラデーの電磁誘導の法則、(ii)はマクスウェル・アンペールの

法則に対応している。微分は観察の方向を表す。(i)は２つの観察する

視線が平行、(ii)は交叉している。また(i)のマイナスの符号（i2=－1)お

よび(ii)の係数 c2（cは光速度）は、正四面体を正方形として見たとき

の２つの向かい合う辺（線分）のよじれを表す（後述）。 (i)と(ii)を等

化する動きが電磁波である。 
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SU(2)と“2x2” 

特殊２次ユニタリ群（SU(2))は量子力学にとっては、それを記述する

ための基礎となる数学的道具である。SU(2)の３つの行列 Uj(θ）＝

exp( iθσj/2 ), （j = 1,2,3；σjはパウリ行列）によってスピノール

Ψ＝（Ψ１、Ψ２）を変換する。U1(θ）はReΨ1-ImΨ2平面の－θ/2 回

転および ImΨ1-ReΨ２平面の θ/2 回転を、U2(θ）はReΨ1-ReΨ

2平面の θ/2 回転および ImΨ1-ImΨ2平面の θ/2 回転を、U3(θ）

はΨ１平面の －θ/2 回転およびΨ２平面の θ/2 回転をそれぞれ表

す。ImΨ1を正四面体の頂点 a に、ReΨ1を b に、ReΨ２を c に、Im

Ψ２を d にそれぞれ対応させると、U1（θ）は４つの頂点を線分 ac

とbdとに分ける分け方、U2(θ）はadとbcとに分ける分け方、U3(θ）

はabとcdとに分ける分け方にそれぞれ対応している。それぞれの線

分における回転が等化を表す。 

 

素粒子の“２→２”過程 

線分abの方向を x（空間）軸、線分acの方向を t（時間）軸にとり、

素粒子の“２→２”過程を表すファインマン図との対応を考える。線

分abとcdが対消滅（生成）またはs-channel、acとbdがt-channel、

adとbcがu-channelに対応する。 

 

力学と“２x２” 

正四面体abcdの頂点aをエネルギーEに、bを運動量pに、cを位

置 x に、d を時間 t に対応させる。E は運動エネルギーT と位置エネ

ルギーUの和である（E=T+U）。線分bcとadがプランク定数によっ

て中和されている。頂点aがbを、cが dをそれぞれ観察するのが「物

体の速度」、aがcを、bがdをそれぞれ観察するのが運動方程式であ

る。 

 

“２x２”のよじれの表現 

“２x２”は立体である正四面体を平面に投影しているので、視線（奥

行き）方向によじれが生じている。今、正四面体abcdの辺adとbc

が対角線となり、bc が手前になるような“２x２”の正方形の配置を

考える。このとき、bc は”見える”線分、ad は”見えない”線分で
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ある。それらの線分については視線方向のよじれはない。しかし、残

りの４本の線分ab, ac, bdおよびcdについてはよじれが生じている。  

今、acとbdの視線方向のよじれを考える。頂点aとbのよじれの

関係を虚数単位 iを用いてa=biと表すと、cとdのよじれの関係は、

d=ciと表される。よって、acとbdのよじれの関係は、a/c = -b/d

と表される。これは、aを電場、bを磁場、cを位置ベクトル、dを時

間とおいたとき、電磁誘導の法則に対応している。 

次にadとbcの幅方向のよじれについて考える（視線方向にはよじ

れていない）。図で、頂点aはbより左にあるのでa = c bと表される。

ここで、ｃ は光速度である。同様に、頂点cはdより左にあるので、

c = c dと表される。よって、bcとadのよじれの関係は、b/c = 1/c2 

a/dと表される。これは、aを電場、bを磁場、cを位置ベクトル、d

を時間とおいたとき、マクスウェル・アンペールの法則（静電流がな

い場合）に対応している。 

この２つのよじれ関係を等化する動きが、電磁波である。ad と bc

の差異ad-bcが波動関数の位相となって現れている。 

 

古典力学と量子力学 

正四面体abcdの頂点aにエネルギーEを、bに運動量pを、cに位

置 xを対応させたとき、pと xが対化となっているのが、量子力学、

pと xがEの観察によって中和されているのが、古典力学である。量

子力学において、pとxの非対称性が交換関係を用いて表される。 

 

“2x2”とは何だろうか。それはわれわれ人間の意識そのものではな

いだろか。善と悪、大と小、上と下、遠いと近い、明るいと暗いなど

抽象的な概念を表す言葉には必ず逆の概念を表す言葉が存在する。わ

れわれが頭で何か論理的にものごとを考える場合、必ず２元論的思考

となってしまうのだ。そのような２元論的思考の世界にはまり込んで

しまうと、そこから抜け出せなくなってしまう状況が出てくる。自己

だけの世界に陥ってしまった意識がそうだ。そこから脱却するには、

その中間に隠れた新たな軸を発見することだ。それが、「わたし」（自

己）と「あなた」（他者）という対化を含む軸である。例えば、正四面

体の頂点abcdのaを自己、bを他者、cを“良い”、dを“悪い”に
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対応させる。このとき、ac+bdが、“わたしが良くて、あなたが悪い”、

ad＋bcが、“私が悪くて、あなたが良い”となる。この両者の回転に

より、“自己と他者”ab および“良いと悪い”cd が等化されるのだ。

つまり、“わたしもあなたも同じ”、“良いも悪いもない”という意識で

ある。 

 数学に対応させると、“意識している”対化はプラスとマイナスを含

む実軸、素粒子物理学においては陽子と電子である。（物質世界は“３

＋１”の投影なので、非対称となる。）これが顕在化した軸だ。その間

に隠れた（潜在化した）軸を発見する。それが、数学における虚軸で

あり、素粒子物理学における中性子、ニュートリノといった中性の粒

子である。この２つの軸の等化により、２元論に陥った意識から抜け

出すことができるのだ。数学的には実軸と虚軸の対化を等化するU(1)

回転eiθであり、その意識が波動として実軸（現実世界）へと投影され

ている。 

 

“３＋１” 

“３＋１”とは、正四面体abcdの例えば三角形abcと頂点dという

ように、正四面体をひとつの三角形（３つの頂点）と１つの頂点とに

分離する見方である。３本の線分の組ab, bc, caと、それぞれに双対

な３本の線分cd, ad, bdの組とに分離する見方、と考えてもよい。 

 最小の原子である水素原子は、１つの陽子と１つの電子から成り立

っており、さらに１つの陽子は３つのクォークから成り立っている。

陽子を三角形 abcとみなし、電子を頂点dとみなすと、“３＋１”の

見方は水素原子の構造を表現していると考えることができる。 

 また、４次元時空は３次元の空間と１次元の時間から成り立ってい

ると考えられている。これも“３＋１”の現実世界におけるひとつの

現れとみなすことができる。 

 観察者の位置をdとすると、モノの外部からモノを観察している、

という意識をつくっている。 

 

時空 

正四面体の頂点a, b, c, dをそれぞれ座標x, y, zおよび時間tに対応さ

せる（光速度c =1とする）。このとき、x, y, zの３者は中和されてい
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るが、tと x, tと y, tとzの関係はそれぞれ対化である状態が時空であ

る。それらの関係は四次元不変距離 s2 = t2-x2-y2-z2に表れている。 

 

物質の階層構造 

“2x2”と“３＋１”の組み合わせによって物質の階層構造（フラク

タル構造）が生まれる。点dによって3点abcが等化され、三角形が

形成された状況を考える。d と abc を対化と見る観察者 e によって、

両者は中和され、三角形abcは点 fとみなされる（“凝縮化”）。次に、

d, e, fの3者を観察するgによって3者は等化され、三角形defを形

成する。さらにdefとgを対化として観察する観察者hによって再び

defは点 iに凝縮化する。この過程を繰り返すことにより、物質の多層

構造が形成される。 

 

円と直線による対化と等化の表現 

これまで、“２ｘ２”と“３＋１”という２つの状態、および対化と等

化の基本を学んできた。円と直線を用いてそれらを表現することを考

える。 

 

円と直線 

円周Sの一点に切れ込みを入れ、そこに観察者aが入り込む。aから

円の中心方向を見ると、円周は直線bに見える（円の接線）。この点a

と直線bを対化とみなす。複素数平面においてaを虚数単位 i、bを実

軸とみなして両者を等化するのがオイラーの公式である。 

 一方、円の切れ込みから円周方向に視線を向けると、直線は２本の

半直線に分離する（２本の半直線が１つの円周上に重なっていると考

える）。 

 

電磁誘導の法則とマクスウェル・アンペールの法則 

正四面体の１つの辺aｂを円周とみなし、aからbへの観察を半直線、

あるいは一方向に回転する円周とみなす。電磁誘導の法則およびマク

スウェル・アンペールの法則は、一方向に回転する円周と、その中心

を貫く半直線の組によって表される。 
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電磁波の“知恵の輪”モデル 

円の中心と円周の関係を円心関係という。正四面体を、知恵の輪のよ

うに、互いに直交し円心関係が逆の２つの円の組として表す。電磁誘

導の法則とマクスウェル・アンペールの法則は、互いに９０度回転さ

せると重なり合う関係にある（時間と空間の回転）。この２つの円を等

化しながら、それぞれの円に直交する方向に進んでいくのが光（電磁

波）である。この“知恵の輪”の反転関係に着目すると、「一即多と多

即一」、「包まれつつ包む」という意識の原型、つまりライプニッツの

“モナド”に対応していると考えられる。 

 

モノと空間 

この“知恵の輪”が物質（モノ）と空間のもととなる。2 つの円の中

心が重なるように両者を近づけると、球体（モノ）のイメージになる。

一方、両方の円を切り開いて直線とし、重ね合わせると、光の進行方

向の軸と合わせて３次元直交座標のイメージができる。この両者を重

ね合わせることにより、３次元直交座標上にモノが存在しているとい

う観念が形成される。 

 

現実世界における意識との対応 

これまで紹介してきた“２ｘ２”と“３＋１”のイメージが現実世界

におけるどのような意識や現象に対応しているかみていこう。 

 

時空 

時空（“３＋１”）を“２ｘ２”として見立てることにより、x-y 平面

における回転と、z-t 平面における回転（擬回転）とに分離する。こ

のとき、z は量子化軸とよばれる。観察者の位置をｚにおくと、３次

元空間に投げ込まれた主体、という意識をつくる。このとき、z-t 軸

が奥行き方向、x-y 平面が幅方向となる。幅方向に客体（モノ）の大

きさを認識し、奥行き方向に主体と客体との分離（距離）を意識する。 

 

「上中下」または階層構造の概念 

正四面体abcdにおいて、aがbを、bがcを、cがaをそれぞれ観

察している状態を考える（等化された三角形）。辺caを切断し、それ
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と対化の関係にある点 b を主体の位置とする。これによって、線分

a-b-cが形成される。aはbの上次元、bはcの上次元となる。この

とき生じる意識として、時間の連続性がある。時間が観察の方向に流

れると仮定すると、a が過去、b が現在、c が未来に相当する.。物理

学においては、位置、速度（位置の時間微分）、加速度（速度の時間微

分）などが挙げられる。また数学における正、0、負の概念、論理学

における三段論法（「a ならば b」かつ「b ならば c」が成り立てば、

「a ならば c」が成立）といった概念もここから生まれたと考えられ

る。また、観察・被観察の関係を前述のように一対多の関係とすると、

会社などの組織におけるピラミッド型の階層構造、コンピュータの

OS のディレクトリー構造、生物の進化を表す系統樹などの概念もこ

れを起源とすると考えられる。 

 

素粒子理論 

素粒子理論における“３＋１”の表れとして 

（１） 自然界の４つの力（相互作用）のうち、重力だけが他の３つの

力と大きく性質が異なるため、統一が困難である。 

（２） ハドロン（クォークで構成される複合粒子）の種類はバリオン

（クォーク３つ）とメソン（クォーク・反クォーク対）のみで

あり（それぞれ“３＋１”と“２ｘ２”の表れ）、４つ以上の

クォークからなる複合粒子はまだ見つかっていない。 

（３） 電弱相互作用が３つのボゾン（W+, W-, Z）をもつ弱い相互作用

と１つのゲージボゾンをもつ電磁相互作用とに分かれる。 

などが挙げられる。 

 


