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図 2 ピタゴラスのころの正十二面体状の工作物の図
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図 4 ロウラーの「Sacred
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図 5 “Symmetrie”
Symmetrie”に掲載された五つの石塊の
に掲載された五つの石塊の写真の
五つの石塊の写真の筆者
写真の筆者のグループ
筆者のグループによる
のグループによるコピー。
によるコピー。
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図６ ジオボールの箱のデザイン（左）とボナーの説明書原文
ジオボールの箱のデザイン（左）とボナーの説明書原文の一部（右）
説明書原文の一部（右）
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評判の悪い筆者の研究
い筆者の研究ぶ
研究ぶりをそれとなく見ていた
をそれとなく見ていたのが
見ていたのが、
のが、ルーマニ
ルーマニア出
身で、
身で、現在は京都
現在は京都の
の
某巨大
某巨
大
組織に
組織
に
属
するＣＧ
する
ＣＧアーティスト
アーティストとして
として活躍
活躍中
京都
ＣＧアーティストとして活躍中のパトラシ
ク・パウロ氏である。日
である。日本語に
本語に堪能な
堪能な氏は、京
は、京大に入学して以来
に入学して以来、筆者を
、筆者を指導教官
に選んで筆者の
んで筆者の研究内容
筆者の研究内容をかなり
研究内容をかなり深
をかなり深く把握し
把握していた。
ていた。
その氏から、201
から、2012
2012年8月中ごろ、突如
中ごろ、突如、
突如、紀元前1000
紀元前1000年
1000年の正多面体発見の
の正多面体発見のニュ
発見のニュース
ニュース
はちょ
はちょっとおかしい、
っとおかしい、詳しいこと
しいことは
ことは
http://www.neverendingbooks.org/index.php/the-scottish-solids-hoax.html

をのぞいて欲
をのぞいて欲しい、
しい、というメ
というメールが届
ールが届いた。
何のことかと思ってさっそくその頁を
何のことかと思ってさっそくその頁を開
さっそくその頁を開き、愕然
き、愕然とした。
愕然とした。まさにあの正確
とした。まさにあの正確無比
まさにあの正確無比の
無比の
クリッチ
クリッチローの記述
ローの記述に対する
の記述に対する反論
に対する反論や中
反論や中傷
や中傷のオンパレ
のオンパレードだった。たとえば、
ードだった。たとえば、ある人
たとえば、ある人
は、よ
は、よく似た石塊は
石塊は、イギリスの
イギリスの巨石文化の発
巨石文化の発展
文化の発展した土
した土地から 400 個前後も見つか
っている
っている、その中に
、その中に、
の中に、偶然に
偶然に正多面体に近
正多面体に近い形になったもの
い形になったものなどいくらでも見つか
になったものなどいくらでも見つか
るではないか、
ではないか、だから当時
だから当時の人が
当時の人がプラトンの
の人がプラトンのよ
プラトンのように正多面体を
うに正多面体を知って
正多面体を知っていたという証
知っていたという証
拠にはならない、という。また、別
にはならない、という。また、別の意見では、正二○面体
見では、正二○面体と称しているのは正十
正二○面体と称しているのは正十
二面体を見方を変
二面体を見方を変えて見ているだけであって本当
えて見ているだけであって本当の正二○面体は
の正二○面体はどこにもない、と
いう。あるいは、ロ
いう。あるいは、ロウラーが紹介
ラーが紹介している写
紹介している写真
している写真（図 4）の左端
）の左端のものは、ほかの
左端のものは、ほかの四
のものは、ほかの四
つに比べてやたらにすべすべしていて、とても同じ
べてやたらにすべすべしていて、とても同じ仲間
とても同じ仲間とは思われない、
仲間とは思われない、クリッ
とは思われない、クリッチ
クリッチ
ローらが無
ローらが無理にいろいろな石塊
理にいろいろな石塊を
を
寄
せ集めたのではないか、という
せ集めたのではないか、
という。
。
極め付
極め
付きの文
石塊
という
句は、数学者の
は、数学者の John Baez によるもので、実際
るもので、実際にアシュモレ
にアシュモレアン
ュモレアン博
アン博物館へ出向いて
自ら調査したところ、クリッチ
したところ、クリッチローが紹介
ローが紹介した５
紹介した５個
した５個の石塊は、アシ
石塊は、アシュモレ
は、アシュモレアンで現
ュモレアンで現
在公開している 5 個（図 6 右と同じ）とはまったく
と同じ）とはまったく別
まったく別物である、というのである。
物である、というのである。

要するに紀元前 1000 年の五つ揃
の五つ揃った正多面体などどこにもない、クリッ
った正多面体などどこにもない、クリッチ
クリッチロー
とロウラーのでっち上
ラーのでっち上げ
のでっち上げ、ということである。それを
ということである。それを知って
それを知って筆者は、
知って筆者は、30
筆者は、30 年前、ク
前、ク
リッチ
リッチローに写
ローに写真使用の許可願
使用の許可願いを出したとき
許可願いを出したとき返事
いを出したとき返事をもらえなかったのは
返事をもらえなかったのはそ
をもらえなかったのはそのた
めだったのか、
めだったのか、と直感すると同
直感すると同時
すると同時に、間違
に、間違っている
間違っているかも知れない
っているかも知れないビ
かも知れないビッグニュースが
ニュースが
筆者の評判
筆者の評判の
評判の悪さのおかげ
さのおかげで日本ではほとんど広
本ではほとんど広まらなかったこと
まらなかったことに
ことに安堵の
安堵の胸を
なで下
なで下ろした。これぞ不
ろした。これぞ不幸中の幸
中の幸いというべきである。
というべきである。
ではなぜ
ではなぜ、30 年近くも
年近くも経
くも経ってこ
ってこんな疑
んな疑問が出てきたのだろうか。
出てきたのだろうか。
アシュモレ
アシュモレアン
ュモレアン博
アン博物館で新石器
新石器時代の正多面体を発見したと
代の正多面体を発見したと報告
発見したと報告した
報告した 1979 年の
クリッチ
クリッチローの「
ローの「Time Stands Still」は
Still」は、
」は、あっという間
あっという間に大評判になり、
評判になり、1
になり、1999 年
にはアシ
にはアシュモレ
アシュモレアンの地元の
ュモレアンの地元のオックス
アンの地元のオックスフォ
オックスフォード大から
フォード大から再
ード大から再版が出されたりした。さら
に、2003
に、2003 年に物理学者の M.Atiyah と P.Sutcliffe がこのニュ
このニュース
ニュースを
ースを絶賛する
絶賛する研究
する研究
発表をするや、
をするや、評判は
評判はますます高まり、
ますます高まり、2007
高まり、2007 年にはエ
にはエジンバラの出版社
ラの出版社から
版社から復
から復刻
版も出された。
しかし、
しかし、そこまで評判
こまで評判になると
評判になると横
になると横やりが入るのは当然
やりが入るのは当然で、
当然で、クリッ
で、クリッチ
クリッチローの石塊
ローの石塊が
石塊が
アシュモレ
アシュモレアン
ュモレアン博
アン博物館の収蔵品
収蔵品に一致
に一致しないことを発見した J.Baez は、200
は、2009
2009 年、
アメリカ数学会
数学会の数学史ならび
の数学史ならびに数学哲
に数学哲学の分
学の分野でその事
その事実を暴露
実を暴露すると同
暴露すると同時
すると同時に、
ネットでも公
ットでも公開した。その結
その結果、おそらくはフェ
、おそらくはフェイス
フェイスブ
イスブックなどを媒
ックなどを媒介にして、世
界各地の好事家
地の好事家が、
事家が、よ
が、よってたかって、しかもあっというまに、紀元前 10001000-2000 年
の正多面体の存在に疑
の正多面体の存在に疑問を呈
問を呈し始めた。
このよ
このような騒ぎ
うな騒ぎの中でクリッ
騒ぎの中でクリッチ
の中でクリッチロー自
ロー自身はどうしているの
身はどうしているのだろうか。
うしているのだろうか。一部
一部の有志
が、クリッチ
が、クリッチロー、なら
ロー、ならび
、ならびに、問題の多面体の写
に、問題の多面体の写真
多面体の写真を撮ったあるいは作った G.
Challifour に連絡を
連絡を取ろうとしたが、
ろうとしたが、なしのつぶ
なしのつぶてらしい。クリッ
てらしい。クリッチ
クリッチローは現在
ローは現在
80 歳前後で、おそらく
前後で、おそらくインター
おそらくインターネ
インターネットの
ットの雑音とは縁遠
とは縁遠く、世界の
縁遠く、世界の流
く、世界の流行から離
から離れて
悠々たる人
悠々たる人生
たる人生を送っているのであろう。
そうなると、真
そうなると、真実を知るには、問題の発
実を知るには、問題の発端
問題の発端になった「T
になった「Time Stands Still」
Still」を見
るしかない。それで筆者は、現在発
るしかない。それで筆者は、現在発売
筆者は、現在発売中の 2007 年版を
年版を取り寄せて調べてみた。
べてみた。
全体的な内容
全体的な内容は、
内容は、紀元前 10001000-2000 年の新石器
新石器時代のイギリスに残るストーンヘ
ンジ初めさまざまな巨石
初めさまざまな巨石遺
巨石遺物の形や配置
物の形や配置関
配置関係を幾何学図形に
を幾何学図形によって分析
って分析し、
分析し、その結
その結
果として、
として、古代のイギリス人は高
古代のイギリス人は高度
度
の幾何学的知識を持
の幾何学的知識を
持
っていた、と主張
っていた、と
主張するもの
するもの
のイギリス人は高
主張
になっている。その中の数
になっている。その中の数ペ
る。その中の数ページが、図
が、図 3 などを使った正多面体状の
などを使った正多面体状の石塊
正多面体状の石塊の
石塊の解説に
当てられているので
てられているのである
のである。
ある。ところが図 4 のように正確に五つが並
うに正確に五つが並んだ図は見当
んだ図は見当たら
ず、解
ず、解説でも、どこにも五つの正多面体がすべて揃
説でも、どこにも五つの正多面体がすべて揃っているとはいっていない。た
だ互いに双
いに双対な正多面体
対な正多面体（頂点と側
（頂点と側面を互
面を互いに置
いに置き換えた関係
えた関係にある一対の正
にある一対の正多面
一対の正多面
体）の組み合わせ 3 種類、つまり
種類、つまり 2 個の正四面体の組
正四面体の組み合わせ、立方体と正八面体
の組み合わせ、正十二面体と正二○面体の組
わせ、正十二面体と正二○面体の組み合わせ、
わせ、がすべて見られるといって
がすべて見られるといって
いるだけである。それは正しい。しかもそれはそれで大発見ではないだろうか。
いるだけである。それは正しい。しかもそれはそれで大発見ではないだろうか。し
それは正しい。しかもそれはそれで大発見ではないだろうか。し
かもそれを見つける途
かもそれを見つける途中、アシュモ
アシュモリアン
ュモリアン博
リアン博物館と密接に
密接に相談しあった
相談しあった経
しあった経過も書か

れている。アシ
れている。アシュモ
倉庫の片隅にしま
片隅にしま
アシュモリアンでは、そのとき使った
ュモリアンでは、そのとき使った石塊
リアンでは、そのとき使った石塊をふたた
石塊をふたたび
をふたたび倉庫の
いこみ、それに代えて J.Baez の見つけた新
の見つけた新しい五つを公
しい五つを公開していると思われる。
Baez 自身もその可能
身もその可能性を
可能性を捨
性を捨ててはいない。
つまりクリッチ
つまりクリッチローは可能
ローは可能な
可能な限り厳密な
厳密な考察をしているのであ
をしているのであって、
のであって、インターネ
インターネ
ットで非難
ットで非難されているよ
されているようなインチキ活
うなインチキ活動
チキ活動は何もしていないことになる。あえてい
えば、事件の元凶
の元凶はクリッチ
クリッチローの発見を明快
ローの発見を明快に説明するため
に説明するため図
するため図 4 を発表したロ
したロウ
ラーにあることになる
ラーにあることになる。
ことになる。ただしそれも尊敬
ただしそれも尊敬するクリッ
尊敬するクリッチ
するクリッチローのためにしたことと考
ローのためにしたことと考
えれば罪
えれば罪はない。
結局、正多面体には 5 種類あるといった幾何学的な事
種類あるといった幾何学的な事実に気が付
実に気が付いていたかどう
かは別
別にして、少
かは
にして、少なくとも、紀元前
なくとも、紀元前 10001000-2000 年には、互
には、互いに双
いに双対な正多面体を
対な正多面体を組
み合わせた 3 種類のかなり高
種類のかなり高級
かなり高級な幾何学立体
な幾何学立体が作られていた、
立体が作られていた、ということだけは確
かなよ
かなようである。
ただし、同じ
ただし、同じよ
、同じような石塊
うな石塊は
石塊は、木製のレールの上に並
ールの上に並べて巨石
べて巨石を
巨石を動かすための巨
かすための巨大
なボールベ
ールベアリング
アリング代わりなどとして、スコットランドに 400 個ほども見つかって
いるうえ、これからも増
いるうえ、これからも増える可能
える可能性がある。
可能性がある。それらのうち
性がある。それらのうち半
それらのうち半分は立方体に近
は立方体に近いよう
であるが、
であるが、それ以外のさまざまな
が、それ以外のさまざまな多面体の
それ以外のさまざまな多面体の姿
多面体の姿も見せる。とすると
見せる。とすると、
とすると、偶然の
偶然の結果とし
て、今後、何らかの
、今後、何らかの正多面体
何らかの正多面体や
正多面体や半正多面体に
正多面体に似たものも見つかる
たものも見つかるに
も見つかるに違いない。
いない。
同じことは、わが国
わが国で古代から愛
で古代から愛好されてきているてまりや
好されてきているてまりや折
てまりや折り紙についてもい
える（図 7）
。
したがって、正多面体の起源について考
したがって、正多面体の起源について考えるのは、角柱や角錐の起源
えるのは、角柱や角錐の起源について
、角柱や角錐の起源について考
について考
えるのと同じく、火の起源
えるのと同じく、火の起源について
火の起源について考
について考えるよ
えるようなものかも知れない。
うなものかも知れない。

図 7 正多面体を見せる現代の
正多面体を見せる現代の折り紙（上）とてまり（下）
現代の折り紙（上）とてまり（下）。

この内容のビデオを YouTube でご覧いただくことができます。
その１：http://www.youtube.com/watch?v=HDZqKKSagyE
その２：http://www.youtube.com/watch?v=MYeZk7YbwIA

