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ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　　恒例の団行事、カントリーデーに今年も参加しま
した。例年通り、カブ、ボーイと混成チームで等々力
から多摩川の河川敷までゴミを拾いながら歩きます。
今年のチーム編成はキャンポリーの時と同じ。キャン
ポリーに参加したスカウトは懐かしさ半分、参加出来
なかったスカウトも数少ないカブやボーイのお兄さん
との行動に興奮と緊張半々です。
　私が同行した班は途中道を間違えたり、ゴミ探しが
途中かなりそこそこになるなど、ややグダグダな部分
もありましたが、ゴミを拾いながら無事に河川敷に到
着！到着後は全体ゲームでブラインドサッカーをしま
した。河川敷にはバッタがいっぱいいて、カブのお兄
さんと一緒にバッタを追う姿も！小さいながらも街へ
の貢献と、普段なかなか接する機会のない昆虫とのふ
れあいが出来た半日となりました。

カントリーデー
ビーバー隊

団行事　９月１０日　

カブ隊
３組うさぎ　佐藤彬
　カンとビンは思っていたより少なかった。紙や燃え
ないゴミが多かった。ちょっと大変だった。

4組うさぎ　草嶋海斗
　カントリーデーでボーイたいの人たちがやさしくて
うれしかったです。オオスズメバチの死がいがあって
ちょっとこわかったです。ぼくはもえるゴミを持って、
いろんな人にわたされて重かったです。でも楽しかっ
たです。



ボーイ隊

BS隊　トナカイ班  村山太河

　ぼくは今回のカントリーデーで、ボーイとして引っ
張っていく立場だったので、みんなを正しい道に導い
てあげないといけませんでした。道を間違えてしまい
ましたが、ボーイの先ぱいやカブ、ビーバーの子たち
といっしょに仲良くごみ拾いをできました。  長いき
ょりだったけど、みんなで足を止めることなく、集合
場所まで歩けたので良かったです。
 その後のミニゲームでも、カブやビーバーのスカウ
トといっしょに交流できたので楽しく活動できました。

ビーバー隊

９月２４日　工作　ソング

BS隊　カモメ班  畑崎龍祐

　ぼくは、缶を集める係だったのですが、缶は３本し
かなくて、あまり役に立ちませんでした。そのあとに、
班キャンプの計画をしたのですが、食べ物のお金など
を考えるのが難しくて、持っていくお金の配分などが
大変でした。しかも、班キャンプが雨でなくなってし
まったので、残念でした。１１月にやるときいたので、
次は頑張りたいと思います。

ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　前回工作の続編、ということでコマをまた作りまし
た。何が続編か、というと単純な工作ではなく、『予
測と観察』ということで、うずまきの方向や2つの色
を配置したコマを回してどう見みえるか予想する、と
いう要素を加えました。コマ作りそのものは2回目と
いうこともあり、みんな順調に作っていました。また、
色予想もことらが思っていたよりも正解を予想するス
カウトが多いことに驚きました。また、オリジナルの
コマもそれぞれ工夫して作ってくれました。途中でソ
ング練習で光の道の意味を私が説明した上で練習しま
した。朝の歌の声が小さかったので忘れたのかな？と
思ってましたが、ちゃんと覚えていて単に声が小さか
ったことが判明！次回からは元気に歌いましょう♪

８月２７日　夏ハイク　大岳鍾乳洞
ビーバー隊 
隊長 草嶋隆行
　夏だ！プールだ！鍾乳洞だ！ということで、３年前
に続き鍾乳洞に行きました。奥多摩には鍾乳洞がいく
つかあり、大岳鍾乳洞は日原と並んで有名どころです。
今回は等々力から立川経由で武蔵五日市、そこからバス
と徒歩という行程です。小さなバスを降りてから林道
を30分くらい歩きます。渓流が隣に流れるマイナス
イオン感が高い道ですが、ひたすら登りですが、途中
飴の補給も得ながらみんなで無事到着。
　早速、ヘルメットと軍手着用で鍾乳洞に入ります。
中は寒いくらいですが、通路は狭く傾斜も急で、足下
は濡れた岩、というスリリングな環境ということもあ
り、寒さを感じる余裕はありません。。
　あまりに非日常的な環境にスカウトも大興奮、大声
が鍾乳洞の中に響き渡っていました。また、率先して
後続の子供たちに『滑るよ！』『急な下りだよ』など、

しっかり共同で安全管理もしてくれたおかげで全員無
事にけがもなく脱出できました。
　食事をした後は河原でゲームです。まずは、鍾乳洞
とその後にみた滝を題材に絵を描いてもらいました。
それぞれの印象に基づく絵を描いてくれましたが、鍾
乳洞の中の水たまりにお金がいっぱい落ちていたこと
が印象に残った子が多いようでした。
　その後は河原の石を使ったマイストーン作り、石を
探してよく磨き、マジックで絵や色を塗っていきます。
改めてみてみると、いろんな色や模様がついた石があ
ることにびっくりです。日頃ちゃんと見ることのない
石をじっくり見るいい機会だったのではないでしょう
か。その後は宝探しゲームをして帰りました。
　晴れて暑すぎくもなく、雨も降らずといいあんばい
の天気で皆様のおかげで無事に全行程終了しました。



ローバー隊
９月2４日　大山登山
カブ隊

カブ隊副長 河西 淳
　舎営での「ハチ、アブパニック」への万全の対策と
して、新兵器「ハチアブジェット」を装備しての大山
登山となりました。
　しかしながら、新兵器を持った隊長が行きがかり上、
後発組に回ってしまうというアクシデントがありまし
たが、幸いハチもアブもおらず、事なきを得ました。
いつものように「小股で足を上げずに一定のペース」
で登って行くカブ隊を、高校生の男の子のグループが
力任せに岩から岩へジャンプしながら追い越して行き
ましたが、案の定、しばらく行くと座り込んで休憩を
していました。カブ隊の長い列を見ると慌てて出発し
て飛んで行くのですが、やはりしばらくすると座り込
んで肩で息をしています。それが何回か繰り返されま
したが、最後はへたばって出発できない彼らをカブ隊
がゆっくり追い抜き、そのまま山頂へ。この登り方を
マスターしているカブ隊であれば、どんな山でも全員
登れます。今回も若干遅れたスカウトもいたものの、
全員山頂まで登りました。
　山頂はガスがかかって何も見えませんでしたが、雲
の中まで歩いて登ったという事ですので、良い登山で
した。

しか１組　荏原琉仁
　とても疲れたが山頂に着いた瞬間疲れがふっとんだ。
霧で景色は見えなかったが気持ちはすっきりした。
リーダーとしてもうちょっと１組をまとめられるよう
にしたい。
　次はもう少し高い山に登ってみたい。

２組DL　石井無二
　秋晴れでとても涼しい登山となり、子ども達の足取
りも軽かったように感じた今回の登山。現地では、違
う地区のカブ隊など多数の団に会い、少し刺激を貰っ
ていたように感じます。
　登山では、すれ違う登山者に対し「こんにちは！」
と挨拶をし登山マナーをしっかり守っていました。頂
上では、霧が出ていて景色はそこまで楽しめなかった
ものの「霧、冷たいね」「雲の上まで来たんだね」と喜
んでいた子ども達でした。

２組うさぎ　藤田航成
　僕は大山登山に行きました。電車とバスとケーブル
カーにのって行きました。
　途中で、クモがたくさんいました。
　山に登って、上の方に行くと、雲の中に入っていっ
て、もっと上の方に行くと、霧がいっぱいありました。
山頂でお参りをしました。楽しかったです。

RS隊 廣畑優太朗

「文学部とボーイスカウト」

　最近の風潮として、どうも「カネになるもの、明確
な利益を生み出すものでなければ無駄だ」という即物
的な発想が見られる気がする。
　いや、このような発想は昔からあるし、それの逆側
としての「今、世界は物質的豊かさではなく精神的豊
かさを追い求めるべき時期に来ている」なんて言葉も、
大学生がレポートに書きがちなテンプレとして手垢に
まみれているらしい。
　それでも上述のような即物的発想が最近になって特
段顕著になったと言い得るとすれば、今までとの違い
は、タテマエが無くなってホンネだけになってしまっ
ているという点だ。
　昔だったら、即物的な発想に対し「そのようなこと
を言うのはみっともない」と対抗する言葉が発せられ
た。少なくとも、ホンネをあからさまに言うと、頭が
良さそうで立派に見える誰かからタテマエによって諭
されるかもしれない、という雰囲気があった。そうい
う雰囲気があったから、実は多くの人が思っているホ
ンネなのだとしても、公共の場であからさまに言われ
ることは無かった。馬鹿と思われることを恐れるから
だ。タテマエは重要だったのである。
　ところが今は、タテマエが機能しない。タテマエと
いう理性をくだらないものとして退け、ホンネという
名の本能の垂れ流しが堂々と行われるようになってき
ている。ホンネをさらけ出す方が誠実なのだ、と本気
で思われているふしすらある。
　だから、即物的発想が公共の場で恥ずかしげもなく
披露されるようになっている。

　私にとって身近な例は、大学における「文学部」軽視。
文学部でやっていることはカネにならないのだから無
駄という発想だ。上位大学以外の文学部廃止も取り沙
汰されているらしい。
　なるほど、文学部は理系学部のように明確な産物（商
品=カネ）を生み出したり、経済学部のように企業で
の収益向上に役立つ理論を学ぶということはほとんど
無い。手段的な学びは文学部には少ないと言えるだろ
う。

　しかし、だからといって文学部で学ぶことが無意味
ということにはならない。
　2016年度の大阪大学文学部卒業セレモニーにて文
学部長の金水敏先生がお読みになった式辞は金言であ
る。

　「文学部で学んだことがらは、皆さんお一人お一人
の生活の質と直接関係している」
　「文学部で学ぶ事柄は、これらの『なぜ』『何のため
に』という問い（原文では時間やお金の使い道から日本
人とは何か、人間とはどういう存在なのか、などとい

った問題が問いとして挙げられている）に答える手が
かりを様々に与えてくれる」

といったフレーズは、文学部の存在意義を端的に説明
している。

　タテマエはすなわち価値であり、目的を設定する。
ホンネはすなわち欲望であり、手段を要求する。
　文学部で学ぶ事柄は、タテマエを語る技術であり、
価値を打ち立てる能力であり、つまりは我々や我々の
社会の目的（あるいは理想）を正しく設定するための
ものなのである。正しい目的無しには、どれだけ優れ
た手段を持っていたとしても宝の持ち腐れになってし
まう。
　別の言い方をすると、文学部で身につけるのは思考
力そのもの、つまり正しい意味での教養である。よく
言われているように、日本を含む今の先進各国では、
反知性主義、言い換えると反教養主義がまかり通るよ
うになってきている。そのようなときには、文学部で
の学びは精神的価値に関わるという点で、経済学部や
法学部といった物質的欲望に関わる度合いが大きい他
の文系学部での学びと比べても、冷ややかな視線を向
けられがちである。
　しかし、いや、であるからこそ、文学部の存在意義
は今、かつてなく高まっていると思う。

　もっとも、私は現在教養課程に属しており、学部を
決定するのは来年なので、ここまで書いたことは机上
の空論に過ぎない。来年になれば、即物的で欲望に関
わる手段的な学びに没頭しているかもしれない（もち
ろん、それは全く悪いことでは無い）。
　だが逆に言えば、まだ自分の専門も決まっていない
フワフワした今だからこそ、このようなことについて
考えることが出来る。来年の私が今の私を笑ったとし
ても、今の私がこのような机上の空論を大切に思って
いることは確かなのだ。それは恐らく大事なことなの
だろうと思う。

　さて、実はボーイスカウトに対しても、文学部の存
在意義と似たようなことを感じている。スカウト活動、
特にキャンプのときに上述のような意識を私は持って
いた。
　キャンプというのは、単純に物質面で言えば非合理
的なものだ。
　自然の中に出たいのなら、今だったら自然の中にあ
る宿泊施設に行けば良い。野外での調理をしたいのな
ら、ガスコンロを持って行けば良い。なにより、訓練
性の強いキャンプでは時に理不尽とも思えるプログラ
ムが課されることもある。基本的に現代社会で絶対に
必要なことをしているわけではない。
　現代社会に生きる我々にとって、薪割りや焚き火の
技術が高くて何か良いことがあるだろうか？
　おそらく、別にその技術そのものが重要なのではな
く、スカウト活動を通じて培ったメンタリティこそが
重要なのだ。それは、現代社会でも必要なスキルなの
だと思う。協調性や自律意識などは、まさにスカウト
活動で養われる現代社会でも有用なスキルの最たるも



のだろう。
　スカウト活動は、野外での手段的なスキルを学ぶこ
と以上に、そのような学びを通した心の涵養が大事で
ある。そしてもしかしたらそれ以上に、もっと抽象的
で、かつ、今の時代ないがしろにされがちだけれども
実は最も大切な能力、すなわち目的設定能力を磨くこ
とことそが、スカウト活動において一番重要なことな
のかもしれない。

　肉体的にも鍛えられる要素はある（笑）と思わなく
もないが、個人的にはスカウト活動はやはり精神的な
訓練あるいは抽象的な訓練の要素が大きいと思う次第
である。

RS隊 隊長　渡口要
B-Pとシャーロック・ホームズ，そしてアインシュタ
イン ―観察と推論― （第8回/全8回）

（つづき）

　さて，この長い長いエッセイのクライマックスです．
2017年ノーベル物理学賞は既に発表されたでしょう
か？ エッセイの冒頭に記し続けてきた予言は当たった
でしょうか？
　「当たる」という表現は、本来は「予言」という言葉
に相応しくありません．予言者は，本物か偽物かが重
要だからです．予言が現実と違ったとしたら，それは
その予言が外れたというよりも単にインチキだったと
言うべきです．
　これまであえて「予言」という怪しげな言葉を使っ
てきましたが，私が2017年ノーベル物理学賞につい
て行ったことは，そのような超能力的なことではなく，
「推察」です．
　2017年さくら4月号：【4. 科学者にとっての「み
る」ことと「はかる」こと】で述べた通り，推察は観察
と推論（と知識）から出来ています．つまり，「みる」
ことと「はかる」こと（と「しる」こと）です．それぞ
れに対応して，「予見」と「予測」（と「予知」）とい
う言葉がありますが，私がやったことに一番ニュアン
スが近いのは「予測」でしょう（もちろん，もっと良
い言葉としては「予想」があります）．「予め測る（あ
らかじめはかる）」のが「予測」です．
　私は，これまでのエッセイや以下の文章で示される，
様々な観察・推論・知識を使って，2017年ノーベル
物理学賞を予測したのです．

11. アインシュタインの時計，B-Pの時計

　ひとつ予測をしましょう．今年2017年のノーベル
物理学賞は「重力波の直接観測」に対して与えられま
す．さぁ，10月3日の発表をお楽しみに！

　この予測に出てくる「重力波」とは何でしょうか？

　ここまでの話の流れから分かる通り，重力波は
1916年にアインシュタインによって提唱されたある
種の「波」です．
　そこで，一般相対性理論と重力波についての説明を
しなければなりませんが，その前にまず重力波以外の
一般相対性理論の「実践」について，話したいと思い
ます．

　先月のさくら9月号：【10. アインシュタインの重
力】で，「リーマン幾何学を理論とすると，一般相対
性理論は実践にあたる」ということ，および，「この
理論と実践の関係を考える上でアインシュタインが行
った観察が思考実験である」ということを述べました．
　しかし言うまでもないですが，一般相対性理論はリ
ーマン幾何学という数学理論に対する「実践」である
と同時に，重力についての「理論」でもあります．
　それでは，一般相対性理論という理論に対する実践
とは何でしょうか？ また，それに関係する観察は何で
しょうか？

　一般相対性理論の実践，すなわち応用は，自然現象
の説明です．
　アインシュタインは美意識を強いモチベーションに
した物理学者ではありますが，そんな彼が作った物理
理論も自然現象と合っているかどうかチェックされな
ければならないことは変わりません．
　それは物理学の基本ルールです．
　ニュートンの運動の理論と重力理論は，りんごが木
から落ちる現象や天体が楕円運動する現象などと合っ
ていることによってチェックされました．では，一般
相対性理論はどのような自然現象によってチェックさ
れたのでしょうか？
　最も有名なのは，天文学者アーサー・エディントン
による1919年5月29日の皆既日食の観測です．
　一般相対性理論によれば大きな質量を持つ物体は周
りの時空を歪めるので，その近くを通る光は歪んだ時
空に沿って曲がる事になります．我々の身近にある最
も大きな質量を持つ物体は太陽なので，太陽の後ろに
ある星から地球にいる我々の眼に届く光を精確に観測
することによって一般相対性理論をチェックすること
が出来ます．つまり，星から地球に向けてやってくる
光が途中で太陽のそばを通るとき，太陽が歪めた時空
によって光が少し曲がることを観ようというのです．
　ただし，太陽自身がとても明るくて背後の星の光を
観ることを邪魔するので，太陽が月によって隠される
皆既日食のときを狙って観測が行われたわけです．
　1919年のエディントンの観測は一般相対性理論の
正しさを証明するものだったとして，世界中で大々的
に報道されました．このことによって，アインシュタ
インは世紀の有名人となったのです．
　ところが，エディントンの観測とその結果の解釈は
かなり怪しいものでした．今から振り返ると，このと
きの観測が一般相対性理論を証明したと言うのはなか
なか難しいようです．
　現在では，エディントンと同様の観測がずっと高精
度で行えるようになっています．そしてその結果は一

た同級生からよく聞いていたので，感慨深いものがあ
ります）．

* * *

　ところで，100年前に光格子時計はもちろんありま
せんでしたが，時計自体はそれよりも古くからありま
した．ここで少し，本筋からは一見外れる雑談をした
いと思います（このエッセイ全体が長大な雑談のよう
なものですけれども）．

　ボーイスカウトでは，スカウトは腕時計を着けるよ
う指導されます．最近は携帯電話あるいはスマートフ
ォンを持っていることが多いため，腕時計をしないス
カウトがしばしば見られますが，ボーイスカウトでは
腕時計であることが重要です．その理由は，100年と
少し前に起こった時計の小さな革命の歴史を見ると分
かります．

　日本語では置き時計も腕時計も，どちらも「時計」と
呼んでしまいますが，英語では置き時計のような時計
を“clock”と呼び，それに対して腕時計のような身に
付けられる時計を“watch”と呼んで区別します．
　“clock”の語源は，「手で振って音を鳴らす鐘（ハン
ドベルのようなもの）」を意味するラテン語の
“clocca”です．このことが意味しているのは，“clock”
は元 「々音によって時を報せるもの」だったというこ
とです．教会なんかの鐘がそうですし，学校でも決ま
った時間にチャイムが鳴ります．柱時計は1時間毎に
音で時刻を報せます．鳩時計なんかもそうですね．こ
れらは皆“clock”なのです．
　他方， “watch”の語源は読んで字のごとくです．
“watch”は英語で「見る」という意味の動詞ですね．こ
のことから分かる通り，身に付けられる時計=“watch”
は，「人が眼で時計盤を見て時を把握するもの」だっ
たのです．
　“clock”と“watch”の語源の違いは，「耳で聞く時
計」と「眼で見る時計」の違いを表しています．時計に
は元 “々clock”しかありませんでしたが，時間を「計
る」技術の進歩によって時計が小型化し，“watch”が
誕生したのです．そしてこの“clock”と“watch”，「聞
く」と「見る」の違いには，時間を「知る」ということ
に関する人々の態度の歴史的変化があらわれているよ
うに思われます．

　“clock”しか無かった時代，人々にとって時間とは
「教えてもらうもの」でした．例えば農作業に夢中に
なっているとき，今が何時なのか分からなくなります．
そんなとき，教会の鐘を聞いて「あぁ，お昼になった
な」などと思うわけです．つまり，人々は“clock”によ
って受動的に時間を知らされていたのです．
　他方， “watch”が誕生したことによって，人々は時
間を「知りにいく」ことが出来るようになりました．
例えば15時が締め切りの事務作業をしているとき，
今何時か知るために腕時計を見て，「今14時23分か．
15時までに終わらせるためには…」などと考えるわけ
です．つまり，人々は“watch”によって能動的に時間

般相対性理論の正しさを証明しています．

　太陽によって星の光が曲げられることの観測は，確
かに一般相対性理論が自然法則と合っているかどうか
のチェックになります．しかし一般相対性理論が予言
した現象はこれだけではありません．
　例えば，先月のさくら9月号：【10. アインシュタイ
ンの重力】でGPSの話をしたときに少し触れましたが，
強い重力下では時間の進みが遅くなる現象があります．

　昨年2016年8月，『同期接続した光格子時計による
重力ポテンシャル測定』というタイトルの論文：
https://www.nature.com/nphoton/journal/v10/
n10/full/nphoton.2016.159.html（解説ページ
:http://www.jst.go.jp/pr/announce/20160816/）
が発表されました．
　15キロメートル離れた標高差の異なる2地点（東京
都文京区にある東京大学と，埼玉県和光市にある理化
学研究所）の時間の進み方を超精密測定することによ
って，標高差の違いによって生じる重力のわずかな差
を検出し，そこから逆にどれくらい標高差があるかを
算出したという内容です．標高の異なる場所では，地
球の中心からの距離が違ってくるので，そこにかかっ
ている重力の強さも変化するのです．
　実験で得られた標高差は1,516センチメートル
（15.16メートル），誤差は5センチメートルという
驚くべきものです．この結果は国土地理院による通常
の測量で得られた結果と一致しています（こんなとこ
ろでも，ボーイスカウトあるいは渋川春海や伊能忠敬
と，物理学あるいはアインシュタインの重力理論とは
関係してくるのです）．
　このようなことを可能にするために求められる時間
の超精密測定の精度がどれくらいか，想像できます
か？ それはおよそ10^(-18)秒，つまり
0.000000000000000001秒
です．これは300億年に1秒しかズレないことを意味
しています．我々が住んでいるこの宇宙の年齢は138
億年と言われていますから，宇宙誕生から時間を計り
続けても1秒もズレないという精度です．論文のタイ
トルにある「光格子時計」によってこれが実現しまし
た．
　先月のさくら9月号：【10. アインシュタインの重
力】で，GPSにおいては100万分の1秒，つまり
0.000001秒時計がズレただけで位置が300メートル
もズレてしまうと述べましたが，そのときの100万分
の1秒という数字と比べても，途方も無く小さな値で
す．
　このような実験研究は，さくら4月号：【4. 科学者
にとっての「みる」ことと「はかる」こと】で述べたよ
うに，実際にはノイズとの戦いです．なにせ
0.000000000000000001秒
の精度ですから，ちょっとしたノイズがあるだけで実
験は台無しです．科学者や技術者たちの「はかる」こ
とへの情熱がなければ実現しない素晴らしい成果なの
です（ちなみに私は大学時代，この研究の責任者であ
る香取秀俊先生に「量子光学」という授業を受けてい
ました．光格子時計の話も香取先生や香取研究室にい



を知ろうとしたのです．

　“watch”を使った時間に対する能動的な態度は，「時
間を把握し，制御し，管理下に置く」という態度に繋
がっています．これは，人々の近代的な合理性追求と
関係しており（中世以前の人々が非合理だったわけで
はありませんし，近代はむしろ人間の心の非合理性に
目を向けた時代とも言えますが，その話はここでは掘
りません），悪く言えば1889年生まれのイギリス人
映画監督チャールズ・チャップリンが『モダン・タイ
ムス』で描いたような「人間の機械化」に繋がると解
釈することも出来ます．そのような「堅苦しい」時間
から離れた，時計を気にせずリラックする時間，とい
うのは人間には必要です．リゾートなんかでは，その
ような時間を演出するために部屋の中に時計を置いて
いないところが多くあります．
　しかしよく考えると，チャップリンが描いたような
「人間の機械化」は，“watch”というよりもむしろ
“clock”に関わる事態です．人々が工場のベルトコンベ
アーで「機械のように」働き，チャイムが鳴ったら10
分休憩し，また次のチャイムで労働を再開する… これ
は受動的な仕事のあり方です．“watch”は本当は，そ
のようなあり方から別のあり方へ人間を方向づける発
明なのです．つまり，強い言葉を使えば，人間を時間
の奴隷から時間の主人へ変える発明．さらに別の言い
方をすれば，時間にる支配ではなく，時間からの自由
でもなく（これはリゾートの役割です），時間への自由
を目指す発明が“watch”なのです（「～からの自由」と
「～への自由」が異なることは，ベンチャー以上のスカ
ウトは学校で習うと思います．このような区別の起源
は，ニュートンより80年ほど後の1724年生まれの
ドイツ人哲学者イマヌエル・カントです）．

　以上で，“clock”と“watch”の語源や役割や意義の違
いは分かってもらえたと思います．
　次に，“watch”には主に2つの種類があることに注
意してみましょう．それは，懐中時計（pocket 
watch）と腕時計（wrist watch）です．
　21世紀の今，懐中時計を身に付けている人はほとん
どいません．身に付けている人がいたとしてもそれは
ほぼオシャレ目的と言って良いでしょう．それはつま
り，腕時計の方が懐中時計よりも“watch”として機能
的・合理的であることを意味しています．
　懐中時計（pocket watch）は，文字盤を“watch”す
るために，1)ポケット（pocket）から取り出し，2)蓋
を開け，3)片手が塞がった状態で文字盤を見なければ
なりません．それに比べて腕時計（wrist watch）は，
時計盤がむき出しの状態で腕（wrist）に固定されてい
るため，上述の1), 2), 3)という欠点が無いのです．こ
のため，腕時計は懐中時計に比べて圧倒的に合理的で
す．
　腕時計は懐中時計に比べて時計盤を小さくする必要
があるため，技術的に製作が可能になるのは大体19
世紀中頃以降です．1880年にジラール・ペルゴが初
の量産型軍用腕時計を，1900年にはオメガが初の一
般向け腕時計を発表しています．

　しかし，腕時計が世に登場した当時，昔ながらの懐

中時計への愛着が強かったせいか，なかなか広く普及
しませんでした．その状況を変えたのは，戦争です．
　戦争においては，時間管理の合理性が人の生死を左
右します．だから，戦場において最初に，懐中時計よ
りも合理的な腕時計が普及しました．実際，懐中時計
が腕時計に完全に置き換わったのは1914年から
1918年にかけての第1次世界大戦を通してです．

　では，腕時計を最初期に積極的に利用した軍人は誰
か，スカウトの皆さんは分かりますか？ このような
訊き方をすれば，知らなくても答えは想像できますね．
答えはB-Pです．
　B-Pが腕時計を愛用した最初期の軍人である証拠に，
1895年に撮影されたと言われる腕時計をしたB-Pの
写真が残っています．また，1897年出版の『マタベ
レの戦い』（原題：“THE MATABELE CAMPAIGN 
-1986-”．http://www.thedump.scoutscan.com/
matabele.pdf）で，B-Pは“wrist-watch”という単語
を記しています．これら写真および本はそれぞれ，「写
真に撮られた男性用腕時計」および「“wrist watch”と
いう単語の用例」としては現存する最古のものだそう
です．

　それではなぜB-Pは腕時計を愛用したのか．その理
由が「時間を管理すること，およびその目的のための
合理性」にあることは，もうお分かりですね？ 彼は軍
隊における腕時計の重要性をいち早く見抜き，さらに
それがより良き市民を育てるボーイスカウト活動にお
いても有用であることに気づいたのです．
　スカウトの皆がキャンプなどのスカウト活動をする
際，次の予定は「8時の点検」などという風に決まっ
ていることが多いと思います．そのとき，8時になっ
てリーダーが声またはホイッスルで集合をかけてから
慌てるようでは，“clock”的時間把握しか出来ていない
受動的で「不自由な」状態と言わざるを得ません．リー
ダーによる集合の合図=“clock”よりも前に，スカウト
各々が腕時計を“watch”して，8時まで時間の使い方
を能動的にコントロールしなければいけないのです．
　そのような“watch”的時間管理が出来て初めて，ス
カウトは厳しいタイムスケジュールの中で「自由に」
なることが出来るのです．

　以上が，100年と少し前に起こった腕時計の発明と
普及の歴史の説明，およびそれにいち早く目を付けた
B-Pが腕時計をボーイスカウト活動において重要視し
た理由です．
　スカウトの皆も，スカウト活動を通して“watch”的
な態度を身に付けられるよう頑張ってください．言う
までもなくそれは一生を通して，仕事でもプライベー
トでも役に立つスキルになるはずです．

12. 重力波によって宇宙を観ること

　さて案の定，少しと言っておきながら「雑談」が随
分長くなってしまいました。重力の話に戻りましょう．

　重力による光の曲りに続いて，重力による時計の遅
れ（とそれを利用した標高差の測定）を紹介しました
が，他にビッグバン宇宙なども，一般相対性理論から
出てきたものです．あるいは，スカウトの皆も良く知
っているだろうブラックホールの存在も，一般相対性
理論の式を解くことで最初に予言されました．これら
の他にも様々な現象が，一般相対性理論によって予言・
説明されてきました．
　そしていよいよ本題．重力波もそれら一般相対性理
論の予言の1つです．しかも最重要の予言なのです．

　質量の大きな物体が動くと，周りの時空が歪みます．
その時空の歪みがどんどん伝わっていくことで，まる
で波のように遠くまで届くという現象が存在する．ア
インシュタインはそのような波を，自らが作った一般
相対性理論を使って1916年に提唱しました．
　勘違いしてはいけないのは，波のように伝わってい
くのは質量の大きな物体自身ではなく，我々の眼では
観ることが出来ない時空の歪みだということです．一
般相対性理論によると重力の正体は時空の歪みですの
で，この波を「重力波」と呼ぶわけです（「時空波」と
呼んでも良かったかもしれませんが，そんな言葉はあ
りません）．

　なぜ重力波の予言が重要なのでしょうか？
　色々理由はありますが，重力波が実在することは「時
空の歪み」という現象が実在することの大きな証明に
なる，ということが1つあります．このことは，アイ
ンシュタインの重力から約50年前の1864年にジェ
ームズ・クラーク・マクスウェルが完成させた電磁気
学と似ています．
　マクスウェルは19世紀最大の物理学者と言っても
過言ではありませんが，そんな彼は自らが完成させた
電磁気学の理論を使って「電磁波」を予言しました．
皆になじみのある言葉を使えば，電磁波とは光や電波
のことです．懐中電灯から出ている光も携帯電話から
出ている電波も，どちらも電磁波なのです．
　このように言われると，電磁波が実在することは現
代の我々にとって当たり前のことのように思えます．
しかし今からたかだか150年前のマクスウェルの時代
はそうでは無かったのです．

　重力波は時空の歪みが伝わっていく波でした．それ
では電磁波は何が伝わっていく波なのでしょうか？
　答えは「電場」と「磁場」の変化です．
　マクスウェルの電磁気学には電場と磁場が登場しま
す．当初この電場と磁場は，電気や磁石の現象を説明
するために便利だから使われている概念に過ぎないの
か，それともそれ自体実在するものなのか分かってい
ませんでした．それが，電磁波の実在がマクスウェル
の理論によって予言され，ハインリヒ・ヘルツによっ
て1888年に実験的に証明されたことによって，電磁
波はもちろんのこと，電場と磁場の実在も疑いないも
のとなりました．さらに言えば，その後あっという間
に無線通信をはじめとする電磁波の実践（応用）が世
の中に広まっていったのです．

　ところでさくら5月号：【5. 「はかる」ことによって
「みる」】のパートでは，光を「光子と呼ばれる粒が集
まって動く」ものと説明しました．ここで，「光も電
磁波なのだから，光は電場と磁場の変化が伝わってい
くものなのではないか．前の説明と違う．どちらが正
しんだ？」と思うかもしれません．
　このことについて説明するには，相対性理論と並ぶ
現代物理学の最重要理論である量子力学に触れなけれ
ばいけません．ここではその余裕は無いので，興味が
あれば勉強会等で訊いてください．
　いずれにせよ，サーモグラフィで使われる赤外線や
レントゲンで使われるX線も電磁波の1種です．光に
よって対象を観察する方法は，より一般的な表現を使
えば「電磁波によって対象を観察する方法」だったの
です．

　アインシュタインが一般相対性理論から重力波を予
言したのは1916年．それからちょうど100年後の
2016年の2月（前述の『同期接続した光格子時計によ
る重力ポテンシャル測定』の論文が出た半年前でもあ
ります），『連星ブラックホール合体からの重力波の
観測』というタイトルの論文が発表されました（日本
語の要約：http://www.ligo.org/science/
Publication-GW150914/
science-summary-japanese.pdf）．人類史上初めて
重力波を観測したことを報告する論文です．物理学史
上の大事件です．
　私の予言は，この論文の著者であるLIGO（Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory）
のメンバーに2017年のノーベル物理学賞が与えられ
る，というものでした（LIGOは重力波観測のために設
立されたアメリカにある2つの天文台の名称であると
同時に，重力波観測の大規模実験それ自体の名前でも
あります）．それほどのインパクトをこの「重力波の
直接観測」が持っていることの理由は，ここまで読ん
でこればある程度分かると思います．
　以下では，この「重力波の直接観測」の何が凄いの
かについてもう少し詳しく，

a. 重力波を観測するための検知器の精度が凄い
b. 強い重力下でも一般相対性理論が正しいことが証明
されたから凄い
c. 重力波天文学の扉を開いたことが凄い

の3つに分けて説明したいと思います．それを読めば
これら3つの理由が，さくら2017年3月号から続け
てきたこの長い長いエッセイ全体のメッセージ，つま
りB-Pが『Scouting for Boys』で重要視した観察と
推論や，さくら2017年2月号に書いた理論と実践に
ついての話と深く関係していることが分かると思いま
す．

　a. 重力波を観測するための検知器の精度が凄い：
　今回LIGOのメンバーが重力波を観測するために使
用した検知器は「レーザ干渉計」といいます．この装
置ではレーザを利用して，重力波がこの装置にやって
きたときに発生する時空の微妙な歪みを「測り」ます．



もう少し言えば，レーザが走る距離が時空の歪みによ
ってわずかに変化するので，その変化をレーザの「干
渉縞」と言われる現象によって捉えるのです．
　驚くべきはその検出精度です．LIGOで測ることが出
来る距離の変化はなんと10^(-21)メートル！ これが
どれくらい小さい距離かイメージ出来ますか？ つまり
0.000000000000000000001メートル
です．え，やっぱりよく分からないですか？
　例えば，我々の周りにある物質は全て「原子」と呼ば
れる小さな粒が集まって出来ていますが，それはとて
つもなく小さな粒なので，肉眼では見えません．では
そんな原子の直径は何メートルかと言えば，原子の種
類にもよりますが，最も小さな原子である水素原子で
10^(-10)メートル，つまり
0.0000000001メートル
です．たしかにとても小さいですが，LIGOの検出精
度に比べると
100,000,000,000倍
も大きいのです．千億倍ですね．LIGOの凄まじさが
良く分かると思います．

　さくら5月号：【5. 「はかる」ことによって「みる」】
のパートで，
　「そしてこのような科学の発達による観察（観測）技
術の向上は，多くの科学者が観察や推論を積み重ねて
光や電子などの自然現象の謎を推し「察って」いくこ
とで，様々な対象を様々なモノによって「測る」こと
を可能にしていった歴史の素晴らしい成果なのです」
と書いたことを覚えているでしょうか？ 今回LIGOと
いう凄まじい検知器を開発できたのは，まさに科学技
術の発展・観測技術の発展の最高の成果だと言えます．
　レーザ干渉計によって重力波を測定できるというア
イデアを思いついたのはレイナー・ワイス，そのアイ
デアを実現させるために必要なレーザの安定化，つま
りさくら4月号：【4. 科学者にとっての「みる」ことと
「はかる」こと】のパートで説明した「実験ノイズ」の
低減に貢献したのはロナルド・ドリーバーです．この
2人は「測る」ことによって重力波を「観る」ための方
法を作ることに情熱を傾けたのです．

　b. 強い重力下でも一般相対性理論が正しいことが証
明されたから凄い：
　2016年にLIGOが最初に検出した重力波は，太陽の
36倍および29倍の質量を持つ2つのブラックホール
の合体によって発生したものであることが分かってい
ます．
　何故そんなことまで分かるのか不思議ですよね？ 
それこそが理論の力です．
　今回のLIGO論文の要約：http://www.ligo.org/
science/Publication-GW150914/
science-summary-japanese.pdfの3ページ目を見
て下さい．波状のグラフがありますね．この波を良く
見ると，赤い線と灰色の線が重なっていることが分か
ります．この赤い線が一般相対性理論により計算され
た重力波の線，灰色の線がLIGOによって観測された
重力波の線です．

　驚くほどピッタリ重なっていることが分かります．
一般相対性理論という理論とLIGOによる観測という
実践とが，見事に一致したのです．
　そしてこのことから理論的に，今回の重力波が太陽
の36倍および29倍の質量を持つ2つのブラックホー
ルの合体であることや，この合体が地球から13億光
年離れた場所で発生したことなどが分かるのです．

　今回の重力波検出で分かったこと，それは，ブッラ
クホールの合体という「強い重力」の現象においても
アインシュタインの一般相対性理論が正しいというこ
とです．
　既に「星の光が太陽によって曲げられる」という現
象を観測することによって一般相対性理論が証明され
たことを紹介しましたが，星の光が太陽によって曲げ
られるのは「弱い重力」の現象でした．ですから，こ
れまでは「弱い重力下で一般相対性理論が正しいこと」
しか証明されていなかったのです．
　それに対し今回の結果では，アインシュタインがそ
の優れた推察力と美意識の下に極めて数学的な考察
（つまり数理）を行って作り上げた一般相対性理論が，
ブッラクホールの合体という「強い重力」の現象に対
しても完璧に「合っている」ことが分かったのです．
　一般相対性理論を作ったのはアインシュタインです
が，それを元に重力波や宇宙で起こっているブラック
ホールなどの現象の理論を作った物理学者の1人がキ
ップ・ソーンです．ソーンは，ガリレオの言う「数学
の言葉で書かれた自然という書物」に素晴らしい1ペ
ージを加えたわけです（ソーンは，クリストファー・
ノーランの映画『インターステラー』の科学コンサル
タントおよび製作総指揮を担当したことでも有名で
す）．
　実は，ソーンと上の2人（ワイスとドリーバー）を
合わせた3人がLIGOの創設メンバーです．名前を覚
えておくことをオススメします．ノーベル物理学賞の
発表できっとこの3人の名前が出てきますよ．

　c. 重力波天文学の扉を開いたことが凄い：
　凄まじい精度の検知器を開発し，重力波の検出に成
功して一般相対性理論が強い重力波の下でも正しいこ
とが証明されたのだから，もうLIGOの役目は終わっ
たのでしょうか？
　もちろんそんなことはありません．LIGOをはじめ
として，日本のKAGRAなど世界中の重力波検知器の
仕事は，むしろこれからが本番なのです．

　どういうことでしょうか？

　重力波を検知できるようになったということは，さ
くら5月号：【5. 「はかる」ことによって「みる」】の
表現を使えば，重力波を視ることが出来るようになっ
たということです．ということは，それは重力波「に
よって」視ることが出来るようになったことを意味し
ています．
　実際，今回のLIGOの重力波初検出においては，「地
球から13億光年離れた場所で太陽の36倍および29

倍の質量を持つ2つのブラックホールが合体した」こ
とがまるで見てきたかのように分かりました．これは
凄いことです．
　人類は科学の発展によって，可視光以外の光を利用
して対象を視るサーモグラフィやレントゲンなどの技
術を手に入れました．また，電子顕微鏡のような光以
外のものを利用して対象を視る技術も手に入れてきま
した．
　そしてとうとう，重力波によって対象を視る技術を
手に入れるに至ったのです．
　別の言い方をすれば「重力波の眼」を手に入れたの
です．

　重力波の眼を手に入れたことで，何が起こることが
期待されるでしょうか？
　それは，天文学の飛躍的発展です．

　これまでも，光以外の方法で宇宙を観測する方法は
ありました．皆さんも良く知っているはずのニュート
リノを用いた観測がその代表です．
　ニュートリノを用いて光の届かない宇宙の奥底を調
べる天文学を「ニュートリノ天文学」と言います．こ
れについて詳しく説明し始めるとまた大変なのですが，
2002年にニュートリノ天文学の開拓者の 1人である
小柴昌俊がノーベル物理学賞を受賞したことを知って
いるスカウトは多いでしょう．2015年にはニュート
リノ天文学および素粒子物理学におけるブレイクスル
ーであったニュートリノ振動の発見に対して，梶田隆
章もノーベル物理学賞を受賞しています．
　日本人はニュートリノ天文学の分野で2つもノーベ
ル物理学賞を受賞しているのです．
　ちなみに，2008年に大腸癌で亡くなった戸塚洋二
はもし生きていれば，梶田及びアーサー・B・マクド
ナルドと共に，2015年のノーベル物理学賞を3人同
時受賞していたはずです．自然科学関係のノーベル賞
は1度に3人まで受賞者を選ぶことが許されています
が，2015年のノーベル物理学賞受賞者は梶田とマク
ドナルドの2人でした．これは，ノーベル賞選考委員
会が戸塚の分を空けておいたという見方があります．
　戸塚は自身の癌の経過記録をブログに残しています
（https://web.archive.org/
web/20081110222735/http://fewmonths.
exblog.jp/）．これは大変感動的な内容で，『がんと闘
った科学者の記録』というタイトルで出版もされてい
ます．科学者にとっての「観察」とはどういうものな
のかがよく分かりますし，私が次に計画しているこの
さくらエッセイシリーズの内容にも関わるブログor本
なので，興味があるスカウトは是非とも読んでみてく
ださい．

　話がまた逸れました．重力波に戻しましょう．
　重力波はニュートリノによる天体観測以上のインパ
クトを天文学にもたらしてくれることが期待されてい
ます．今や重力波によって宇宙の様々な現象を「観る」
ことが出来るようになったのです．いまだ謎の多いブ
ラックホールの正体やビッグバンなどの宇宙誕生の秘
密を，重力波による天体観測で明らかにすることが出

来るかもしれません．
　「重力波天文学」の扉が開かれたのです．
　重力波天文学は，光でもニュートリノでもなく重力
波によって宇宙で起こっている興味深い現象を探す学
問です．これによって我々は，宇宙を視るための「新
たな眼」を手に入れたことになるのです．

　2017年さくら8月号：【8. ニュートンと数理物理学
（=数学+物理学？）】で述べたように，「ニュートン
は世界の中に数学を見た，あるいは，数学によって世
界を観」ました．それと同様に，今から100年前にア
インシュタイもまたリーマン幾何学を使った一般相対
性理論によって宇宙の中に数学を見た，あるいは，数
学によって宇宙を観ました．そしてそのようなアイン
シュタインの「数学の眼」が，100年後の私達に「重
力波の眼」をもたらしてくれたと，そんな風に考えて
も良いかもしれません．

　「重力波の直接観測」がいかに凄いかの説明は以上で
す．
　いかがだったでしょうか？ 今年のノーベル物理学賞
は重力波の直接観測しかないような気がしてきました
か？ 重力波の直接観測という偉業には，観察と推論あ
るいは理論と実践にまつわる様々な物語が流れ込んで
いることが納得できたのではないでしょうか．
　それでは，10月3日のノーベル物理学賞発表を待ち
ましょう．

* * *

2017年9月20日追記

　本エッセイの第1稿を書いたのは今年の3月．その
時点で，LIGOが発表した重力波観測の例は2つでした．
　1例目は，上述のように太陽の36倍および29倍の
質量を持つ2つのブラックホールの合体によって発生
したもの．
　2例目も2つのブラックホールの合体で，太陽の14
倍と8倍の質量でした．

　今年の6月には，また2つのブラックホールの合体
による重力波発生がLIGOから発表されました．太陽
の32倍と19倍の質量で，3例目の観測となります．
　いよいよ，重力波天文学が軌道に乗ってきた感があ
りますね．

　そして2017年9月20日現在，LIGOは4例目の重力
波観測の発表を準備しているようです．しかも，今回
は過去の3例と違って，2つのブラックホールの合体
ではなく，2つの中性子星の合体による重力波発生だ
そうです．さらに今回は，イタリアのVirgoという，
LIGOとは別の天文台も同じ重力波を捉えた模様です．
　中性子星同士の合体で発生する重力波は，ブラック
ホール同士の合体で発生するそれとは波の形が違いま
す．理論的に（シミュレーションによって）予測され



ている2つの中性子星の合体による重力波の形を実際
の観測結果と突き合わせることで，アインシュタイン
の一般相対性理論のさらなる検証が進むことになりま
す．また，中性子星同士が合体するときに何が起こっ
ているのか，この宇宙の姿がまた1つ明らかになるで
しょう．
　それに加えて，LIGOの2基とVirgoの1基を合わせ
た3基の天文台で同時に1つの重力波を観測出来れば，
さくら2016年3月号の測量の話で少し紹介した三角
測量の要領で，早くて正確な重力波発生源の特定が可
能になると期待されています．このことも，今後の重
力波天文学にとって重要になってくるはずです．

　4例目の重力波観測が，ノーベル物理学賞受賞に花を
添えることになりそうですね．10月3日まで，LIGO
のホームページ：https://www.ligo.caltech.eduをチ
ェックしながら待つのも良いと思います．

2017年9月28日追記

　米国時間2017年9月27日，4例目の重力波観測が正
式発表されました（https://www.ligo.caltech.edu/

news/ligo20170927）．
　9月20日時点での噂とは異なり，中性子星同士の合
体によるものではなく，太陽の31倍と25倍の質量を
持つ2つのブラックホールの合体による重力波です．
中性子星同士の合体らしいという話はガセネタでした
が（私も騙されました），LIGOの2基とVircoの1基
を合わせた3基の天文台による同時観測であることは
本当でした．
　まだ日本語の解説記事は出ていませんが，論文
（https://dcc.ligo.org/LIGO-P170814/public/
main）のFIG. 3（図3）を見ると，三角測量の要領で，
重力波発生源の推定領域が約90%絞られたようです
（FIG. 3の黄色の予想領域が，Virgoとの連携により緑
の領域にまで絞られた）．素晴らしい結果です．
　中性子星同士の合体は，ノーベル物理学賞受賞以降
におあずけですね．

（おわり）

　

10月7日(土）　団会議・団委員会　19：00～　奥沢地区会館第１会議室　

10月11日(水)  育成会 5団チラシ印刷 　10：00～ 等々力仮市庁舎印刷室

11月5日(日)　 育成会役員会 　　　　 10：00～　場所未定

会議予定

●育成会役員会　 9月10日(日) 10：00～12：00　 尾山台ロイヤルホスト
　　　　　　　・尾山台フェスティバルについて

会議報告

〈育成会より〉
　10月21日(土)22日(日)の尾山台フェスティバルに、世田谷5団として今年もブ
ースを設けます。昨年同様、お祭りに来てくれる子供たちに3種類の体験をしてもら
い、5団のボーイスカウト活動を知ってもらいながら入団への案内を致します。ブー
スではカブ隊と保護者が対応し、仕事内容は「もやい結び」「寝袋体験」「火おこし体験」
の説明と景品渡しです。またハッピーロードの交通整理があり、昼はボーイ隊以上の
スカウト、夜は保護者が担当します。ブースではビーバースカウト（制服正帽着用）や
下の小さなお子様も保護者同伴で参加して遊ばせることもできます。

以下のシフトを組んでいます。交通整理のお手伝いを引き続き募集しておりますので、
ご協力よろしくお願い致します。

21日(土)
＜ブース＞　　　　　　　　　　　＜交通整理＞

（Ａ）12：30～15：00　　　　　 （Ｅ）17：00～18：00　→　1名募集

（Ｂ）15：00～17：30　　　　　 （Ｆ）18：00～19：00　→　1名募集

22日(日)
＜ブース＞                      ＜交通整理＞

（Ｃ）12：30～15：00           （Ｇ）17：00～18：00　→　2名募集

（Ｄ）15：00～17：30           （Ｈ）18：00～19：00　→　2名募集

★　10月は隊費の集金月です　★
10日までにお子様のお名前で「じぶん銀行」への振込みをお願い致しま
す。詳細はＨＰ「入団案内」のページでご覧下さい。

ベーデン・パウエルのことばより

一日一善がどんなに小さいものであっても、
それは問題ではありません。
たとえ、おばあさんが道路を横切るのを
助けてあげたり、
みんなから悪く言われている誰かさんに
やさしい言葉をかけてあげるというような、
小さなことでも良いのです。
大切なことは、”何か”をすることなのです。


