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団行事
世田谷５団６５周年記念キャンポリー特集
ビーバー隊
ビーバー隊
隊長 草嶋隆行
5 年に一度の団キャンポリーです。私自身も初の長者の
森開催です。ビーバー隊はお泊まり禁止、という連盟の基
本方針あるため、
保護者同伴の企画とさせていただきました。
各自車に分乗しての移動となりましたが、皆さん無事に
到着し、開村式までの時間はロッジで一休み。環境にも恵
まれ、キャンプ場のロッジにしては非常にきれいなところで
大人は休憩、子供たちは今晩みんなで泊まるロッジで早速
おおはしゃぎです。
開村式後は全体ゲーム、食事、営火と初日のプログラム
が進行します。普段と異なり、2日間はカブ、ボーイのお兄
さんたちと一緒のチームで行動します。その中で、普段接す
ることのなかなかないボーイ隊の中学生のお兄さんと一緒
にゲームなどをする中で、注意されたり一緒に楽しんだりと、
傍から見てもとても楽しそうに過ごしていました。
二日目の宝探しも、広大でアップダウンがある敷地をフ
ルに使ったもので、時間内でクリアするためにはローバー
隊渾身のクイズを解きながら早足で動く、という大人にとっ
てはとてもタフなものでした。また、見つけた宝で購入した
変装をビーバースカウトがしましたが、どれもとても可愛く
似合っていました。
終わってみればあっという間のキャンポリーが終わりま
したが、スカウトによってはクワガタなど東京ではなかなか
見れない生き物を見つけたり、他のスカウトと一緒に泊まっ
たり、プログラム以外でもとてもいい思い出が作れたと思い
ます。企画／サポートをしてくれた保護者、リーダーの方々、
ありがとうございました。

ビーバー隊
ぼくは、キャンプファイヤーが楽しかったです。みんなでお
どれたからです。大きいたいの人たちがもり上げてくれたか
らです。ずっとボーイスカウトつづけたいです。

ＣＳ隊副長 清水恵子
今 年のカブ 隊 夏 季 舎 営は「＋65 周年キャンポリー」と
いうかたちでおこなわれました。当然いつもの隊 舎 営
の 企 画をつめこんだうえで、キャンポリーも楽しむ、
欲ばり日程です。
土曜日からキャンポリーがスタート。
午前中の隊での登山のあと、午後キャンポリーでゲー
ムざんまい、は ハード過ぎたかなと思いましたが、ス
カウトは疲れたふうもなく楽しんでいました。
ローバー隊、ベンチャー隊のお兄さんがリードしてく
れた営火は、いつものカブ 隊のとは違う雰囲気で「長
者」を迎えて盛り上がりました。カブ 隊 全 員でのスタ
ンツも練習の成果で、まとまりがあってよかったです。
キャンポリー後半は、チームごとに宝さがしとコンテ
スト、全員でのＢＢＱ。
「カブ 隊にいた
他隊と一緒の活 動でいつも思うのは、
ときあんなに小さかったスカウトが今ではすっかり大
きくなって(/̲;)」という、当たり前といえば 当たり前
のこと。でも放っておいたら外 見はともかく、中身が
「した 」一
大 きく
「なる」とは 限らない で すよ、大 きく
つがスカウト活動だったと信じています。
活動のすきまをついて、リーダーは隊のプログラムの
フォロー や 準 備。そのかいあって？ちょっとした雨の
や み 間 に きも だ め し 決 行！（他 隊 の 方 が「や っ た
）隊 長 が かなり本 気 で 準 備
の？！」と驚いていました。
したおかげで、スカウトをかたまらせず、楽しんで（ふ
るえて）もらえました。キャンポリーのプログラムで
カブ隊が担当した水運びゲームも、頭から水をかぶっ
て面白かったと自画自賛 (^̲-) 他にもトーテムポールを
たてたり、カブ 弁を作って食 べたり、追 跡 サインを追
うハイクをしたり、隊の活動もしっかりと行いました。
夏季舎営最優秀スカウト賞は３組組長の石井くん。
夏季舎営キラリと光ったで賞は３組の秋山くん。
夏季舎営最優秀組賞は１組に授与されました。
１粒で２度おいしい(^o^) 今回の夏季舎営。
隊 長・副長 方はもちろん、育 成 会、団の皆さまにも大
変にお世話になりました。キャンポリー実行委員の皆
さま、ロー バ ー 隊 のみんな、長い 準 備と当日の 運 営、
お 疲れさまでした。大 人の私も、この夏のことは忘れ
ません。ありがとうございました。

カブ隊 1 組 DL 秋山真一

２組 DL 石井無二

キャンポリーを企画して下さった皆さまありがとうご
ざいました。
とても充実したプログラムで、特に長者様はカブスカ
ウトたちに大人気でした。

普段とは違う子どもたちの姿が多く発見できた三泊四
日でした。キャンポリーでは、年の離れたお 兄さんた
ちと交 流し、憧れが 芽 生え、お 兄さんのようになりた
い！ボ ーイに上 がりたい！と心 踊らせる子どもたちの
姿が見られ微笑ましかったです。

１組しか
今 回の 舎 営では、えはらくん（組 長）が 休 みで 組 長と
なり、どうなるか心配でした。
だけれども、組 長としてみんなをまとめ、みんな楽し
そうにできていてよかったです。
しかも最優秀組賞も取れ、次回などもがんばります。
一番楽しかった追せきハイクでは、みんなと協力すれ
ば一位を取れると思い協力しました。
その事が一番楽しかったです。
反省点は、生活＝部屋の中をきれいにしたい！です。
1 組 しか
1日目のトーテムポール 作りの時、僕はどんな顔にし
ようか 迷っていました。でも、長 井 君からアドバイス
をもらい作ることが出来ました。友 達からのアドバイ
スをもらいアイデアが生まれると分かりました。
1 組 しか
「大変だろうな」
と思っていた夏期しゃえいだけど、
今回はビーバーも行くキャンポリーだったので結構楽
でした。
個人賞ももらえてびっくりしました。
1 組うさぎ
一番怖かったのは肝試しでした。葛西さんがとっても
怖かったです。星が 見られなかったのは残 念でした。
あとボーイとベンチャーとの宝探しが楽しかったです。

2 組 くま
キャンポリーで楽しかったのは、営火での歌 や、ぼく
たちがやったスタンツでのげきです。残念だったこと
は、最 ゆうしゅう組しょうを 取 れ なかったことで す。
次回は、もっと組で協力して、がんばりたいです。
2 組・しか・
3日目の宝 探しで配られた指 令 書にしたがって、ボー
イ・ビーバーと共に金 貨をゲットしたことが 楽しかっ
たです。
2 組 しか
ぼくは追跡ハイクで、うまく解読出来て4人の副長を
追跡出来たので楽しかったです。来年もやりたいです。
そして、長者の森にもまた行きたいです
2 組 うさぎ
ぼくは、トーテムポール作りや営火などがおもしろか
ったです。きもだめしは怖かったけれど、舎 営は楽し
かったです。
2 組 うさぎ
昨日までの夏季舎営で一番面白かったのは、キャンポリー
の宝探しです。なぜなら、みんなでナゾをといたからです。
あるくのがしんどかったけど、きんかをゲットできてよかっ
たです。

3 組 DL 高木裕美

４組ＤＬ 藤田惣子

DLになって初めての夏季舎営。素晴らしい自然の中で
キャンポリーにハードな登山、トーテムポールにカブ
弁 作りなど盛りだくさんな内容をスカウト達と共に楽
しみました。ナイトハイク中に3 組はアブ の大 群に襲
われましたがポイズンリムーバーですぐに処置。事な
きを得ました。今回トーテムポールと生活面でなんと
3 組は １ 位！人 数が 多くても協 力すればできる！成長
を感じた舎 営でした。隊長、副長の皆 様ありがとうご
ざいました。

DLになって初めての夏 季 舎 営でした。自然の中での
様々なプログラムが盛りだくさんで、子供達は心身と
もに成長したことと思います。キャンポリーで上 級 生
と触れ 合ったことでも、良い刺 激を受けた様 でした。
蜂やアブに襲われた事で、リアルな自然の厳しさを実
感できました。個性豊かな子供たちと寝食を共にして、
私自身も様々な発見が出来たし、本当に良い経験をさ
せて頂き感 謝しています。この様なことを、長 年 積み
上げてこられた隊長、副長にエールと拍手を贈りたい
です。

3 組 くま
色々大 変だったけど、最 優秀スカウト賞をもらえたの
で、むくわれました。
3 組 くま
去年よりも友達と沢山いろいろなことができて楽しか
った。来年はボーイに
なって参加するのが楽しみです。
3 組 しか
山登りは大変だったけど、楽しかったです。
追跡ハイクも楽しめました。
カンガルートーストも上手に出来てよかったです。

4 組 くま
ぼくは、カブ隊の皆と最後の夏季舎営を仲良く楽しむ
ため、4 組組長として活躍出来たと思います。
４組 しか
4 年に１回のキャンプに行けてとてもうれしかったで
す。
歩き回って疲れた宝さがし、怖かった肝試しは特に楽
しかった。
買って行ったお土産を弟がとても喜んでくれてとても
うれしかったです。
4 組 しか

3 組 うさぎ
山が滑って怖かったです。あぶに噛まれて痛かったで
す。肝だめしは最 初は怖かったけど楽しかったです。
特に怖かったのは河西さんです。

ぼくは、このキャンプで、皆んなで 協力したら、楽し
くなるし、良い成 果を出てくると思います。3 泊4日宿
営は僕にとって、貴重な思い出になりました。

３組 うさぎ

4 組 うさぎ

コテージであまりねむれなくて、次の日のキャンポリ
ーのときちょっとねむくて本 気を出せなくてさんねん
だったけど楽しかった。

宝探しで一番早くもどれたから1 位だと思ったけど、お兄ち
ゃんのチームが 1 位だったからちょっとうらやましかった。
食どうで食べたバーベキューはとてもおいしかった。ロッヂ
の虫を友だちがたおしたのがおもしろかった。また行きたい
です。
4 組 うさぎ 草嶋海斗
宝 探しで 一 番 早くもどれたから1 位だと思ったけど、
お 兄ちゃんのチームが 1 位だったからちょっとうらや
ましかった。食どうで食べたバーベキューはとてもお
いしかった。ロッヂの虫を友だちがたおしたのがおも
しろかった。また行きたいです。

ボーイ隊
BS隊 カモメ班
「文明の力」
って素晴らしい！！
キャンポリーが終わり家に帰って食事やシャワーを浴
びてる時それを実感しました。キャンプの際は火は自
分 達で起こし、シャワーは三日目にやっと入れたとい
う状況を経 験したからこそこの事に改めて気付くこと
が出来ました。
今回のキャンプ、キャンポリーは前述の事柄に気付く
ことや小さい子をまとめる事、班員に指示を出す事に
よっての僕自身のリーダースキルの向上、そしてより
隊を越えての絆が生まれた事などとても意義があった
ものと思います。僕がボーイ隊カモメ班班長として活
動するのが残り半年。次のキャンポリーまであと五年。
これからも精進していきたいと思います。
BS隊 カモメ班
夏キャンは、昨年は受験で行けなかったので初めてだ
った。しかし今回は、バスで現 地までいけたので 行き
帰りは 疲 れなかった。一 番 疲 れ たのは、2日目、3日目
のキャンポリーだ。理由はカブやビーバーの世話をし
なければいけなかったからだと思う。だがいい経 験に
なったと思う。
BS隊 カモメ班
今回食事のカレーのおもてなしのもうひとつの一品を
チキンにして考えたんで すが、チキンが 足りなくて、
みんな分にいかなかったのが残念でした。この挽回の
ために、班キャンプの企画をがんばって食事などをス
ムーズに行ったり、火 起こしをもっとスピードを上げ
て行いたいと思います。
BS隊 カモメ班
今回はボーイで初めての夏キャンで、設営・徹 営や自
炊もあったので、かなり疲 れました。今 回は やはり、
発団６ ５周年のキャンポリーが一番楽しかったです。
その中でも一番 楽しかったのは、宝 探しでした。指 令
書にある暗号を解いて、埋められた金貨を探すのがと
ても楽しかったです。そして、今回僕が 入っていた赤
チームが 優 勝したのは、とてもうれしかったです。景

品でマグカップがもらえたのも、うれしかったです。来年の
夏キャンも楽しみです。
BS隊 オットセイ班
僕自身最後の夏キャンプは5 年に一度のキャンポリー
との同時開催で一生忘れないであろう思い出となった
…。班長として迎えたこのキャンプで自分自身のスキ
ルレベルを上げることが出来た。オットセイ班は人数
が多いため炊事をするにあたっても役割を持たない班
員又は何をすればいいかわからない班員が続出。僕自
身があえて役割を持たないことで年下の人に役割を持
たせ客観的な視点から班全体を見ることで的確な指示
を出し暇を持て余す時間を減らした。 続いては同時
開催の世田谷 5団結成65 周年記念キャンポリーについ
て だ。ビ ー バ ー、カ ブ、ボ ー イ 計 40人 を4 つ の チ
ームに分けたうちの赤チームのリーダに抜 擢された。
ビーバースカウト比較 すると歳の差は9 歳ほど。自分
の中での常識は彼らには通じない。また彼らの中の常
識も僕には理解しがたい。そんな中でいかにチームの
団 結 力を高めるかが 鍵となる。キャンポリー 一日目。
ジェスチャー伝言ゲームなどチームの団結力が鍵とな
るゲームが続き赤チームのスコアはぴんとこないもの
となってしまった。それは様々な年齢 層がいる中での
意思疎 通ができなかったからだ。ならどうすればいい
か？考えた先にあったのはポーイ以外のスカウトとの
コミュニケーション。一日目はボーイを除いた7人中3
人と親しい仲にまで発 展した。その夜の営火ではロー
バーの皆さんが一生懸命企画したであろう企画を盛り
上げることに専念した。ちょっと引いていたビーバー、
カブの子に一 緒に盛り上がってもらおうと努 力した。
2日目の宝探しでも敢えて自分の発言を小さい子でも親
しめる言 葉を多く使いコミュニケーションを取った。
各ブースで行われたイベントでもチームの団結力が光
った。しかしその 時 点 で の 順 位 は2〜3 位。最 後 のコ
スプレ大会ではカブスカウト同士が軽い口争いになっ
ていたが丸く納めビーバースカウトを見事なコスプレ
で立派な長 者へ。恐らくここで 優勝した。結果的にコ
スプレでのポイントが響き赤チームは優勝することが
出来た。全 体を通してリーダーで在り続けた今キャン
プ。ここで得たスキルを残りのボーイ隊生活で存分に
発揮したいと思う。

BS隊 オットセイ班
初めてのキャンポリー 。
宝探しやゲーム いろんな問題があって とても 楽しか
ったで す。ロー バ ー の 踊りもおもしろかったで す。5
年後 僕はベッチャーです。
BS隊 オットセイ班
五 年 前、僕 がまだ 7 才 の頃に参 加したジャンボリー。
その時とは、違った意気込みで今回のジャンボリーに
のぞみました。去年までは、ボーイの中で最年少と言
うこともあって、先 輩に甘えてば かりでした。しかし、
一年たった今では、僕にも後輩という存在が出来まし
た。僕 はとても良い 先 輩をみ て、育ってきました。な
ので、僕の後 輩にも、先 輩のきちんとした姿を見せら
れるように頑張りました。
今 回のジャンボリーは、とても面白くて、年 齢を超え
て、全ての隊とも親 交を深める事ができ、自分のこれ
からの活動に活かすことができる充実した日々でした。
そして、次のジャンボリーは五年後です。僕はベンチ
ャーになっています。今回とは違った目線で参 加しま
す。
BS隊 オットセイ
僕 は、初 め て の 夏 の キ ャン プ だ った。3 泊4日で、そ
のうち2日がキャンポリーだったので楽だったと思う。
でも、やはり生 活を4日間 子どもだけで するのは難し
い部分もあった。1日目は、朝の7時集合で、辛かった。
しかも、集 合の時が雨だったのでとても気落ちしてし
まった。でも、現 地に 着くと晴 れ ていて 安 心した。そ
して、早 速 テントの 設 営に 入った。でも、テントの 位
置と向きを班で間 違えてしまい苦 労した。そして、炊
事に入った。意 外とスムーズにできた。そのほかの炊
事も3日目の夜 以 外スムーズにできた。1日目の夜。思
っているより虫がいた。夜はなかなか寝られなかった
が次の日のためにも頑張って寝た。2日目。いよいよキ
ャンポリーがスタート。今までとは、立 場が 全く逆に

なり、下 級 生を引っ張ることの難しさを感じた。キャ
ンポリーでは、様 々な、ゲ ームなどが 開 催されるが、
僕たちのチームは、Ｂ Ｓ 隊が 3人という不利と言える
状 態でスタートした。でも、チームワークが 発 揮され
たか、なんだかんだで 勝 つことができた。夕方キャン
プファイヤーが 行われスタンツなどを披 露した。その
夜も前の日と同じような状況だった。しかし、3日目は、
体 力の差が 表れ 始め、歩くペースが 落ちてしまった。
でも、BS隊 がそれをカ バ ー できたので、何とかゴ ー
ルにたどり着いた。キャンポリーで 1 位を取ることは
できなかったけどいい勉強になった。その日の夕方か
ら、上の人 達 への食 事 作りが 始まった。しかし、山の
天 気 は、変 わりや すく大 雨になってしまった。でも、
苦労した後の食事はおいしく今までと比べてもかなり
おいしい方だった。そして4日目速 やかにテントをか
たずけ、バスに乗った。疲れがたまっていて寝ること
が できた。このキャンプ で、新しい 技 術も教わり、た
くさん勉強できた4日間だった。
BS隊 オットセイ班
僕 が、このキャンプ で「これ は 必 要 だな」と思ったこ
とは、物の整理整 頓です。狭いテントの中で色々な物
を出すと、他の人のスペースをとってしまう事がよく
わかりました。来年、後輩の前で整理整 頓が出来ない
と恥ずかしいので速めに直せるようにしたいです。

BS隊 トナカイ班

BS隊 トナカイ班

夏キャンプは初めてで、キャンポリーも初でした。テ
ントでは ３−４ 人 で 過ごし、とても広く感じました。
３−４人という少ない人数であった為、班員全員が気
を引きしめることが でき何 事も早く終 わりました。し
かし、個人的には、しっかり真 面目に行 動している時
と気を抜いている時のギャップが大きかったと思いま
す。そこに気をつけて行動していきたいです。

ぼくがこの四日間のキャンプで一番楽しかったのはキ
ャンポリーです。
いつもは交 流がない他の隊とも仲良くなれました。ミ
ニゲームや営火、宝 探しにBBQ、とってもおもしろい
ことばかりでした。その中でも一番の思い出はミニゲ
ームです。口ではなく体を動かしてジェスチャーで伝
えるジェスチャー伝言ゲームや軍手ものまねゲームな
どが 良かったで す。また、カブとはちがうテントの設
営に自すい、他の小さい子たちを引っ張っていく責任
など、いろいろな初めてのことをいっぱ いやり、とて
も良い経 験になりました。また、ぼくは 上 進したば か
りなの で、カブ の 子 たちに「あ、太 河」と気 軽 に 呼 ん
でもらえたのでとってもうれしかったで す。とっても
つかれたけど、とっても楽しい最高の思い出になりま
した。

BS隊 トナカイ班
今回の夏キャンプは僕が班長になってから初めてのキ
ャンプでした。それで一番思ったのは、班長は大変で
とても難しいという事 で す。なぜ かと言うと、班 のメ
ンバーに的確な指示を出したり、全 体をまとめたりし
なければならないからです。班員の時とは違い、責 任
感を持って行動する必要があるからです。その中で一
番心に残っている事は、三日目の夕食で作ったおもて
なし料 理です。たくさんの事を教えてくれたり手 伝っ
てくれたベンチャースカウトや、キャンポリーを企 画
したり盛り上げ てくれたロー バ ースカウト逹、そして
リーダーの方々に感謝の気持ちを込めて、カレーとフ
ルーツポンチを一所懸命 作りました。とても喜んでも
らえて嬉しかったです。キャンポリーでは、全 体ゲー
ムや宝探しをカブスカウトやビーバースカウトと一緒
に協 力して楽しむ事ができて良かったです。また5 年
後が楽しみです。

ローバー隊
ローバー隊 神田貴史
「バトン」
何から書けばいいだろうか。2017 年の上半期、キャンポ
リーがあまりにも私の中の多くを支配していた。この支配が
いつ始まったのか、今となっては分からないが、解放された
らされたでどこか寂しさも感じる。この寂しさが消えない内
に、今の感情を文字に残しておこうと思う。 私達の企画
したキャンポリーが終わり、はっきりと実感したことがある。
「 私 は楽しむ側から楽しませる側になった」
世田谷第 5団に入団して以来数え切れないほど多くの活
動やプログラムを体験したが、それらは体験「させてもらっ
ていた」
のであって、決してスカウトだけの力で自主
的かつ能動的に行われた活動ではなかったのだ。恥ずかし
ながら私は、つい最近までこんな簡単な事にも気付いてい
なかった。今回の企画を受け持って初めて、このことに気付
けたのである。
プログラム企画、タイムキープ、安全管理、組織への周知、
物品準備や現地アポ、そして何よりもスカウトが楽しめるか
どうか。これらすべてに別々の難しさがある。手間も時間も
信じられないほどかかる。にも関わらず、実際にプログラム
が行われるのは合計でも8時間程度。準備時間には到底及
ばない短い時間で終わってしまうのだ。 この事実が何を
示しているかというと、今まで私を含めたスカウトと関わっ
てきた全てのリーダーの陰の努力の大きさである。私達ス
カウトが楽しんでいた時間の何倍も、リーダー達は準備に
時間を割いていたのだ。これに気づいた時、今の自分の立
場は周りのリーダーによって用意されたものだと理解した。
そして同時に、自分が立つこの立場に責任を感じた。これか
らは 私 が下のスカウトを「楽しませる側」になる。いや、な
らなければいけない。 さくら2017 年4月号で書いたように、
新しい「世界」へ踏み出すこと。そうすることが、今までのリ
ーダーの方々へ少しでも恩返しをする最善の方法であり、
「大人になる」
と
私 の責任なのだ。それはもしかしたら、
といった言葉で表明されるのと同じ種類の決
か「親になる」
意なのかもしれない。準備から本番まで、キャンポリーを通
して様々な人と関わったが、一番長く準備期間を過ごした
のはやはり同じローバーである3人の仲間である。おそらく
この文章を彼らも読むので恥ずかしい気持ちはあるが、こ
の際書いてしまおう。正直に言おう。企画の駆け出しの段階
では、ローバーの3人に苦労させられた。日程調整が出来な
い。会議には来ない。LINEで疑問形で質問をしても誰から
も返信が無い。OKかNGかもわからない。珍しく反応があ
っても、それに返信をするとまたしばらく反応が無い。全く
話が進まなかった。この段階では、キャンポリーはボロボロ
の失敗に終わるだろうと本気で思っていたし、1人で全てを
背負っている気がしてイライラしていた。 そんなイライラ
の中、はじめて自分を含めた4人全員が揃ったのは本番ま
で 2ヶ月前の6月7日。そこから少しずつ状況は好転した。
実際に顔をつきあわせると、LINEとは違って3人の意志が
伝わってくる。話し合いが進み、具体的な仕事を割り振れた。
リーダーのアドバイスのもと買出しや下見にも行けて、やっ
となんとかできそうなレベルにまで企画が進んだ。 しかし
ディテールがまだ甘く、本番 5日前の7月31日夜にまだやっ
ていない事をリストアップした時点で、状況のマズさに気が
つく。なぜこのような事態に陥ったかといえば、直接会って
と
会議を行うのが遅れたからである。私が見ていた「世界」

ローバーの3人が見ていた「世界」に、大きなズレがあった
のだ。当然である。人それぞれの「世界観」は違うのが普通
だからだ。しかし、同じ目的に関わる仲間の間には、共有し
た方が良い「世界」は確実にある。ほとんどの実行委員会議
に出席し具体的な話し合いを進める私と、会議に出ないまま
私からの情報だけで仕事をする3人。これでは企画も進む
はずがない。私の情報共有がもっとまめであれば、あるいは
もっと早くに直接顔を会わせておけば、本番直前の混乱は
簡単に回避できたかもしれない。私達が何よりもまず最初に
「世界観」のすり合わせ
やるべきは、キャンポリーに関わる
本番直前4日前の8月1日、後発組に多く
だったのだ。
の残作業を託して、翌 2日に出発。正直この段階では、まだ
不安でいっぱいだった。企画の細かい部分を全て現地に入
ってから作り上げた。その2日間は凄まじく忙しかったが、そ
のときになって初めて、他の3人と自分とが同じレベルでキ
「世界」を共
ャンポリーを作っていると感じることが出来た。
有していると思えた。この団結した期間で準備は非常に効
率よく進み、その甲斐あって、細かいミスはありつつも企画
は成功を収めた。
私は勝手に、たったひとりで企画を作っていると思い込
んでいた。しかしそれは間違いだった。私は背負い過ぎてい
たのである。
「世界」
を独占していたのである。 私からの報
告・連絡・相談が少ない中、ローバーの3人はそれに文句も
言わずに、私が頼んだ仕事をかなりのクオリティで完成さ
せてくれた。 はっきり言おう。このキャンポリーは、山根・
松谷・清水のどの1人が欠けても成功しなかった。私は本当
にこの3人に助けられたし、迷惑もかけた。感謝してもしき
れない。ありがとう。 今回のキャンポリーは、当然のこと
ながら、まずは楽しむスカウトの為に開催された。しかしそ
れと同じくらいに、企画するローバースカウトの為に開催さ
れたと思っている。そのおかげで、 私達 はついに楽しま
せる側の「世界」へと歩みを進めたのである その第一歩と
なったキャンポリー。出来栄えは自己採点では60 点だが、
みなさんは何点だっただろうか？ それが高得点であること
を切に願う。
追記：今回のキャンポリー企画と運営に関しまして、たい
へん多くの方からご指導・ご協力を頂きました。本当にあり
がとうございました。未熟な私達 4人ですが、これからも宜
しくお願い致します。

ローバー隊 山根徳仁
「ゲームを作る側」
平成29 年度世田谷第 5団発団65 周年記念キャンポリ
ー 、この文字列は私の脳裏に今も様々な情景をよぎらせる。
ボーイスカウトの5 年に1度の大規模な行事が、私の2017
年夏の思い出の数十ページを埋め尽くした。 まず、半年
以上前からキャンポリーの準備をしてきたリーダーの方々、
育成会のみなさん、そしてローバー隊の仲間に「お疲れ様
でした」
と言いたい。キャンポリーを終えた瞬間、嬉しさより
も安堵する気持ちがこみ上げてきたのを覚えている。とにか
く、大変だったのだ。とは言え、キャンポリーが終わって3
週間が経った今、嬉しさが徐々に増してきている。多くの仲
間と共に1 つのことに取り組んで成功させた喜びは、ジワジ
ワと何かがこみ上げてくるようであり、また同時に少しこそ
ばゆくもあり、何とも言えない感情である。ふと、自分がボ
ーイ隊だった時のことを想う。キャンプや山登りなど、楽し
い活動ばかりだった。しかし今から考えると、それはリーダ

ー達が活動場所や活動内容を計画し、私達がそれを計画
「ゲーム」を作るのはリーダ
通りに行うということであった。
「プレイヤー」であった。
ーで、スカウトは「ゲーム」の単なる
もちろんボーイ隊にも、班キャンプなどスカウトが主体的
に「ゲーム」を作る側に回る活動内容はある。いやそれどこ
ろか、ボーイスカウト活動は本来的にスカウト自身の自主性
が駆動力である。しかし、ボーイ隊のスカウトが作るのは、
あくまで自分達のための「ゲーム」であった。今回のキャン
ポリーにおける私達ローバー隊の役割はそれとは違う。私
は初めて、他人のための「ゲーム」を作る側になったのだ。
ミニゲーム、キャンプファイヤー、宝探しなど、色々な「ゲー
ム」を計画することになった。単にこれらを淡々とこなせば
良いというものでは無い。いかにスカウト達の一体感を演出
し、没入感を引き出すかがカギである。怪我などに対しては
責任を持たなければならないし、想定外のことも起こるかも
しれない。様々な不安があった。にも関わらずキャンポリー
運営をやり遂げられたのは、ローバー隊の仲間と一緒だっ
たことはもちろんだが、もう1つ、今やっているアルバイトの
経験が大きかった。
今のアルバイトでは子供達と関わることが多い。彼らと触
れ合うときのポイントは何か、アルバイトを通して学んだ結
果、以前と比べて子供達とコミュニケーションを取るのが
楽しいと思えるようになっている。さくら2017 年3月号では
ボーイスカウト活動の経験がアルバイトで役に立ったこと
を書いたが、今回は逆にアルバイトの経験がボーイスカウ
ト活動に役立ったのだ。 キャンポリー本番は天候がずっ
と不安定だったが、普段交流する機会の無いビーバースカ
ウトやカブスカウトとたくさん関わることが出来て、天候な
ど気にならないほど楽しい時間を過ごせた。それは、アルバ
イトの経験が私の心の状態を準備してくれていたからだと
（= 計画）
を
思う。 今回痛感したのは、作られた「ゲーム」
「ゲーム」を作る
（= 計画する）のと
そのまま実行するのと、
では、苦労に雲泥の差があるということだ。リーダー達の苦
「ゲーム」
労には本当に頭が下がる。しかしそれと同時に、
を作る側の喜びも知ることが出来た。卑近な例だが、スカウ
トの皆も良くやるであろうテレビゲームだって、単にそれを
遊ぶプレイヤーと、それを作るクリエイターとでは、全く異
なる楽しみや喜びがあるのだろうと思う。その中でも、何か
を創り出せることの喜びは大きいだろうけれども、私にとっ
ては自分が作った「ゲーム」でスカウト達が楽しんでくれた
ということの方が嬉しかった。彼らが盛り上がっているのを
を作る側になるのも悪くないなと思えたのだ。
見て、
「ゲーム」
「ゲ
ローバースカウトの年齢は、
「ゲームプレイヤー」から
ームクリエイター」へのシフトを進める段階だと思う。アル
バイトは、学生というインプットする側から社会人というア
ウトプットする側への移行の練習場所だとも言える。その意
味で、今回の経験は、今後ますます活かせる機会が増えて
いくだろう。 次のキャンポリーがさらに良いものになるで
あろうことを楽しみにしている。

ローバー隊 清水虎之介
「ファイヤー企画と地図作成」
3回目の参加となった今回の世田谷第 5団65 周年キャン
ポリー，僕は初めて運営側としての参加となりました。この
キャンポリーで僕が担当したのは，キャンプファイヤーの企
画と宝の地図の作成です。ここではこの2つについて，さく
ら2017 年5月号に投稿した内容と関連させて書きたいと思
います。

キャンプファイヤーでは，さくら5月号で僕が精神面の能力
ことを実践できました。
として挙げた「とにかく諦めない」
ファイヤーの企画は順調ではありませんでした。キャン
ポリー本番 3日前に僕が現地入りした段階で細部が決まっ
ておらず，宝探しの準備などで忙しかったため詳細を詰め
るのは後回し。リハーサルの段になっても曲やゲームの数
を減らしたり順番を変えたりと，直前までバタバタしていま
した。そんな混乱の中始まったキャンプファイヤー。入場で
の段取りが悪く，案の定グダグダな雰囲気になってしまい，
先行きがとても不安でした。
しかし，僕はそこで諦めませんでした。なんとかして場を
盛り上げようと声を張り上げ，ゲームや歌や進行に努めた
のです。その甲斐あってか，最終的に良い雰囲気の中キャ
ンプファイヤーを締めくくることが出来ました。
ファイヤーを進行させるとき，声を出す最初の1人になる
のは勇気がいります。入場のようにグダグダになったらどう
しようかと，不安な気持ちにもなりました。でも，諦めずに声
を出し続ければ，リーダーやローバー隊の仲間が助けてく
れます。ゲームや歌の輪に飛び込んできてくれます。その信
頼関係が無ければ，キャンプファイヤーの成功は有り得な
かった。諦めない気持ちが，仲間の協力を呼び，成功を引き
寄せたのです。
つづいて地図作成では，さくら5月号で僕が勉強面の能
力として挙げた「地図の知識」が当然のことながら役に立ち
ました。 デジタルで地図を描く能力がこれから先必要に
なると大学で聞いていたこともあり，今回初めてWordでの
地図作成に挑戦しました。少し失敗したところもあるものの，
おおむね納得のいく地図が出来たと思っています。結果，迷
子になるチームもなく無事に宝探しゲームを終えられまし
た。 地図を作成するときには，どんな情報を書き込むか
が重要です。情報は多ければ多いほど良い，というわけには
いきません。その気になれば，地図に書き込む情報は際限な
く増やしてしまえるからです。ですから，目的に対して必要
な情報だけを載せて，不必要な情報は削除した地図が「良
い地図」
と言えます。車を運転するときには交差点や道路の
名前が載っている地図，山登りをするときには等高線が載
っている地図，そして今回のようにビーバーやカブが宝探し
するときには出来るだけシンプルで，しかし立ち入り禁止の
場所はちゃんと示されている地図が「良い地図」なのです。
ビーバーやカブの気持ちになって，彼らが迷子にならな
いようにするにはどうしたら良いか考えて地図を作ったこと。
また，デジタルで地図を描く難しさを経験できたこと。これ
らは今後の学生生活で地理学を学ぶときにも役に立つと思
います。 今回のキャンポリーを通じて，企画を担当するこ
とがこんなにも大変なのかということを痛感しました。しか
しその中で，これまでにボーイスカウトで学び経験してきた
精神力やスキルが武器となって自分を支えてくれたことも
確認できました。これからは企画をする立場になることがま
すます増えると思うので，自分の得意分野をさらに活かせる
よう，また，もう少し入念に準備出来るよう，反省して次に繋
げていきたいと思います。 最後に，何十人もの人を動か
す今回のような大きな企画に少しでも関われたのは貴重な
経験でした。ボーイスカウトを続けていて本当に良かったと
感じたこの夏は，きっと一生の思い出になるでしょう。

ローバー隊 松谷康太郎
「私がキャンポリーで学んだこと」
想像以上に大変だった。
吾輩はボーイスカウトである。そしてローバー隊に所属し
ている。今回のキャンポリーで、ローバー隊はイベントの企
画運営を担当した。それがまさかここまで大変だとは…。
まず最初に、キャンポリーの大まかなテーマを考えるところ
から始めた。が、そこからもう難航した。5 年前のキャンポリ
ーのクオリティが高かったので、それ以上のものを作らなけ
ればならないという高いハードルが、我々を苦しめたのだ。
しかし、決まるときは一瞬だった。今回のキャンポリー開
「長者」をキーワードに組み立
催地は「長者の森」
。ならば、
「長
てていこう。最初は安直に思えたが、後になってみると
者」
というのはなかなか良いテーマ（コンセプト）だったよう
。10 年前
に思う。そしてもう1 つ決まったテーマは「宝探し」
茨城でやったキャンポリーのリバイバルだ。こちらも、よく
「長者」
との相性が良かった。 テー
ある発想ではあるが、
マは決まったものの、内容は未だスカスカで、なかなか前に
進まなかった。紆余曲折を経て、やっと全体の流れを決め
たのが本番 2 週間前。そこから本番まで、買い出しや担当者
決め等やらなければならないことは膨大にあり、急ピッチで
準備を進めなければならない。しかも7月下旬はローバー隊
全員、大学の試験期間と重なっていたため、事態は恐ろしく
切迫していた。1 週間前からはまさに修羅場。比較的早めに
試験を終える神田と清水がキャンポリー本番 3日前に現地
入りすることになっていたので、前日まで試験がある私も含
め、キャンポリーに参加する4人全員が 4日前にファミレス
に集まった。そこでやり残した仕事の確認やキャンプファイ
ヤーの構成、そして妙にハイテンションになっていた我々は
「長者ダンス」をその場で創り上げ、翌日神田と清水は現地
へ出発した。私はと言えば、試験勉強で忙しくほとんど手伝
えなかった分、本番でとにかく頑張ろうと思っていた。
そして本番。絶対ボロが出ると思っていた。そして案の定
所々でボロが出た。しかし、やりきった。私は長者を演じき
った。神田も語り部を演じきった。キャンプファイヤーでは
全員で声を張った。今から振り返るとまるで一瞬の夢のよう
な、高揚の中でガムシャラに動いた2日間だった。終わって
から分かったことがたくさんあった。ビーバーやカブのスカ
ウト達が何を考えているのか。安全面で何に気をつけなけ
ればならなかったか。自分にはどんな役割があったのか。ど
んな役割を引き受けるべきだったのか。様々なことを学んだ。
大きな行事がある度に、リーダー達がこれだけ大変な思い
をしていたのだということを知った。次はあまりやりたくない
というのが、終わった直後の正直な気持ちだ。しかし同時に、
世田谷第 5団の未来を担う私たちがやらなければ、という使
命感のような想いも芽生えた。将来、就職して仕事で忙しく
なると思う。さくら2017 年2月号に書いた、成人式のような
大事なイベントを休んでまでボーイスカウト活動に行くよう
なことは、様々な意味で難しくなるだろう。それでも、ボーイ
スカウトを続けていきたいと思う。キャンポリーの伝統を守
っていきたいと思う。あれだけ大変だったにも関わらずそう
思えていることが、この夏最大の収穫だったのかもしれない。

ローバー隊 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ン
―観察と推論―（第 7回/ 全 8回）
ひとつ予言をしましょう．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
月の発表をお楽しみに！
（つづき）
10. アインシュタインの重力
皆さん，65 周年キャンポリーは楽しかったですか？ キャ
ンプファイヤーの最後でガリ勉がした，宇宙の話と人々や
社会の繫がりの話を覚えていますか？ あのとき語られた宇
宙の星々のパターンの話は，専門用語で「宇宙の大規模構
と呼ばれているものです．そし
造」あるいは「宇宙の泡構造」
てこの「宇宙の大規模構造」にアインシュタインが考えた重
力の話が密接に関わっていることは，皆さんにもなんとなく
想像がつくのではないでしょうか？
B-Pからアインシュタインを導き出そうとする本エッセイ
も残り2回（最後にまとめ回も用意しているので，それも入れ
．そして，2017 年のノーベル物理学賞発表ま
ると残り3回）
．こ
では残り1ヶ月
（今年の発表は10月3日に決まりました）
の連載に一体どれだけの人が付いてきてくれているのか謎
ですが，今回はいよいよアインシュタインの重力の話です．
アインシュタインの物理的美に対する感受性が最も発揮
されたのが，特殊相対性理論の発表から11 年後の1916 年
に完成した一般相対性理論です．多くの物理学者が「最も
と呼ぶ「作品」です．このときアインシュタ
美しい物理理論」
インは37 歳，B-Pは59 歳で第 1回世界ジャンボリーが開催
される4 年前のことでした．
一般相対性理論は重力の理論です．しかし重力の理論と
言えば，今までに何度も紹介したニュートンの重力理論が
既にあります．何故，ニュートンの重力理論とは別の重力理
論をアインシュタインは考えたのでしょう？
普通に考えると，ニュートンの重力理論では説明できな
い自然現象が発見されたので，それを説明するために新し
い重力理論が必要とされたのだろうと想像されます．しかし
違うのです．
アインシュタインが新しい重力理論，すなわち一般相対
性理論を作ろうとしていたとき，人類はニュートンの重力理
論では説明できない現象として水星の近日点移動の観測値
がニュートン理論とズレることを知っていました．しかし，そ
のズレを解消することがアインシュタインのモチベーション
だったわけでは無いのです．さらに言えば，もし新しい重力
理論を作るときの目的が「水星の近日点移動の観測値のズ
レを解消すること」にあったとしたら，アインシュタインは一
般相対性理論に到達できなかったでしょう．
では何がモチベーションだったのか？ その答えこそが
という信念だったの
「物理法則は美しくなければならない」
です．

アインシュタインには，ニュートンの重力理論よりももっ
と美しい重力理論があるはずだという確信がありました．
という
「水星の近日点移動の観測値のズレを解消すること」
「美しい重力
実用・実践に関するモチベーションではなく，
という理論的美意識に関わるモチベー
理論があるはずだ」
ションが出発点にあったからこそ，アインシュタインは一般
相対性理論に到達することが出来たのです．
先月のさくら8月号：
【 9. アインシュタインの思考実験と
美意識】で述べた通り，特殊相対性理論は時間と空間を同
じように扱いました．では，一般相対性理論では何と何を同
じように扱ったのでしょうか？
それはアインシュタイン自身が「生涯最良の名案」
と呼ん
だアイデアと，そのアイデアを思いつくときに行った思考実
，そして
験に関係しています．アイデアの名前は「等価原理」
そのとき行った思考実験は「箱の中に立っている人間」でし
た．
何を言っているのでしょうか？
「箱の中に立っている人間」の思考実験とは，次のような
ものです．エレベーターの中にいる人を想像してください．
最初止まっていたエレベーターが上昇し始めると，中の人
は床に押し付けられるような力を感じます．この感覚は，一
度でもエレベーターに乗ったことがあるなら皆知っている
はずです．これは普通，加速度（によって発生する慣性力）
を感じていると解釈されます．しかし，次のような解釈も有
り得るのではないでしょうか？ すなわち，エレベーターはず
っと止まったままで，中の人にかかっている重力が突然強く
なったのだ，と．
あるいは，エレベーターを吊るしている紐が切れたときの
ことを想像してみましょう．このとき，中の人はエレベーター
の箱と同じ速度・同じ加速度で落下するので，あたかも重力
が消えたかのように感じるはずです．つまり，エレベーター
が地面に激突するまでであれば，エレベーターは止まった
まま中の人にかかっている重力が突然無くなったという解
釈もあり得ます．実際，NASAは飛行機を高高度から自由
落下させて無重力状態を体験させるという宇宙飛行士の訓
練を行っています．
以上の「箱（エレベーター）の中に立っている人間」の思
「箱の中に立っている人間にとって
考実験から分かるのは，
は，箱が突然上下に動き出したのか，それとも重力が突然強
という
くなったり消えたりしたのか，原理的に区別できない」
ことです．これが，アインシュタインの等価原理です．
最初の疑問に戻りましょう．アインシュタインは一般相対
性理論で何と何を同じように扱ったのか？「加速度による
力（慣性力）」
と
「重力」を同じように扱ったのです．そしてこ
の等価原理を基礎の1つにして，アインシュタインの美意識
を満足させる美しい重力理論を導いたのです．
一般相対性理論では重力をどのようにして考えるのか，
少し見てみましょう．1905 年に特殊相対性理論を発表し，
それを受けて1907 年に数学者のヘルマン・ミンコフスキー
が時空（ミンコフスキー時空）の考え方を発見したことによ
って，アインシュタインは既にこの宇宙が時空によって説明
されるということを知っていました．そしてその延長で，一般
相対性理論では重力を
「時空の歪み」
として説明したのです．

「時空の歪み」
とは一体何のことでしょうか？ このことを
【 9. ア
理解するのはかなり大変です．先月のさくら8月号：
インシュタインの思考実験と美意識】で，特殊相対性理論
は中学生レベルの数学の知識があればかなりの部分理解
できるといいましたが，一般相対性理論はそうはいきません．
大学生レベルの，それもかなり高度な数学を使いこなさなけ
れば，
「時空の歪みで重力を考える」
ということの意味を理
解することは出来ません（ただし，大雑把なイメージであれ
「一般相対性理論」
で Googleの
ば絵で掴むことは出来ます．
．
画像検索をしてみてください）
では，その高度な数学とは何か？ それこそがさくら6月
号：
【 6. 論理 = 演繹 = 推論と幾何学】で紹介した「曲面上の
幾何学」であるところの非ユークリッド幾何学の1 つ，リー
マン幾何学です．一般相対性理論の中身の半分はリーマン
「一般相対性理
幾何学だと言っても良いくらいなのです（
論」のGoogle 検索画像を眺めればすぐに，重力を「時空の
「曲面上の幾何学」
歪み」
として説明する一般相対性理論が，
であるリーマン幾何学によって記述されることのイメージを
．
掴めると思います）
リーマン幾何学は大変に難しい．アインシュタインも自ら
のアイデアをきちんとした物理理論にするため，1854 年に
ベルンハルト・リーマンによって確立されたリーマン幾何学
を苦しみながら猛勉強しました．次のようなアインシュタイ
ンの手紙が残っています．
「現在，もっぱら重力の問題を考えています．1 つ確かなこ
とがあります．これまでの人生で，これほど一生懸命に研究
に励んだことはまったくありませんでした．数学に畏敬の念
を抱くようにもなりました．その巧妙な部分を，ここに至るま
で，愚かにも単なる装飾品とみなしておりました．この問題
に比べれば，最初の相対論（特殊相対性理論）は子供の遊
びです」
手紙の中の「その巧妙な部分」
とは数学の中でも非常に
高度で抽象度の高い分野のことを言っており，具体的には
リーマン幾何学のことを指します．一般相対性理論（= 重力
の問題）を考える前のアインシュタインは，そのような高度
な数学は確かに美しく素晴らしいものではあるけれども，物
理学という実践には役に立たない，つまり実用的ではないと
「愚かにも」考えていました．スカウトの皆も学校で勉強する
「こんな難しいことやって何の役に立
算数や数学について，
つのか？」
と感じたことがあるのではないでしょうか？ レベ
ルは違いますが，アインシュタインも似たようなことを思っ
たのです．
しかし一般相対性理論を考えるにあたり，アインシュタイ
ンはそのような判断が間違っていたことを認めました．つま
りリーマン幾何学のような，一見して実践には役立たないよ
うに思える高度で抽象的な数学理論が，実は重力の理論に
使えることに気付いたのです．いや，さらに言えば，これは
実際に一般相対性理論を学ばなければなかなか分からない
と
のですが，リーマン幾何学が重力の理論に「宿っている」
いう感覚をアインシュタインは得たのです．これは，これま
と
でに何度も紹介してきた「自然の中に数学が宿っている」
いう，あの神秘的な感覚の最も素晴らしい例です．これをア
インシュタインは「数学に畏敬の念を抱くようにもなりまし
た」
と表現したのです．

ちなみに，現在では一般相対性理論はアインシュタイン
が作ったことになっていますが，かつて数学者のヒルベルト
とアインシュタインの間に「どちらが一般相対性理論を先に
といういわゆる
「先取権論争」がありました．さ
作ったのか」
【 7. 数学の自由】で，数学の自由さを徹底的に
くら7月号：
と呼ばれたと紹介した，あのヒルベ
追求し
「現代数学の父」
ルトです．先取権論争は1997 年のレオ・コリー，ユルゲン・
レン，ジョン・スタッチェルの論文「ヒルベルト-アインシュ
（https://
タイン先取権論争の遅ればせながらの判定」
www.researchgate.net/publication/27276021̲
Belated̲Decision̲in̲the̲Hilbert-Einstein̲Priority̲
「一般相対性理論はアインシュタイン
Dispute）によって，
ということで解決しています．ただし
が単独で完成させた」
ヒルベルトが一般相対性理論に貢献したことは確かで，そ
という言葉
れは例えば「アインシュタイン・ヒルベルト作用」
に残っています．20 世紀最大の数学者とも言われる天才ヒ
ルベルトの，次のような言葉が残っています．
「ゲッティゲンの道を歩いている誰をつかまえてもアイン
シュタインより4 次元空間についてよく理解している．…と
ころがそれにもかかわらず，あのような仕事（一般相対性理
論）
をやったのはアインシュタインであって，数学者ではな
かった」
ヒルベルトは大数学者ですから，論理 = 演繹 = 推論
（deduction）の達人でした．そんなヒルベルトが悔しさをに
じませつつこのようなことを言ったのです．一体アインシュ
タインの何が，他の偉大な数学者や物理学者と比べて優れ
ていたのか？ それこそがここまで説明してきたアインシュタ
（思考実験による）圧倒的な推察力（= 観
インの2 つの特徴：
察 + 推論）
と，物理的な美に対する感受性だったのです．
ここで，アインシュタインの仕事と，観察と推論あるいは
理論と実践とがどのように関係しているのか，整理しましょ
う．
アインシュタインはリーマン幾何学を使って一般相対性
理論を作りました．この意味では，リーマン幾何学が「理論」
で一般相対性理論が「実践」です．では，この理論と実践と
を結びつけるためにアインシュタインが行った観察と推論
は何だったのか？ それこそが思考実験と数学的演繹です．
そして，アインシュタインが思考実験と数学的演繹の入り混
を行ったときの最大のモチベ
じった「推察（= 観察 + 推論）」
ーション，すなわちアインシュタインの物理学者としての信
という美意識
念が，
「物理法則は美しくなければならない」
です．リーマン幾何学（理論）が一般相対性理論という重力
ということは，理論と実
の理論（実践）の中に「宿っている」
践の結びつきの最も深遠な例です．そしてこの神秘に近づ

くためには，推察力（洞察力）
と美意識（感受性）の両方が必
要だったのです．
1 つ具体例を挙げましょう．一般相対性理論がスカウトの
皆の身の回りで応用（実践）されている例です．それは，自
動車やスマートフォンに搭載されている機能，GPS（Global
Positioning System）です．
詳しい仕組みは説明しませんが，GPSはGPS 衛星および
に搭載された時計を使ってい
受信機（スマートフォンなど）
ます（細田守監督のアニメ映画『サマーウォーズ』にGPSの
．この時
原子時計の話が出てくるのを思い出してください）
と言うときにはこの漢字を使いま
計で計る
（時間を「はかる」
す）時間はとても精確である必要があります．何せ100 万分
の1 秒，つまり0.000001 秒ズレただけで，地図上の位置が
300メートルもズレてしまうのです．これほどの精度が求め
られるので，GPSにおいては地球の重力による時計の遅れ
が問題となります．強い重力下で時計はゆっくり進むことが，
一般相対性理論から出てくるのです．GPSはこの問題を考
慮してシステム設計されています．
21 世紀の日本に生きる我々は，日常的にGPSを便利に使
っています．しかし，GPSの仕組みやその背景にある一般相
対性理論を理解している人は少ないでしょう．そんなことは
理解しなくても，とりあえず GPSは使えるからです．それで
も忘れてはいけないのは，GPSを考案し作り上げた人が確
かにいるということです．当たり前のことですが，いくらGPS
を普段から使っていても，GPSを作る能力は身につきませ
ん．GPSを使うこととGPSを作ることとは，全く別の能力で
す．
ボーイスカウトではシルバーコンパスを使います．スカウ
「スマホで GPSが簡単に使えるんだから，
トの皆の中にも，
と
なぜ今どきこんな原始的な道具を使う必要があるのか？」
疑問に感じる人がいるかもしれません．この疑問は一面では
正しいと思いますが，そんなに単純な話では無いということ
も理解しておくべきです．シルバーコンパスの練習をすると
きに，スカウトは一体何を習得しようとしているのか？ シル
バーコンパス自体の使い方を習得することはもちろんです
が，もっと抽象的なスキルを地図や地形を舞台にして習得
することこそがより重要なのです．その抽象的スキルとは…
ここまで読んでくれていれば，その答えは分かると思います．
アインシュタインが GPSを日常的に単に使う
「だけ」の人
間であったとしたら，きっと一般相対性理論を生み出すだけ
の抽象的な能力は身につけられなかったでしょう．アインシ
ュタインの時代にGPSはありませんから，これはもちろん比
喩ですが．

あるいは，この2017 年さくら9月号に載っているローバー
スカウトの4 本のエッセイを読んでみてください．4人とも，
リーダーが計画したプログラムを単に実行することに比べ
（キャンポリー）
て，スカウト達が安全に楽しめるプログラム
を計画することがいかに大変であるかについて書いていま
となったときに役に
す．と同時に，そのような「作り出す側」
立つ抽象的なスキルについて，明に暗に述べています．本
エッセイと4人のエッセイのこのシンクロは偶然ですが，本
エッセイで私が示そうとしていることを，ローバースカウト
の4人は別の仕方で表現しているのです．

アインシュタインが「箱（エレベーター）の中に立ってい
る人間」の思考実験によって「生涯最良の名案」である等価
原理を思いついたのは1907 年，それから9 年間をかけてリ
ーマン幾何学などを猛勉強し，一般相対性理論の完成にこ
ぎつけたのは1916 年です．これは，B-Pが『Scouting for
「無
Boys』を著し，ブラウンシー島で実験キャンプを行い，
名スカウトの善行」などを通して世界中にスカウト運動が広
まっていった時期と重なっています．このシンクロもまた偶
然なのはもちろんですが，観察と推論にかこつけてこの2 つ
の歴史の関連性を夢想するのは，それほど無意味なことで
はないと思います．
（つづく）

会議報告
〈育成会報告〉
8 月 5 日 ( 土 )～6 日 ( 日 ) キャンポリーにて
・長者弁当の短冊の作成
・スープ作りや配膳等、食事準備のお手伝い

会議予定
9 月 10 日 ( 日 ) 第 3 回育成会役員会

10 時〜

尾山台ロイヤルホスト

〈育成会より〉
10 月 21 日 ( 土 )22( 日 ) の両日、今年も尾山台ハッピーロードフェス
ティバルに参加いたします。例年の交通整理と並行して、5 団として
ブースを設け、活動内容を説明したり、新たなスカウトを募集したり
と広報活動を行う予定です。
スカウト達にも協力してもらい、盛り上げてもらおうと考えておりま
すが、ぜひ保護者の皆さまにもお手伝いをお願いしたく、別途メール
にてお願いさせていただいております。
12:30〜17:30 で交代しながらブースにつき、また 17:00 から交通整
理も担当します。お父さま方のご参加大歓迎です。ご協力よろしくお
願いいたします。
ご意見、ご質問がありましたら、いつでも連絡係までご連絡ください。

