講演論文

サイエンス作家から見た﹁昨今の宇宙論あれこれ﹂

薫

家というわけではありません︒大学院では素粒子論︑主にヒッグ

内

こんにちは︒今日は﹁宇宙の起源﹂と題して︑サイエンス作

ス粒子の研究と︑それから︑超ひも理論︵超弦理論︶の宇宙論を

竹

家の目から見た宇宙の話をさせていただきます︒今︑ご紹介があ

勉強しておりました︒現在︑

の広報関係の委員をやらせ

りましたが︑東大の教養学科というところで︑科学史︑科学哲学
て︑今日は多少そういう意味で緊張気味なんですが︵笑︶
︒先生

を勉強していた時に︑伊東先生の授業を取らせていただきまし

た宇宙﹂ということでお話をさせていただこうと思います︒

までも﹁サイエンスコミュニケーションをやっている人間から見

ていただいている関係で︑宇宙とは結構縁が深いのですが︑あく

で︑今日はこの後の質疑応答︑それからその後︑講演の後の懇親

実在論と実証論

八九

と︑大まかに二種類のタイプの方がいらっしゃいます︒まずは︑

宇宙に関して考えている物理学者とか天文学者の方を見ている

さて︑科学者のタイプ︵類型︶の話から始めたいと思います︒

作家活動に入ってしまいまして︑そういう意味では︑宇宙の専門

宇宙の起源ということなんですが︑私は大学院を出て︑すぐに

会も非常に楽しみにしております︒

すが︑もう一度数え直してみたら三一年ぶりですね︒ということ

とお会いするのが先ほど二九年ぶりというふうに申し上げたんで
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在します︒人間も実在します︒そこからさらに多少話が飛ぶんで

﹁実在論﹂という考え方を基にしている方々で︑基本︑宇宙は実

す︒この方には︑いろいろな名言がありますが︑
﹁神は老獪にし

けません︒アルベルト・アインシュタインは完全に実在論の人で

あと︑今日出てくるお話では︑アインシュタインを忘れてはい

九〇

すが︑多分︑神様も実在するかもしれないとか︑そういった人生

て﹂など︑神様に関する言葉もたくさんあります︒

神もしくは超越的存在をどう考えるか

観︑世界観で生きている方々︒
もう一つは﹁実証論﹂という名前が付いています︒これは実在
云々についてはあまり気にしない︒何かが実在するとか︑現象の

さて︑ Nature
という科学専門誌がございます︒これは一〇年
ぐらい前ですが︑この雑誌が欧米の科学者を対象にアンケートを

背後に本当は何があるのかという﹁本当は﹂というところは︑も
う問わないんです︒基本的に数式がまずあります︒その数式か

んな結果だったと思われますか？

取ったんです︒
﹁あなたは何らかの形の神を信じますか﹂と︒ど

ですと︑そういう方々です︒この実証論の

ら︑ある予測が出ます︒実験とか観察をした結果︑その数値が合
いました︒それで

といっても︑これは想像もつかないと思いますが︒一応︑欧

ますが︑この方はどちらかというと︑実証論︒実際に︑ホーキン

そのお弟子さんに当たるスティーヴン・ホーキングという方がい

ローズという方がいますが︑この人は実在論の方です︒それから

今日︑これからご紹介する物理学者の中では︑ロジャー・ペン

を超えた生命体でもいいんです︒あるいは宇宙そのものでもいい

宇宙の元になった︑宇宙を作ったであろう︑非常に知的な︑人類

っても︑人間の顔をした神様である必要はないんです︒何かしら

信じている﹂と答えたのです︒もちろん︑神様を信じているとい

と︑半数ぐらいの科学者が﹁何らかの形で自分は神という概念を

米の科学者ということで︑キリスト教圏と考えてください︒なん

グ博士は︑悪名高いのか有名なのか分かりませんが︑無神論者な

のかもしれません︒何らかの形での︑超越的な存在を信じるかと

0 0 0 0 0 0

んです︒ですから︑そこで実在というものを考える学者の方と︑

と答えています︒

いう問いに対して︑科学者の方々が︑やはり半数ぐらいは信じる

ます︒

実証できればいいんだという考え方の方に︑非常に大きく分かれ

たところにはあまり踏み込まない︒

方々は︑宇宙は誰が作ったかとか︑神様がいるのかとかそういっ
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ですね︒

僕はサイエンス作家をやっておりまして︑宇宙の本を書きま

ひるがえって︑日本の科学者は﹁神﹂もしくは﹁超越的な存
在﹂に対して︑どう考えているのでしょうか︒個人的に日本人の

す︒そうすると︑だいたい一万部程度の部数が出ます︒それに対

ん︑宇宙の話とかそういうみんなが興味を持っていないことじゃ

科学者の方々と接していて気付くのは︑日本では宗教の話がタブ

これはそれなりに理由があると思うんですが︑戦後︑日本人

なくて︑みんなが興味を持っているパワーポイントとか︑そうい

して︑同じ出版社から︑パワーポイントの使い方という本が出る

は︑無宗教の方が多いといわれています︒ただ僕はちょっとこれ

った類の本︑書きませんか﹂と言われるんです︒商売なもので︑

ーに属していることです︒特に科学者のサークルでは︑神や宗教

は違うかなと思っていて︑現実には︑
﹁心の奥底で何かを信じて

世の中のニーズというのがございまして︑宇宙の話を聞きたい方

と︑一気に一〇万部売れちゃうんです︒編集者の方から﹁竹内さ

いる﹂ということはあると思うんです︒ただそれが仏教なのか︑

とパワーポイントを使いたい方というのは一〇倍ぐらい違うんで

について語ることは非常に嫌われます︒

あるいは神道なのか︑いやもっと違うものではないかというのが

︑㆑ーシック︑科

す︒
学雑誌と書いてあります︒まず︑

の予算ですが︑大体

の一〇分の一です︒これはちょっと考えるとおかしいわけ

N

さあ︑次の雑談です︵笑︶
︒画面に

あって︑そこらへんも︑もしかしたら最後の方に少し話が広がる
かもしれません︒
パワーポイントのほうが科学より重要？（雑談）

で︑
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で行くと日本はアメリカの半分ぐらいですね︒人口も

の半分の予算でもい

半分程度ですね︒だから

N
A
S
A

九一

非常に危ないと発表しまして大騒ぎになったんです︒ちなみに私

それから︑㆑ーシック︒これは最近︑消費者庁が㆑ーシックが

本の科学が置かれている実情を物語る数字だと思います︒

は

一〇分の一﹂
︒全く訳が分かりませんね︵笑︶
︒実は今日︑僕はパ

いかなと思うんですが︑そうじゃなくて一〇分の一しかない︒日
という形式に落としただけです︒パワ
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さて︑今︑画面に映っている﹁宇宙の話はパワーポイントの
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ワーポイントを作ってきておりません︒この画面は普通にワープ
ロで書いて︑それを

おりまして︑格好良いプ㆑ゼン画面を作る競争があったりするん

ーポイントはビジネスだけでなく︑学会等でも一般的に使われて
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はりアメリカの一〇分の一ぐらいの方しか︑日本では㆑ーシック

は︑アメリカが年間二〇〇万人ぐらい︒日本は年間二〇万人︒や

いう︑ちょっと特殊な目の手術をしております︒㆑ーシック手術

るんです︑わざと︒それによって近視と老眼を同時に克服すると

の目は手術をしておりまして︑左と右を一・〇と〇・五にしてい

たいと思います︒

がつくことが多いのです︒雑談はこれでおしまい！ 本論に入り

眺めると︑㆑ーシックにしろ︑遺伝子操作にしろ︑いろいろと気

一貫したテーマが流れています︒自然信仰という目で日本社会を

なく︑大人の方もたくさん観に行きますが︑
﹁自然回帰﹂という

たとえば︑宮崎駿さんがお作りになるアニメは︑子どもだけで

九二

をしないんですね︒いったいなぜでしょうか︒

さあそれでは早速︑本日のメニューから入りたいと思います

それから今度は科学雑誌の数字です︒アメリカに

という非常に有名なポピュラーサイエンスの月刊誌が
American
ありますが︑この部数が大体五〇万部程度︒それと比べて︑翻訳

が︑一番最初は︑古典宇宙論です︒これもどこから始めるかは非

本日のメニュー

版である﹃日経サイエンス﹄の方は二万部程度と言われていま

常に難しくて︑たいていギリシャ時代とか︑それからもちろんイ

Scientific

す︒これは︑一〇分の一以下ですね︒

スラムの話とか︑いろんなものをずっと歴史的に追っていくこと

も可能なんですが︑今日はお時間が九〇分ということもありまし

と㆑ーシックと科学雑誌の話ですが︑僕は連動してい

ると思っています︒ようするに︑日本とアメリカとで︑科学の受

それから︑今日︑二番目にお話しするのが︑現代宇宙論のお

て︑いきなり二〇世紀の宇宙論の展開から入っていきたいと思い

っていらっしゃる方々は︑恐らく宇宙がそんなに嫌いな方はいら

話︒ここは︑本当に何をお話しすればいいのか分からないほど︑

け入れ方が一〇倍違うんですね︒言い換えると︑アメリカ人は科

っしゃらないと思うので︑通常の方々とは違うと思うんですが︑

たくさんの﹁仮説﹂があります︒今日はそこから幾つか代表的な

ます︒

日本人全体で考えた時にはやはり︑一桁違う︒これはアメリカの

それから三番目︒ここはちょっと私の専門分野から離れてしま

考え方をピックアップしてご紹介しようと思います︒

生んだ違いだと思うのです︒

キリスト教の神と︑日本の自然信仰︵アニミズム︶的な考え方が

学好き︑日本人は科学嫌いの方が多いんです︒今日︑ここに集ま
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際に観測すると宇宙はどうなっているのかをお話ししようかと思

うので︑あまりお話しできないのですが︑観測宇宙︑つまり︑実

仕事もたくさんされていて︑

りして︑いろんな意味で有名人だった︒一般の方に科学を伝える

う︑
﹁生命が宇宙からやって来たぞ﹂という大胆な仮説を唱えた

のラジオで︑
﹁宇宙が大爆発

います︒

して︑それで重力を扱えるようになったので︑それ以降が古典宇

ます︒アインシュタインが一般相対性理論というものを構築しま

ンとかガリ㆑オの話ではなく︑アインシュタイン以降の話になり

現代物理学において古典宇宙論というと︑基本的にはニュート

古典宇宙論

常宇宙論を支持していまして︑ビッグバンなんていうのは︑本当

ていた方です︒ホイルさんに限らず︑当時はほとんどの学者が定

イルさんは︑実はビッグバンには反対で︑定常宇宙論を提唱され

というふうに名前が定着しちゃったんですね︒当のフ㆑ッド・ホ

を紹介したはずが︑そのまま︑ビッグバン仮説︑ビッグバン理論

近は﹂という話をされたんですね︒やれやれ︑という感じで珍説

しょう︑とおっしゃるかもしれませんが︑二〇世紀の初頭におい

ン、ハッブル

ビ ッ グ バ ン 宇 宙 と フ リ ー ド マ ン、 ル メ ー ト ル、 ア イ ン シ ュ タ イ

に新しい︑ちょっとびっくりするような仮説だったんです︒

ては︑世界中の学者のほとんどは﹁宇宙は不変だ﹂と考えていま

まず︑フリードマンという方がアインシュタインの方程式を解き

それで︑その異端のビッグバンを主張していた方はというと︑

ておりまして︑これを﹁定常宇宙論﹂といいます︒それで︑ここ

まして︑そこで︑宇宙が膨張するという解が存在するということ

九三

ら︑ジョルジュ・ルメートルさん︒この方はベルギーのカトリッ

は﹁フリードマン宇宙﹂というふうに呼んだりします︒それか

に写真がありますが︑フ㆑ッド・ホイル卿ですね︒この方は王立
小説を書いてみたり︑物理学の数

を発見しました︒そのため︑ビッグバン宇宙というのは︑理論で

した︒アインシュタイン自身も︑宇宙は不変な存在であると考え

れとも不変なのかということです︒いやそれは変化しているので

宇宙論でいつも問題になるのは︑宇宙は変化しているのか︑そ

宙論と呼ばれているものになります︒

︵ビッグバン︶から始まったなんて言ってる人がいるんだよ︑最
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協会で活躍された天文学者ですけれども︑非常に有名な方です︒
例えば︑息子さんと一緒に

秘術的なことに凝ってみたり︑さらには︑パンスぺルミア説とい
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九四

それで︑フリードマンさんが考えた宇宙論には︑この宇宙項と

す︒

てもこれは分割できない何かということだと思いますが︶から始

いうのはありません︒宇宙項が入っていない宇宙は︑ビッグバン

クの司祭ですけれども︑宇宙の始まりが一種の原子︵原子と言っ
まったという仮説を提唱していて︑ある意味︑物理学的なビッグ

の勢いでずっと膨張を続けるか︑無限の未来に膨張が止まるか︑
能性があります︒

途中で宇宙の重力が打ち勝って縮んで潰れるか︑という三つの可

バン仮説の提唱者なんです︒
それで︑アインシュタインの話になりますが︑アインシュタイ
ン自身は︑先ほども申し上げましたが︑定常宇宙論を信じていま

とか普通の とか

とか︑た

アインシュタイン方程式の形を今︑お見せしようかと思います
が︑こんな格好をしています︒

μν

g

した︒そこで︑自分が作ったアインシュタイン方程式に﹁あるも
の﹂を入れたんです︒その名も﹁宇宙項﹂
︒なんでそんなことを

R

くさん出てきますが︑この というのは基本的に﹁宇宙がどれく

μν

タイン方程式には膨張する宇宙というのが自然に出てきます︒と

実はフリードマンの解というのがありますので︑アインシュ

行きまして︑ というのがあります︒これはニュートンの重力定

い︒そしてこのΛが宇宙項といわれるものです︒そして︑右辺に

らい曲がっているか﹂ということを表しているとお考えくださ

したんでしょうか︒

R

ころが︑宇宙全体に重さがあるのであれば︑重力が働きます︒そ

R

数です︒それから これは光速︵毎秒三〇万キロメートル︶を表

実の宇宙はどうなんだろう︒当時は観測の知見が特にありません

つまり膨張するという話と︑縮むという話が︑ここにある︒現

えください︒

うのがありますが︑これが宇宙に詰まっているエネルギーとお考

しています︒マッハに換算すると約九〇万です︒それから とい

C

から︑宇宙は定常状態なんだろうとアインシュタインは考えた︒

うすると自分の重力で宇宙は縮んじゃうわけですね︒

G

± ゼロになって︑宇宙は止まる︒定常宇宙ができる︒そんな話で

させつつバックさせるみたいなイメージでしょうか︒そうすると

殺してやって︑± ０だったら止まるよねと︒車で喩えると︑前進

ということは︑宇宙が膨張するという傾向と縮むという傾向を相

ことがイコール︑宇宙に物質があってエネルギーや重さがあると

やエネルギーがあるかを表している︒だから曲がっているという

とを表している︒それに対して右辺は︑宇宙の中にはどんな質量

そうするとどうも左辺は︑宇宙がどう曲がっているかというこ

T
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インシュタインがこれを導入した理由は︑これを入れると宇宙は

シュタインの最初の方程式には入っていませんでした︒しかしア

と︒そういった説明がなされます︒それでこのΛですが︑アイン

たわみの元になった重みが太陽や銀河とかそういった物質である

ね﹂ということで︑ゴムの曲がり方が宇宙の曲がり方で︑ゴムの

て︑そこにボールを乗っけます︒そうするとそれが﹁たわみます

これはよくポピュラーサイエンスでは︑ゴムの平面を用意し

かっているかで︑話が違うぞという話です︒それで︑この赤方偏

は︑その光のバージョンです︒光の波も︑近づいているか︑遠ざ

波の現象は︑振動の様子が変わるわけです︒赤方偏移というの

前が付いていますが︑近づいてくる時と︑遠ざかっていく時で︑

だんだんだんだん音が低くなっていく︒ドップラー効果という名

に離れて行く時は︑ピーーポーーピーーポーーピーーポーーと︑

というふうに非常に高くなりますよね︒ところが︑救急車が遠く

てくると︑ピーポーピーポーピーポーという音が︑ピポピポピポ

で︑サイエンス作家なりの説明をしてみますと︑救急車が近づい

ものすごい勢いで加速的に膨張するんですね︒それと重力による

移は何を意味するかというと︑
﹁銀河が遠ざかっている﹂と解釈

いうことだと︑そういう方程式なんですね︒

縮む傾向をΛの反発が抑えて︑うまく微調整されて︑宇宙が定常

できるんですね︒

どっちの方向を見ても全ての銀河が遠ざかっています︒しか

状態になるゾというのを︑アインシュタインは論文に書いたわけ
です︒

も︑遠くの銀河になるほど︑この赤方偏移が大きい︒つまり遠く

ついわれわれは︑地球中心に考えてしまうので︑地球人として

しかしその後︑宇宙の観測が進んできまして︑宇宙は定常で

学者で︑遠くの銀河を観測していて︑赤方偏移という現象に気付

周りを観測してどうなるかということになるわけですが︑この地

の銀河ほど速い速度で遠ざかっている︒これは︑宇宙全体が膨張

いたんです︒この赤方偏移って何でしょうか︒星は色んな光︵い

球というのは別に宇宙の中心にあるわけじゃない︒それにもかか

はなく︑膨張しているということに気付く方々が出てきます︒そ

ろんな振動数の光︶を出しているわけです︒色んな振動数の光の

わらず︑周りが全部遠ざかっていくというのは︙︙ちょうど風船

していると解釈できるのです︒

パターンが︑全体として赤い方向にずれる現象です︒星から来る

の表面を考えていただくといいのですが︑風船の表面に星のマー

の一番有名な方が︑エドウィン・ハッブルさんで︑この方は天文

光の振動数が低い方にずれるんですね︒ちょっと分かりにくいの
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ですよ︒言い換えると︑周囲はみんな自分から遠ざかっているか

球はどの一円玉であったとしても︑周囲は全部遠ざかっていくん

ます︒すると︑一円玉同士の距離が広がるわけですね︒だから地

宇宙を止めようとしたのに︑ハッブルさんが︑いや宇宙は膨張し

自分はせっかくΛ項というものを方程式に入れて︑それによって

宙が膨張しているという話を聞いてびっくり仰天したわけです︒

そしてアインシュタインは︑このハッブルさんが発見した︑宇
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らといって︑必ずしも︑自分は宇宙のへそということにはならな

ているんじゃないですかという観測結果を持ってきた︒そこでア

す︒

いんです︒地球は特別な場所ではないということなんですが︑い

インシュタインは︑自分が最後に付け足した宇宙項Λを削除し

クとして一円玉か何かをたくさん貼り付けましょうか︒膨らませ

ずれにしろ︑ハッブルさんは宇宙が膨張しているという証拠を見

て︑
﹁あれを入れたことは︑自分の生涯最大の誤りであった﹂と

語ったと伝えられています︒たぶんご本人としては非常にうまい

つけたんです︒
ところで︑ハッブルさんはノーベル賞をもらっていません︒こ

宇宙論を考えたつもりが︑観測によってひっくり返されたという

ちなみにこのお話には︑まだ続きがありまして︑生涯最大の誤

れだけ大きな業績を上げた方が︑なぜノーベル賞をもらっていな

でも物理学賞が出ます︒しかし︑ハッブルさんのころは︑物理学

りだったのかどうかというのは︑最近ちょっとまた怪しくなって

ことで︑相当悔しかったんではないかと思いますが︑潔くΛ項を

と天文学は別のものだったんです︒ハッブルさんは天文学者なの

きています︒もしかしたらアインシュタインが正しかったのかも

いのか︒実は天文学は︑ハッブルさんのころはノーベル物理学賞

で︑その業績に対してはノーベル物理学賞は出ない︒ただどう

しれないというような状況になってきているので︑それはまた後

諦めたということなんです︒

も︑ハッブルさんがお亡くなりになるちょうどそのタイミング

ほどお話をします︒

の授賞対象には入っていなかったんです︒現在では天文学の業績

で︑ノーベル賞を天文学に授与してもいいのではないかと︑検討
ら︑あと︑一 ︑二年長生きをされたら︑もしかしたらノーベル賞

さて︑宇宙が膨張しているというところは︑ハッブルさんの

ビッグバン宇宙と宇宙マイクロ波背景放射

されていて︑ほぼ出かかっていたという話はあります︒ですか
が出たのかもしれないんですけれども︒そういった逸話がありま
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こうとしていたんですが︑どうにも取り除けない︒しかもこれ

ゃないかとかいろんな仮説を立てて︑その雑音をとにかく取り除

て困ると︒これは電波の状態がおかしい雑音だと︒鳥の糞なんじ

いたんです︒それで︑その調整をしている時にどうも雑音が入っ

ル電話研究所︵現在のベル研究所︶で︑㆑ーダーの研究をやって

アスさんとウィルソンさんという方が発見しました︒彼らは︑ベ

が︑宇宙マイクロ波背景放射といわれるものです︒これはペンジ

て︑特に答えを出したわけではないんです︒そこで登場するの

たの？宇宙の始まりはどうだったんですか？ということに対し

も︑じゃあ昔は宇宙小さかったんだね︒でもどれぐらい小さかっ

お話でいいんですが︑膨張している膨張しているというけれど

景放射というのは温度に換算すると︑絶対温度で大体二・七度に

温度と光の波長は連動しているわけです︒それで︑マイクロ波背

よって温度を測っていたというような話もありますが︑基本的に

溶鉱炉には小さな穴が開いていて︑そこから中の色を見ることに

かそれとも白いのか︑それによって温度が分かるわけです︒昔の

ると分かるんです︒その鉄がどういう色をしているのか︒赤いの

の中にどのような種類の光が封じ込められているのかは︑色を見

まり溶鉱炉の中はどうなっているかというのと同じです︒溶鉱炉

った︒マイクロ波は電磁波の一種です︒その電磁波の観測は︑つ

きくなるにつれて冷えてきて︑そして今のような宇宙の温度にな

付くぐらい本当に熱いわけです︒熱くて小さい状態がどんどん大

ビッグバンのころ︑宇宙は本当に溶鉱炉だったんですね︒それ

なります︒絶対零度が大体マイナス二七三度くらいですから︑摂

ビッグバンというのは︑宇宙が本当に小さな点みたいな状態だ

がどんどん冷えて冷えて冷えて冷えて︑宇宙が大きくなるに従っ

が︑どうも宇宙のあらゆる方向からやって来る雑音であると︒何

った時に爆発して︑それからずっと宇宙が膨張を続けているとい

て︑波長が伸びて伸びて伸びて︑それによって温度がどんどん低

氏では大体マイナス二七〇度ぐらい︒ちょっと変な話ですが︑マ

うことです︒そこで︑だんだんだんだん宇宙を現在の状態から昔

い状態の波長が観測できるようになった︒だから宇宙全体から︑

だろうこれ︒やがて︑二人は﹁ビッグバンの名残り﹂であるとい

の状態に戻してみましょう︒だんだんだんだん宇宙を小さく圧縮

マイナス二七〇度に相当する電磁波の雑音がやってくる︒今は冷

イナス二七〇度の溶鉱炉から出る光なんです︒

していきます︒するとどんどんどんどん熱くなってくるんです︒

たいんだけれど︑昔はすごく熱い状態だった︒つまり︑ビッグバ

うことに気付いたわけです︒

ビッグバンの時はものすごい大爆発で︑火の玉宇宙という名前が
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発見は︑偶然なんです︒これは非常に面白いですね︒電波の調整

う波長にちょうどなっていると︒この宇宙マイクロ波背景放射の

ているわけです︒それが今もやって来る︒それがマイクロ波とい

けど︑でっかくなっても溶鉱炉の中にいた光はいまだに飛び続け

たんです︒それがどんどん冷えていって︑今でっかくなったんだ

るということです︒この宇宙は昔は溶鉱炉であって小っちゃかっ

ンの灼熱宇宙の名残りが︑今︑宇宙全体からわれわれに届いてい

うのは意外と身近なものかなとも思います︒

触れた経験がおありだと思います︒そうやって考えると宇宙とい

宇宙マイクロ波背景放射︑一三八億年前のビッグバンの名残りに

なんです︒ということで︑実は皆さん恐らく必ずどこかで︑この

雑音が入りますね︒あの一部が︑やはり宇宙マイクロ波背景放射

なりましたので︑あまり見られませんが︒それから︑携帯電話に

を今︑テ㆑ビで見ているんだということですね︒現在は地デジに

たことがあるはずなんです︒一三八億年前のビッグバンの名残り

九八

をしていて︑まずい︑雑音が入るゾ︒何とかこの雑音をなくそう
なくそうと頑張っていたけれど︑一向になくならないことから︑

いまどきの宇宙論

古典宇宙論のお話はこれくらいにして︑ここからは現在の宇

大体三〇万年後ぐらいの時︑現在からいうと約一三八億年前の光

宙マイクロ波背景放射を見ていたんですね︒宇宙が誕生してから

から︑昔のテ㆑ビで砂嵐をご覧になったことがある方は︑実は宇

部は︑宇宙からやって来ているマイクロ波背景放射なんです︒だ

のアナログテ㆑ビには砂嵐というのがありました︒あの砂嵐の一

す︒今ちょっとデジタルになっちゃったので駄目なんですが︑昔

この宇宙マイクロ波背景放射は︑実は皆さんも観測ができま

ったといっても︑それは完全な説明にはなっていない︒宇宙は大

問題は︑そのビッグバンの﹁前﹂なんです︒ビッグバンから始ま

いては︑専門家の間で︑完全にコンセンサスが得られています︒

は全然否定されていません︒ビッグバンがあったということにつ

出るのかと不思議に思われるかもしれません︒実は︑ビッグバン

バンで決着がついたはずなのにどうしてそんなにたくさん仮説が

のすごい仮説がたくさん出ているんです︒それにしても︑ビッグ

は︑百花繚乱というべきか︑あるいは百家争鳴というべきか︑も

宙論についてお話ししようかと思います︒最近は︑宇宙に関して

です︒これが電波になっているのを︑テ㆑ビを通じてご覧になっ

することが多いです︒

けです︒どうも科学上の発見というのは︑このような偶然が寄与

﹁これは実は宇宙の起源から来ているんだ﹂と発想を転換したわ
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が︑まず比較的コンセンサスが得られているシナリオからご紹介

が出てくるわけです︒それには︑いろんなシナリオがあるんです

い説明かもしれないけれど︑その爆発の原因は何ですかという話

ジオで語ったように︑そんな説明だけじゃ困る︒それは非常にい

爆発から始まったというのは︑いみじくもフ㆑ッド・ホイルがラ

時︑今度はエネルギーを出すわけです︒インフ㆑ーションが止ま

う︒それが潜熱ですね︒逆に言うと︑水蒸気の状態から水になる

わけで︑一〇〇度になってからもしばらくエネルギーを吸っちゃ

らいきなりパーッと気化するんですかというとそんなことはない

す︒例えば︑水をずっと温度を上げていって︑一〇〇度になった

ちょっと話が難しくなるのですが︑潜熱という考え方がありま

った時に潜熱が原因で大爆発したと︒それがこのインフ㆑ーショ

します︒
それは︑インフ㆑ーション宇宙です︒これはアラン・グース

しかし︑もうお分かりのように︑ビッグバンは何で起きたんで

ン宇宙によるビッグバンの説明なんですね︒

です︒縦軸が宇宙の大きさと考えてください︒そして横軸が秒と

すかという説明を︑インフ㆑ですと言って言い換えたんですが︑

さんとか佐藤勝彦さんとか︑いろんな方が提唱されている宇宙論
書いてありますが︑これは時間です︒つまり︑宇宙が始まった

たいなものがありまして︑アインシュタイン方程式にそういった

ったのか分かっていません︒これは数式的には︑先ほどのΛ項み

張した︒それが急に止まるんです︒何でインフ㆑ーションが始ま

て︑インフ㆑ーションが起きたんです︒ドーンと宇宙が急激に膨

の専門家の間ではコンセンサスが得られているんだけれども︑ノ

いない状態なので仮説なんです︒インフ㆑ーション宇宙は宇宙論

れているんですが︑その原因については︑観測でも全く分かって

つまりインフ㆑ーション宇宙は︑学者の間でコンセンサスが得ら

要なんです︒しかし︑誰にも本当のところは分かっていません︒

そのインフ㆑はどうして起きたんですかという説明が︑今度は必

ものを入れます︒そうすると膨張させることはできるんです︒そ

ーベル賞につながることはない︒それは観測的な検証ができてい

と書いてありますが︑ここから膨張を始めました︒そし

してじゃあそれが止まるのはどうしてかと言うと︑何らかの理由
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域を出ません︒ものすごい数の仮説が登場します︒たとえば︑ス

ここからお話しするお話はほとんどそういう意味では︑仮説の

ないからです ︵注：二〇一四年三月にとうとう観測された模様です︶
︒

にビッグバンが起きたというのです︒

いません︒とにかくインフ㆑ーションがあり︑それが止まった時

でその挿入した項の効き目がなくなったと︒実は︑よくわかって

時︑

–60
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ホーキングさんは﹁虚時間の宇宙論﹂を発表しています︒宇

一〇〇

﹁車いすのニュートン﹂と呼ばれていて︑ものすごく有名な方で

宙が始まった時に︑時間が実数ではなく虚数だったという仮説で

はおやめなさい﹂と注意されたらしい︒

す︒この方は︑本当に次々とびっくりするような宇宙論の論文を

す︒ようするに﹁シナリオ﹂なので基本的に何を書いてもいいん

ティーヴン・ホーキングさんも宇宙論の仮説を提唱しています︒

書かれるんですが︑まさに﹁シナリオ﹂だなという気がします︒

普通の実数の時間だった場合︑宇宙は点から始まります︒こ

です︒数学的な整合性さえあれば︒とにかく︑宇宙が始まった時

を書いているんだと︒とにかくみんな映画のシナリオと同じよう

れを特異点といいます︒特異点というのは︑得意不得意ではなく

実際︑宇宙論をやってる方々は皆さん︑
﹁宇宙のシナリオ﹂とい

に宇宙のシナリオを書き続けている︒もちろん︑数学的に正しく

て︑ singularity
︒学校の数学の時間にゼロで割ってはいけません

に時間は実数ではなく虚数だったというんです︒

ないものは駄目です︒ただ︑数学的に成り立つものであれば︑ど

す︒無限大のエネルギー密度というのは︑困るんですよ︒どうし

というふうに︑先生がもう口を酸っぱくして言いましたが︑あれ

そのホーキングさんですが︑無神論の方です︒あまりにもホ

て困るかというと︑物理学の方程式は︑ある時刻からその次の時

んな仮説を立ててもいいわけなんです︒宇宙論の世界は︑作家の

ーキングさんの神に対する冒涜がひどいので︑敬虔なキリスト教

刻まで︑それも本当に無限小の時刻ですけれども︑どう変化して

ですね︒ゼロで割ったような状態が特異点です︒物理学的には︑

徒であった最初の奥さまは愛想を尽かして離縁されたというお話

いくかということを扱います︒アインシュタイン方程式も例外で

世界とほとんど同じで︑想像力に任せて数学という名の文法を守

もございます︒それから︑これはご本人が本に書いているので多

はありません︒そこに︑無限のエネルギー密度というのが入って

大きさがゼロだけれど︑エネルギーとか質量はゼロじゃありませ

分本当なんでしょうが︑ヨハネ・パウロ二世が︑世界中から宇宙

しまうと︑もうその次の段階は計算できないんです︒それを﹁発

りつつ方程式を書く︒それがものすごい数の論文になるわけで

論の研究者を集めて会議を開いた際︑ホーキングさんを呼んで︑

散﹂と言います︒これはコンピューターでも計算できませんし︑

ん︒ということは︑無限大のエネルギー密度になってしまうんで

﹁どんなものを研究してもいいですよ︒ただし︑神様をなくすの

す︒

うような言い方をされます︒つまり自分たちは︑宇宙のシナリオ
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いといけないんですね︒ところが宇宙の大きさがゼロになると︑

ちゃうんです︒だからエネルギー密度というのは必ず有限じゃな

紙の上でも計算ができません︒つまりその方程式は使えなくなっ

しょう︒これ困るんです︑実は︒

こが始まりなのというところがなくなっちゃった︒ちょっと変で

ロから始まるわけで︑時間が虚数になっちゃってるんで︑もうど

ングさんは時間を虚数にしてみたんですね︒そうしたら︑あらび

ということで︑どうして思いついたのか分かりませんが︑ホーキ

数でない︑丸い宇宙があったんですよ︒特異点もありません︒始

リオが崩れてしまうんです︒最初から︑始まりのない︑時間も実

りがなくなっちゃうと︑神様が宇宙を作ったという宗教的なシナ

ヨハネ・パウロ二世が苦言を呈したのはなぜか︒宇宙の始ま

っくりということで︑宇宙の最初の状態が丸いんです︒これどう

まりもありません︒僕自身︑実はカトリック教徒なんですけれど

密度は無限大になっちゃうんです︒これはまずい︑非常に困る︑

いうことかと言うと︑特異点がなくなったということなんです

も︑法王様の心配というのも︑それは職業柄もっともかなと思う
てしまった︒いやはや︒

んです︒その苦言を呈されたことを︑ホーキングさんは本に書い

ね︒特異点が丸くなって消えてしまった︒
でもそんなこと言ったってやっぱり宇宙の始まりはあるじゃな
いかとおっしゃるかもしれませんが︑これはこういうことです︒
いま︑南極に行ったとします︒南極点というのがあります︒そこ

化

球だからです︒この球の表面上はどこでも同じなんです︒だとし

すよね︒どうしてかというと︑地球の表面が︑近似的にですが︑

地点と比べて何か違いますかということなんですよ︒違わないで

南極点という所に行ってみてください︒それが一メートル離れた

宙論学者たちは

を私は︑
﹁物理学の

それを説明されても概念として理解するのは非常に難しい︒これ

の世界なんです︒数学上はとにかくつじつまが合っている︒でも

最近の宇宙論はみんなこんなふうになっています︒完全に数学

物理学の

たら宇宙の始まりが球みたいになっているということは︑
﹁始ま

などと問うても意味がないんです︒それはその

は何か特殊な場所ですかということなんです︒南極大陸に行って

りなんかそもそもない﹂んです︒よろしいですか︒時間を虚数に

から︵笑︶
︒本当に宇宙に虚時間の時期があったのかどうかとい

化﹂というふうに呼んでいるんです︒宇

した時点で予測はつくと思うんですが︑時間が実数であるからゼ

S
F

の設定です

を書いている︒だから︑
﹁なぜ虚時間なの﹂

S
F

一〇一

S
F
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とか売れたんです︒ちょっと信じられない数が売れちゃっている

ホーキングさんがお書きになった本が全世界で︑たしか︑一億冊

は︑別に実証されたわけでもなんでもないんです︒ですが︑その

うことに関しては検証されていません︒ホーキングさんの宇宙論

言い換えると︑ブラックホールの中を通っていくと︑そこには

くて︑そこからちぎれ飛んだ時空が新たな宇宙になる︒さらに︑

る︒つまりブラックホールというのは単なるブラックホールでな

説では︑ブラックホールの中というのは別の宇宙につながってい

えを加味すると︑シナリオとして可能だということです︒この仮

一〇二

わけですね︒ただほとんどの方は︑虚時間とか﹁宇宙の始まりが

﹁別の宇宙のビッグバンがある﹂ということです︒

これも非常に発想がぶっ飛んでいます︒ただ︑人類や生き物

尖っておらず丸かった﹂などと説明をされても多分ちんぷんかん
ぷん︒ちんぷんかんぷんであっても︑本は売れるという非常に面

は﹁赤ちゃん宇宙﹂というものです︒これは何でしょうか︒この

そのホーキングさんですが︑別の宇宙も提案しています︒それ

れの宇宙にたくさんブラックホールがありますが︑それは子だ

様︑子どもを産んで進化していく︑ということなんです︒われわ

続いていくわけじゃないですか︒だから︑この宇宙も生き物と同

の進化を見ていくと︑確かに子どもができて︑孫ができてずっと

図はブラックホールです︒ブラックホールということは︑それこ

くさんということです︵笑︶
︒宇宙にあるブラックホールは全部︑

白い現象なんですね︒

そ太陽の一〇倍以上の重さで︑最終的に超新星爆発を起こすんで

産道かもしれない︒でも︑あくまでもホーキングさんの頭の中の

的な設定ですから︑もちろん検証はされておりません︒

すが︑その最後の残骸の重さが︑太陽の三倍以上あると︑時空の
底が抜けます︒で︑ブラックホールの真ん中には特異点があると

はなく︑トンネルで別の宇宙につながっているかもしれない︒ち

的な虚構なのかは︑分からないんです︒もしかすると︑特異点で

すよね︒最古のブラックホールを発見とか︑色んな科学ニュース

ックホールというのは皆さん︑実在すると思っていらっしゃいま

は去年あたり僕は知って非常にショックを受けたんですが︑ブラ

ブラックホールについて︑一言︑付け加えておきます︒これ

ょうど︑しずくみたいになってちぎれています︒これが赤ちゃん

家﹂と話をする機会があったんです︒それは﹁サイエンス

が飛び交っています︒ところが︑ブラックホールの﹁本当の専門

この赤ちゃん宇宙は︑アインシュタイン方程式に量子力学の考

Z
E
R

宇宙なんです︒

言われております︒ただ︑特異点が本当にあるのか︑単なる数学
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サイエンス作家から見た「昨今の宇宙論あれこれ」

線をわれわれは観測しているので︑ある意味間接的に︑
﹁吸い

です︒全部ブラックホール候補なんです︒じゃあその候補が本物

ラックホール候補なんです﹂って︑その専門家がおっしゃったん

が発見されているじゃないですか﹂と言ったら︑
﹁あれは全部ブ

ことはないでしょうと思って︑
﹁ものすごい数のブラックホール

は本当は誰も分からない﹂とおっしゃるんですよ︒えっ？そんな

ですが︒そうしたら︑
﹁ブラックホールというのはあるかどうか

うか︑黒いからブラックホールなんて点すらももちろん見えな

上の望遠鏡や宇宙望遠鏡を使っても﹁点﹂にしか見えない︒とい

いけない︒ブラックホール自体は非常に小さいので︑どんな地球

んと写真に撮らないといけない︒天文観測で実際に形を見ないと

らないんです︒その真犯人がいるということは真犯人の姿をちゃ

を聞いている︒でもそこに真犯人がいるかどうかというのはわか

込まれちゃうよ～﹂と言ってる︑お隣の星の叫び声みたいなもの

﹂という番組で︑ブラックホールの専門家が来てくださったん

の実証されたブラックホールになるためには︑どういうことが必

はあまりにも重力が強くて光も出てきません︒ということは︑中

うんですよ︒現状はどうなっているかというと︑ブラックホール

けれども︑その大きさのシルエットを実際に見ないと駄目だと言

発した人の名前を取って﹁シュワルツシルト半径﹂というんです

事象の地平線といいます︒事象の地平面とか︑あるいは数学を開

何をやってもいいので︒ただどうも︑物理学者のみなさんは︑あ

学であれば別にかまわないんですよ︒数学的な整合性さえあれば

から物理学というんだけれども︑もはや完全に数学ですよね︒数

とも︑映画のシナリオみたいな感覚で論文を書いているのか︒だ

に思うことがあります︒本当に実在すると思っているのか︑それ

の方たちは研究をされているんだろうというふうに︑結構︑疑問

現代物理学の論文を読んでいると︑どういうつもりでこの学者

から何も情報が出てこないんです︒では︑天文学者たちは何を見

る程度︑信じているんですね︑自分の宇宙論が正しいのだと︒

成﹂という仮説を発表しています︒ここにちょっと論文を持っ

次に行きましょう︒ビ㆑ンキンという方が︑
﹁無からの宇宙創

に吸い込まれる︒そのものすごい勢いで吸い込まれる時にそこが

てきました︒ Physics Letters
という非常に権威ある論文誌に出て

一〇三

熱くなって︑いろんなガスとか物質から 線が出るんです︒その

る別の星︒そこからいろんな物質がワーッとブラックホールの中

ているかというと︑連星ですね︒ブラックホールと対になってい

ど太陽と同じでブラックホールにも境界線があるんです︒それを

い︒ということで︑状況証拠だけなんです︒

X

要かというと︑ブラックホールの形ですね︑シルエット︒ちょう

O

X

一〇四

ョンでした︒でも︑常に何かを説明すると︑さらにその先を説明

ん︒二〇一四年一月に︑このロジャー・ペンローズさんの本を僕

駆け足ですが︑次に︑行きましょう︒ロジャー・ペンローズさ

ころが︑現代物理学者の描像ではそうじゃなくて︑時空というの

いるんですけれども︒ nothing
と書いてありますね︒ “creation of 空というのは何もないみたいな︑そんなイメージがあります︒と

しなくちゃいけない︒その前はその前はと︒ビ㆑ンキンの仮説

は翻訳しました︒題名は﹃宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなの

はウジャウジャウジャウジャ粒子がいるんだと︒素粒子がたくさ

は︑そこにある意味終止符を打つんです︒前はありません︑宇宙

か﹄
︒このロジャー・ペンローズさんという方はケンブリッジ大

” 無からの宇宙創成︒さきほど︑宇
the Universe from nothing︑
宙の起源を考えていった時に︑どこから始まるの？という問いに

は無から始まったんですと︒この仮説は量子トンネル効果という

学を卒業後︑オックスフォード大学の教授をされていて︑先ほど

ん生成と消滅をくりかえしている︒

のを使うんですが︑確かに何もないように見える状態から宇宙

出てきた︑ホーキングさんの博士論文の審査をされた方です︒

対する答えは︑まず︑ビッグバンでした︒それからインフ㆑ーシ

が突然ポッコリ出てくる︒これはかなり比喩的な説明になりま

い︒ゼロというのは確かに何もないわけですが︑＋ １と－ １があ

と思われた場合は︑例えば︑プラスとマイナスを考えてくださ

っています︒それが平面を隙間がなくぴったりと全部覆い尽くす

タイルというんです︒よくご覧いただくと二種類のひし形からな

か︒どこかでご覧になったことがありますか︒これはペンローズ

この方にも有名な逸話があります︒このパターンをご存じです

ってそれを足せばゼロですよね︒ということは︑ゼロを＋ １と－

んです︒平面充填と言います︒でも︑驚くべきことに︑ここには

すが︑
﹁何もないところから何かが出るというのはおかしいよね﹂

に分けることは可能です︒もしわれわれがその＋ １の方だけを

ています︒われわれが抱いている時空のイメージは︑何となく真

するような時も＋ と－ が消し合って消滅するみたいなことが起き

たとしても︑数学的に整合性は失っていないんです︒物質が消滅

します︒そうしたら別にゼロから＋ １が突然生まれたように見え

見ているとしたらどうでしょう︒－ １の世界はどこか別にあると

います︒結晶構造みたいな本当に規則的な周期的なパターンはな

物理学とか化学ではこれの三次元版が準結晶という名で呼ばれて

くるんです︒ところが︑このペンローズタイルには周期がない︒

填するとそこには必ず周期が現れるんです︒同じパターンが出て

周期的なパターンがないんです︒正何角形というもので平面を充
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して︑何とこれが裁判になりました︒

いんだけれども︑そこに秩序があるというのが非常に面白い︒そ

いやっと︑使いたい数式をバンバン使った︵のかもしれません︶
︒

使うたびに読者が減りますよ﹂と言われて︑カチンと来てもうえ

て︑ペンローズさんはイギリスからナイトの位を授けられている

イ㆑ットペーパーの図柄に使ったんです︒そこで裁判になりまし

出版されてしまった︒これはもう専門論文です︒ペンローズさん

と言った︒そんなものすごい本です︒これが一般書として一月に

読んだ時に︑
﹁これは物理学科の大学院を出た人間にも読めない﹂

全部説明はついていますが︑僕の親友の茂木健一郎がこのゲラを

んです︒大英帝国騎士ということです︒
﹁大英帝国騎士が発見し

が書いた論文を一冊の本に膨らませたものですが︑英語圏でも一

あるトイ㆑ットペーパーの会社がこのペンローズタイルをト

た貴い図柄で毎日大勢の方がお尻を拭くのはいかがなものか﹂と

般書として売られています︒

ペンローズさんはアインシュタイン方程式の新しい解を発見し

いうことで弁護士の方が熱弁をふるった結果︑訴訟においてこの
図柄はトイ㆑ットペーパーに使ってはいけません︑ということに

れない本だと思うんです︒僕も翻訳者になっちゃって本当に困っ

の本を出して新潮社は平気なのかなというぐらい︑多分すごく売

といいます︒本当にこ
conformal cyclic cosmology

常に難しいんです︒
﹁共形循環宇宙論﹂という名前が付いていま

そのペンローズさんが今︑宇宙論を提唱されていて︑名前が非

ら︒モノがないから質量もない︒質量がないってどういうことか

ろん原子なんかないんです︒全部バラバラで溶けているんですか

いなものができるわけですから︑ビッグバンの時というのはもち

が冷えて固まって︑初めて構造物ができてきて︑そこで原子みた

んですね︒モノが存在するというのは冷えて固まってきて︑宇宙

と言うと︑ビッグバンの時というのは基本的にモノは存在しない

たんです︒多少人工的な解ではありますがそれはどういうことか

ているんですが︑途中までは︑熱力学のエントロピー増大の法則

と言うと︑重さがないとあらゆるものは光速で移動します︒例え

なったそうです︵笑︶
︒

︵いわゆる覆水盆に返らず︶とか︑ビッグバンの話とか︑ものす

ば︑光がそうです︒これは常に光速で動いている︒これは重さが

す︒英語では

ごくペンローズさんが分かりやすく説明をしてくれます︒本の後

ないんです︒ビッグバンの時はそういう状態なんです︒

完全にペンローズさんキ㆑たんですね︒編集者から﹁先生︑数式

一〇五

それから︑宇宙が膨張します︒膨張していくとどうなるか︒宇

半がいきなり︑バーンと数式だらけになってしまう︒これはもう

サイエンス作家から見た「昨今の宇宙論あれこれ」

宙はどんどんどんどん薄まっていきます︒薄まっていくとやは

では繰り返しになっちゃっているんです︒始まりなんてありゃし

そうなってくると宇宙の起源はどこですかと言った時に︑ここ

一〇六

り﹁何もなくなる﹂んです︒要するに重さもなくなるんです︒こ

ない︒その始まりは前の宇宙の終わりなんですから︒もちろん︑

最後に﹁超ひも理論の宇宙﹂をご紹介しましょう︒超ひも理論

れはペンローズさんの数式が示すところですが︑宇宙の始まりに

なんと︑意味を持つのは角度だけ︒一種︑スケールはもう関係な

︵超弦理論︶は︑点状の素粒子を﹁線﹂状に拡張した理論です︒

これも仮説にすぎません︒実際にこの宇宙で起きているかどうか

くなっちゃうんです︒何かモノがあると︑その大きさって測るこ

点だと︑物理学のさまざまな計算において無限大が出てきてしま

しても終わりにしても︑重さがない︒そういう共通点があるんで

とができるんですけれど︑モノがないので︑もう長さというのは

うんですね︒宇宙の始まりや︑ブラックホールの中心にあると考

というのは︑また別の話です︒

意味がない︒ただそれでも不思議なことに︑角度というものは意

えられている特異点と同じような問題が︑素粒子にも存在するん

す︒さらには長さというような概念も意味がないというんです︒

味を失わないんですね︒だから大きい物と小さい物とかいう概念

です︒

学的には︑いろいろと驚くようなことが起きます︒

単に点を線に拡張しただけかと思われるかもしれませんが︑数

はもはや通用しません︒その角度だけが意味を持つという状態
が︑ビッグバンの時と︑宇宙が薄まった宇宙の未来で︑共通して
いるというんです︒
と︒そしてその終わりと始まりは区別がつかない︒数学的に区別

と看破しましたが︑さらに七つも余分な空間的広がりが必要にな

時間一次元をあわせて︑アインシュタインは﹁宇宙は四次元だ﹂

まず︑宇宙は一一次元でないといけないんです︒空間三次元に

がつかない︒数学的に区別がつかないからそれは同じである︒つ

ってしまいます︒点を線に拡張しただけなのに︑関係ないように

要するにわれわれの宇宙の始まりは︑前の宇宙の終わりだった

まり宇宙の始まりと終わりは同じであるという︑そういう論理な

思われる宇宙の次元に﹁制約﹂が出てくるのです︒なんて不思議

実は︑さらに大変な事が起きていて︑宇宙の解がたくさん出て

なことでしょう︒

と言っていいのか︑もう禅問答みたい

んです︒これも本当に

として提出されている︒

になっているんですけれども︒これもちゃんとした宇宙論の論文

S
F

2014 年
第 19 号
比較文明研究

の超ひも理論は予言力がない︒何故なら実際にこの宇宙を予言し

たくさん出てきちゃったんです︒当初︑物理学者の多くは︑
﹁こ

ったり︑あるいは逆に弱かったり︑この宇宙とは違う宇宙の解が

は重力が強かったり︑原子核をつなぎ止めている力が非常に強か

きちゃうんです︒何万個という宇宙の可能性が出てきて︑そこで

相対的なものなんです︒宇宙には︑たくさんの相対的な時間があ

み方が違うんです︒それはどっちが正しいという問題ではなくて

半分のスピードで遠ざかっているロケットの中の時計は︑もう進

﹁宇宙にはたくさんの時間があるんです︒竹内薫に対して光速の

時に︑アインシュタインが出てきて﹁違います﹂と言い放った︒

その発想をずっと進めていくと︑この宇宙だけが絶対に正しい

るんですよ﹂ということを言いました︒

ところがそのうち︑若手の物理学者が出てきて︑発想を転換し

宇宙なのかというふうに考えたときに︑そうではない︑という結

てくれないから﹂と︑超ひも理論にダメ出しをしました︒
てみようと提言したのです︒超ひも理論から出てくる解は︑実は

論に至るんです︒他にもたくさん宇宙があって︑全部相対的かも

宙だけが絶対的な意味を持っている基準にはならない︒

﹁全てどこかにあるんじゃないか﹂と︒われわれの宇宙はそのう
に出てくる平行宇宙︵パラ㆑ル宇

しれない︒われわれはそのうちの一つの宇宙にすぎない︒この宇

るんじゃないのと︒これは

﹁相対性﹂の発想は︑天動説まで実はさかのぼります︒地球は

絶対的に正しいから地球が止まっていて周りが動いているんです

という発想から︑そうじゃない︑地球も動いちゃっています︒太

です︒そうじゃなくて

陽の周りを回っています︒その太陽も銀河の中で動いています︒

︙︙みたいになってきた︒つまりわれわれの立場というものは全

︑たくさんある︒これは︑人類の叡
multi

ただ一つだけ言わせていただくと︑物理学の発展を見ている

然特別じゃない︒もっといろんな立場があって︑すべて相対的な

知が到達した︑究極理論なのでしょうか︑それとも︑壮大な数学

と︑絶対的なものから相対的なものへと発想が変わってきている

んですよ︑という方向に物理学が進展するんです︒だから︑相対

銀河もまた他の銀河がたくさんあって︑その関係性があります

んです︒これはどういうことでしょうか︒たとえば︑いま私が

性という観点からすると︑ universe
ではなく

一〇七

の考え
multiverse

はめている腕時計の時間の刻みは絶対的に正しいのかと問うた

的な妄想体系にすぎないのか︒

宙︶そのものです︒ですから最近は︑ universe
という言い方で
はなく multiverse
と言うんです︒ uni
というのは唯一という意味
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ちの一つに過ぎない︒でもその他の数万の可能性の宇宙は実在す

サイエンス作家から見た「昨今の宇宙論あれこれ」

ちの一つに過ぎないね︑というところに行きつつある︒それが最

の正しい宇宙なんだという偏見から脱して︑たくさんの宇宙のう

方のほうが自然なんです︒ようやくわれわれは︑この宇宙は唯一

です︒この宇宙を加速させているエネルギーが︑どうも︑アイン

も言います︒これは︑
﹁宇宙を加速膨張させるエネルギー﹂なん

なった︒暗黒というのは﹁見えない﹂ということです︒ダークと

エネルギーのうち︑七二～七三％は暗黒エネルギーということに

一〇八

に

新の宇宙論の到達点のお話です︒これは︑はたして壮大な

シュタインが放棄した宇宙項Λに酷似している︒アインシュタイ

ふたたびアインシュタインの「生涯で最大の過ち」について

ことが観測的にわかってきました︒アインシュタインの︑一度捨

敗といって取り下げた宇宙項が︑実はあるんじゃないか︑という

すぎないのか︑それとも︑人類の認知の新段階なのか︒

時間超過しますが︑あと五分だけいただいて︑最後のまとめ

て去られたアイデアが︑復活せざるを得ないような︑大変な状況

ンが宇宙を膨らませようと思って導入して︑一時は生涯最大の失

に入りたいと思います︒二〇一一年のノーベル物理学賞は︑パ

になっているんです︒天才のアイデアというものは︑単なる失敗

ということで︑時間になりましたので︑今日はこのへんで終わ

ールマッター︑シュミット︑リースの三名に与えられました︒
ちは遠くの超新星爆発を観察していて︑何かおかしいゾと気付い

りにさせていただきます︒ご静聴︑どうもありがとうございまし

に終わらないんですね︒いやはや︒

たんです︒理論計算と比べて︑ちょっと超新星が遠くに行っちゃ

た！

その後の観測で︑いろんなことが分かってきて︑何と宇宙の全

とが分かったんです︒

速度では足りない︒ものすごい勢いで加速膨張していたというこ

ので暗いんです︒宇宙はこれまでどおりのビッグバンによる膨張

い勢いで遠ざかっていたんです︒だから遠くに行っちゃっている

に︑何でこんな暗く見えるんだろう︒実は︑超新星は︑ものすご

っているよ︑暗いと言うんです︒もっと明るく見えるはずなの

一九九八年～一九九九年にかけて出た論文なんですが︑この方た
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