
May..2018

発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

4 月 1 日 団行事　上進式・入隊式
ビーバー隊
ビーバー隊隊長　草嶋隆行

 　新年度最初の活動は上進式です。今年は 5名をカブ
隊に送り出します。ビーバー隊として最後の集合をし
た後、全体集合てす。カブ隊への上進が終わると、ビ
ーバー隊からカブ隊の列に移ります。当日は 7名の参
加で 4名が上進したので急に人数が減った感じです。
　上進式が終わった後は 3名で近くのタイヤ公園に行
きました。呑川沿いの道に少し遠回りをして桜を見な
がら行きました。タイヤ公園で少し遊んで奥沢駅に戻
り、解散しました。
　カブ隊に上進したスカウトのみんな、カブになると
まて一番下からだけど、ビーバー隊でいっぱい歩いた
のを糧に頑張ってください！カブ隊の制服姿を見せて
くれるのを楽しみにしてます！

カブ隊　歩くぞ！Ⅳ　　　　カブ隊長　土屋彰男

　30年度の年間テーマは、「歩くぞ！Ⅳ」です。
　多摩川ハイク、自然観察ハイク、大山登山、てくた
くハイクなど野外での活動に引き続き重点を置きます。
15㎞くらいは軽く歩けることが目標です。
　スカウトは、6人上進、1人入隊して、4組20人で出
発です。
　指導者は、副長にデンリーダーから 2人、新たにデ
ンリーダーに 2人が加わり、16人と体制ますます充実
です。
　集会は、楽しいだけではなく、約束・さだめに常に
留意して、優しく、しっかりした力強い子になるのに
資するよう企画を練っていきます。
　また、カブブックの履修について、今年度は特に力
を入れていきたいと思っています。
　保護者の皆様へのお願い
①知り合いの方にスカウト活動への参加をお勧めする。
( カブ隊では 8人× 3学年＝ 24人以上を目標)
②出欠の連絡を期限までにする。
③集合時刻5分前までに集合場所に来る。
本年度もご支援ご協力をよろしくお願いします。

カブ隊



カブ隊  副長　本間 千香

今年も 上進式を迎えました。
この活動に参加してから 同じ団でいるのですが クマ
スカウトをボーイに上進する思いは毎年 嬉しく思い 
そして 寂しくも思い BS に行って 頑張るんだよと いろ
いろな思いを詰めて 送り出しています。
スカウトたちはそんな思いはなく   不安な気持ちでい
っぱいだと 思いますが 昨年の 1年 キャンポリーもあ
り 団全体の集まりもあり スカウトたちは知っている
お兄さんたちの仲間になれることが とても 嬉しそう
でした。
月の輪が始まってからのクマスカウトのイキイキした
顔を みると カブ隊も 頑張らなくてはと改めて 感じま
した。

今年度も 新たなメンバー・ スカウトたちと 楽しく活
動をしていきたいと思います。

1組　くま　長井達大

4月1日の上進式では、たのもしいビーバー・しか・う
さぎ・くまと協力してがんばろうと改めて実感し、組
長としてみんなに教えて引っぱっていこうと思います。

2組　くま    横山優輝

ぼくは、くまで組長になったのでとても責任感が増え
ました。
さらに、ビーバーから上進してきた子もいるので仲良
くなれる様に頑張りたいです。そして、新しいカブの
メンバーで頑張っていきたいと思います。

ビーバー隊
　　新入隊：  都筑　穣　　つづき　じょう　
　　　　　　渋谷　陽太　しぶや　ようた
　　　　　　小川　優祐　おがわ　ゆうすけ　
　　　　　　佐藤　馨太　さとう　けいた
　　　　　　北田　春雲　きただ　はると
カブ隊
　　　上進：  秋山  慧至　あきやま　さとし
 　　楳原　伶　　うめはら　れい
 　　佐藤　瑠仁  さとう りゅうと
 　　皆川  理汰　みながわ　りた 
 　　森　玲於奈　もり　れおな
 　　和田　連　　わだ　れん
　　　入隊： 中澤　礼　　なかざわ　れい

ボーイ隊
　　　上進：  荏原　琉仁　えはら　りゅうじ
　　　　　　 河田　晴太郎　かわた　はるたろう
　　　　　　 石井　優也　いしい　ゆうや
　　　　　　 今林　武士　いまばやし　たけし
　　　入隊：    青木　睦歩　あおき　むつぶ

ベンチャー隊
　　　上進：　草嶋　優太　くさじま　ゆうた
　　　　　　   佐藤　章仁　さとう　あきひと
　　　　　　    近藤　優悟　こんどう　ゆうご

ローバー隊
　　　上進：　大浦　晋　　おおうら　しん
　　　　　　   岡田　一志　おかだ　かずし
　　　　　　   保科　玄樹　ほしな　げんき
　　　　　　    横山　拓巳　よこやま　たくみ
　　　　　　    保科　潤　　ほしな　じゅん　

2018 年度新入隊・上進者

上進、入隊おめでとうございます。
　　　

弥栄、弥栄、弥栄！！！



CS副長 三園真也

　新年度初めての活動なので張り切ってやりました！
集合の形態、報告の仕方、組長の役割などから始まり、
ロープ、ソング、ゲームと活動の基本的な事をギュッ
とまとめて。
　教えた直後は出来るのに、次回はまたグダグダにな
るんだろうなぁ～(><)
　教えるって難しい・・・

1組DL 中澤仁

　ぼくはまじめにしっかりやります。カブ隊のさだめ
をまもります。
　今日から息子がカブ隊のうさぎに入隊。当方もデン
リーダーとして一緒に一から基本動作。君たちが将来
大きくなった時にどんな道に進むのか、社会はどう変
わっているかは分からないけど、君たちが社会に出て
行く時に大切な基本動作を体験しながら学んでいくん
だなぁと感じました。ボーイスカウトという歴史ある
組織の中で、4組19名のカブ達がきちんと整列し挨拶
をする。みんなで歌を唄い、組ごとに競い合い、助け
合う。そういった事をカブたちが年間を通じて学んで
いけるのは、運営側の方々が色々ご支援いただいてい
るからこそなんだ、と実感しました。
　将来を築く子供の進歩に期待ですね。

3組 くま 秋山達彦

　僕は今日ポカポカ広場で基本動作をしました。初め
ての組長だったので心配でしたが、いつもの組長のよ
うな動作ができたのでよかったです。  

4組　くま　吉成慶音

　今日、新しいメンバーが組に加えてくれて嬉しいで
す。そして、今期から、自分が待ちに待った組長にな
って、一層責任を感じてます。組の子達と仲良くしな
がら、自分の役割をちゃんと果たさなければいけない
と思います。

４月２２日　基本動作訓練
カブ隊

ビーバー隊

ビーバー隊隊長　草嶋隆行

 　　新年度実質初の活動は例年通りシーターポン作り
と基本動作です。まずは画用紙の両面に好きな絵を描
きます。好きな絵、と言われてすぐ描く子とそうでな
い子、分かれるところてすが、迷ってた子も周りに感
化されながら描いていきます。絵が描けた所でみんな
の前で発表してもらいます。ここも出来る子、できな
い子と分かれますが、副長のサポートももらいながら
みんなちゃんと発表できました。
　次は毛糸で周りを縫っていきます。途中でイヤにな
っちゃう子もいましたが、早く終わった子が手伝って
あげたりして全員時間内に終わりました。
　基本動作はビッグビーバーに見本を見せてもらいな
がら進めました。ビーバー隊は組制ではありませんが、
日頃の活動の中でビッグビーバーから 1年生を教えて
いく習慣をこれからの活動の中でも進めていきたいと
思います。

４月 22 日　基本動作、シーターポン作り　



ボーイ隊

BS隊　トナカイ班　長井謙介

　シルバーウルフでは、作ったことがなかった立ち窯
を作ることができて、様々な経験を積むことができま
した。
　汚水穴などは知っていましたが、どのような場面で
使えるかまでは知らず、班と協力して互いに知識を分
け合って理想のグリーンバーや理想のキャンプサイト
を話し合うことができてとても楽しかったです。
　またいつか、かたつむり班の班員や隊付に会えるこ
とを楽しみにして、学んだことを生かしていきたいで
す。

3/24~25 シルバーウルフ訓練キャンプ
@ ひよどり山

BS隊　オットセイ  本間 壮汰朗

　シルバーウルフは、とても勉強になります。グリン
バーになるために何が必要なのかを学びました。班の
信頼のことを学びます。
　この信頼を大切にして行きたいと思いました。

3/27~29
班キャンプ @ 茨城県豊里ゆかりの森
BS隊　トナカイ班　保科源

　今回の班キャンプは茨城県筑波市豊里ゆかりの森で
行いました。
　カブスカウトの時以来、ひさしぶりのキノコハウス
に泊まり、テンションが上がっていました。
　僕が一番楽しかったのは BBQ です。みんなでたくさ
んの肉を焼いて話しながら食べたため、とても美味し
く、格別でした。
　他にも筑波山を登ったり、テニスをしたりなど、楽
しい時間を過ごすことができました。
　それもローバースカウトとリーダー方のお蔭です。
反省点はあまり計画通りに行動出来なかったことです。
ですが、もうすぐベンチャースカウトになるみんなと
も最後のキャンプを一緒に楽しむことができたので良
かったです。

BS隊　オットセイ班　草嶋優太

　例年の班キャンプと違い今回のはスカウトにとって
は中々ハードなスケジュールとなっていた。中日に登
山を交え、最寄り駅からの往復も徒歩で、本来のある
べきスカウトに近づいたのかなとも思った。リーダー
がいないのを良いことに泥濘んでた近年の班キャンプ
を締め直すには良い機会だったのかもしれない。今回
のキャンプが僕自身の BS最後の活動となるわけだが、
いろいろな課題が見えてきた。
　まず 1 つに、班キャンプだから携帯を使うことは誰
も止めはしないのだが、オンとオフを切り替えてほし
い。他の班を見ていて思ったことだ。班長と次長が炊
事をし、残飯処理をしてるいる間にゲームをする。保
科さんが先に帰る時の挨拶中にゲームをする。これら

の行為はどうかと思う。移動中やキャビンの中だけに
してほしい。 　
　次に班長に指示されたことをやれる限り最後までや
って下さい。鉄板洗いやキャビンのごみ拾い…難しい
ことは頼んでいないのに最終的に僕が点検すると最後
まで出来てなかったり手を抜いていたり。班長が確認
するというのは二度手間でタイムロスに繋がるので気
をつけて欲しい。 　
　またこれは誰が悪い訳でもないが、僕のひとつ下の
代はここのスキルはあるが、班員にバシッと注意でき
る統率力のある人が少ないのも心配だ。そのさらに下
の代が良い意味でも賑やか過ぎるため班長の言った

（求めた）事を 1回で確実に遂行するスキルをこれから
身に付けていって欲しい。
　ここまで BS を抜ける身として偉そうに指摘してき
たが、5団の BS においては失敗が笑いに繋がることも
多く場が盛り上がることに繋がり出席率も次第に上が
ってくるのはとても素晴らしいことだと思う。抜ける
今だからこそ強く実感出来た。残りの皆には BS をより
良い物にしていくためにもっともっと努力してもらい
たい。最後に神田さんを始めリーダーの方々や支えて
くれた班員の皆には感謝の意を示したい。VS は少し団
の裏方に回るようなイメージが僕の中にあるので、一
つの節目となりそうです。お疲れ様でした自分！！

BS隊　オットセイ 本間 壮汰朗

　今年は最初からテントを建て無くて よかったし ロ
ッチでとてもありがたいと思いました。久々の登山は、
とてもきつかったです。
　たおくんがリュックを忘れてぼくのリュックに荷物
を入れてとても重かったですが 途中からたおくんがリ
ュックを持ってくれて少し嬉しかったです。
　そのあとに温泉にも入れて気持ちよかったです。
今年の班キャンプはとても楽しいキャンプでした。

BS隊　トナカイ班  村山 太河 

　ぼくは、今回のキャンプとても楽しめたので良かっ
たです。
　今回はテントを張らなかった分、楽だったのと、遊
びを楽しめる時間が長かったので、よけいに長く感じ
ました。
　また、人数が少なく、カモメ、トナカイが合同にな
り、シンゴジラ班として活動できたので楽しかったで
す。
　二日目のつくば山は、標高はそんなに高くなかった
けど、岩がゴロゴロあって、登るのがきつく、下りは
さらに大変でした。でも頂上からのながめは最高で、

「あ～、やっぱり地球は丸いなぁ。」と感じました。
　この三日間、六年生として最後の思い出、またベン
チャーに上がる佐藤君と草嶋君との思い出を作ること
ができて良かったです。

BS隊　オットセイ　佐藤陽仁

　僕が今回の班キャンプの中で一番楽しいと思ったこ
とはテニスでした。僕は、テニスがよくわからず、少
し怖いイメージでしたが 3日目に保科さんが分かりや
すく丁寧に教えてくれてテニスはとても楽しいスポー

ツだと言うことがわかりました。とても面白い経験を
しました。

BS隊　カモメ班　 佐藤章仁

　今回自分がこのキャンプに課した目的は「今年限り
の面子で楽しむ」というものでした。
　結論からすれば、楽しめたのでこの目的は達成され
たのだと思います。しかしながら、残念な事に完璧な
達成ではありませんでした。一年近く班長をやってい
てもダメなところがあるようで、 班員にも迷惑をかけ
ましたし、時間に対する感覚や、金銭のやりくりも未
だ甘かったと思います。そういった点で今回のキャン
プ、班キャンでありながら、これからやるべき課題を
見つけられたことや十二分に楽しめたこと、などから
から大いに意味のあるものになったと思います。自主
的に活動、企画しなければ始まらないこの班キャン。
ベンチャーの活動と主旨が似ていることから、ベンチ
ャーに上がってもこの経験を活かしていこうと思いま
す。



ローバー隊
RS隊　岡田一志

地形を読む

　スカウト諸君は、キャンプ地の選定、つまりテント
を張る場所についての条件を説明できるだろうか？ こ
れはボーイ隊で 1級スカウトになるために必要な知識
である。スカウトハンドブックには、設営に適さない
場所として丘の上・谷・崖下・川原・中洲が挙がって
いる。
　設営場所の適切さには、地形的要因が関わっている。
だから、ボーイスカウトはキャンプを快適にするため、
地形を「読む」必要がある。
　地形的要因が関わるスカウト活動は、何もキャンプ
だけではない。例えば登山やハイキングにも、コース
や道の選択に地形的要因が関わってくる。そのため
我々は、事前に地図を使って等高線を読んで勾配を計
算したり、尾根と谷を判別したりして、コースの難易
を予測する。地図という道具を使ってはいるが、この
作業もまた地形を読む作業と言える。このように、ス
カウト活動の様々な場面で我々は地形を読む能力を駆
使している。だから、その能力は一般の人々よりも優
れているのだ。

　もしかしたら、「でも、そんな能力を使う場面そん
なないし、あんま意味ないじゃん」と思うスカウトも
いるかもしれない。現に、私も中学生くらいまではそ
う思っていた。
　だが、決してそんなことはない。この能力は、あな
たが思っている以上に「つぶしの効く」能力である。
それは、具体的に役立つ場合と抽象的に役立つ場合と
がある。

＊ ＊ ＊

　具体的には、この能力は地理学を学ぶ時に役立つ。
　地理学というと、中学・高校における暗記を中心と
した学習を想像するかもしれない。
　なるほど確かに、地理は暗記科目のイメージが強い。
だが実際には、地理学とは読んで字の如く、地形（地
球）の理（ことわり）を学ぶ学問である。中学・高校の
暗記は、地理学という深大な学問を学ぶ上での基礎訓
練、言わば「筋トレ」に過ぎない。そんな表層部分を
めくった内側には、気候学・地形学・経済地理学・地
政学など、様々な学問分野が含まれている。
　我々は領域横断的にそれらを学び、適切に組み合わ
せることで、論理的に地形の理、つまり「世界」を理
解できるのだ。

　地理学を学ぶと、人間が現在までに成してきたこと、
つまり我々の歴史、文明、そして現在の世界情勢まで
の全てを、地形的要因から理解し得ることが分かる。
　なぜなら現在の世界は、人間が地形を読んで、「地
の利」を活用する営みの積み重ねによってできている
からだ。我々は、過去の人々がどうやって地形を読ん
だのか推測することで、人々が成してきたことを理解

し、また、我々がこれから成すことの結果を予想する
ことができる。
　例えば、京都が長い間日本の都であった理由を、地
理の側面から考えてみよう。
　かつて、政治・経済・文化の中心である都に必要だ
った地理的要素は、「国の中心」に位置すること。つ
まり、各地との連絡が容易なことだった。
　南北に長く、その中心を脊梁山脈が走る日本では、
それほど高い山には囲まれず、日本海側と太平洋側を
行き来しやすく、その上淀川や琵琶湖などがあって水
運の便も良い京都の地形は、都にうってつけだった。
　奈良から京都への遷都は 794年である。
　奈良は、四方を山に囲まれ、大きな河川も通ってお
らず、各地との連絡に不便だった。だから奈良は、支
配地域が増えるにつれて都としての機能を維持できな
くなった。
　このように考えると、794年に遷都が行われ、その
後長く京都が日本の都であり続けたことは、論理的必
然だと言える。

　ただし他にも、様々な歴史的経緯や信仰上の理由な
どが、遷都をはじめとする人間の営みに影響している
ことは言うまでもない。
　ここでやっているのは、地理学（特に農業水利的な
要素は大きい）の観点から歴史・文明を読むとどうな
るか、ということである。

　同様に、現在の首都東京についても考えてみよう。
　東京は、京都と違って太平洋側に位置し、日本海側
への連絡は容易でない。だが、東京が首都になってか
ら既に 150年近く経った現在でも、東京は首都機能を
維持し続けている（ただし、東京を首都と定めた法律
があるわけではない）。
　京都と東京のどちらが首都として適しているのか。
地理学的にみたとき、東京が海沿いの都市であること
は、都市の抱える人口が大きいときには重要な要素で
ある。他方、日本海側への連絡の不便は、流通環境の
変化や技術の発展によって、それほど問題とはならな
くなった。
　特に近年IT 化が進んだことによって、首都の条件の
内地理的要素は俄然弱くなった。つまり、かつては地
形に合わせて自分たちの生き方を変えていた人間が、
技術の発達によってそうしなくて済むようになってき
ている。

　だが現在でも、首都機能の一部または全てを他の場
所へ移す案が、度々議論されている。そしてその理由
は、やはり地理的要素にある。
　それは地震である。
　日本は地震の多い国であり、東京周辺も例外ではな
い。先の東日本大震災や熊本地震の惨状は記憶に新し
い。
　それらの災害への対応や復興は政府が中心となって
行われるが、ひとたび東京が大地震に襲われて首都機
能が麻痺すれば、対応や復興が遅れ、大変な事態になる。
　たとえば小松左京の SF 小説『日本沈没』は、著者の

4/22
炊事訓練＠野毛

BS隊　カモメ班　畑崎龍祐

　今回は飯盒炊さんだけではなく、ボーイスカウトカ
モメ班の班長になるという発表もありました。班長に
なるのは神田さんから言われてわかっていたけれど、
今思うとこれから難しくなってくるんじゃないかなと
思っています。たとえば、班長になると自分が動くの
ではなく、班員に指示をするということになります。
しかし、まだ班長という自覚が少し足りず、何かと自
分が一人で進めていってしまうところがあります。こ
れからは班長として班員に的確な指示を回せるように
していきたいです。

BS隊　オットセイ　河田晴太郎

　初めてのボーイスカウトの活動でした。
　今回のすいじ訓練は、2時間くらいかかってしまい
ましたが、特にカレーがおいしかったです。
　ぼくもこれから積極的に行動し、キャンプでも早く
料理が終われるようにがんばりたいです。

BS隊　カモメ　青木睦歩

　この日は僕がボーイ隊に再入隊してから初めての活
動である。
　また新しい班となって最初の活動でもあった。メニ
ューはカレーライス、おにぎり、みそ汁だったが、準
備から片付けまで 2時間で終わらせるところを 3時間
以上もかかってしまった。
　しかし、それから学べたことも色々あったので、こ
れからの活動が上手く行くために「考えること」、つ
まり経験と新しい課題とを結びつけることをもっと出
来るように、そしてカブとの違いである「自ら考えて
行動」することを楽しみたい。



地震学や地理学についての科学知識と、万博などを通
して官僚や政治家と頻繁な付き合いがあった経験とが
融合された傑作である。この作品を読むと、日本で実
際に破滅級の大地震が起こった時、人々がどのように
行動すると予測されるか（あるいは、かつてどのよう
に予測されたか）、よく分かる。まさに、地理学をは
じめとした領域横断的な知を使い、未来の歴史・文明
を予測するような作品である。この作品を 1 つの参照
元とする近年の『シン・ゴジラ』と合わせて、是非と
も「読んで」もらいたい。
　『日本沈没』や『シン・ゴジラ』で描かれたパニック
は、もちろん空想ではある。しかしそれは意味のある
空想なのだ。なぜなら、大地震による東京大混乱は、
関東大震災として過去に一度起こっていることだから
だ。

　地理学のまなざしで人類の営みを読む行為は、他に
も枚挙にいとまがない。
　大きな文明のスケールで言えば、世界四大文明（メ
ソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河
文明）が大河のそばで発生した理由などが挙げられる。
これなどは、中学の歴史の授業で最初の方に習うはず
だ（このようなスケール感で文明を地理学的に考察し
た本に、梅棹忠夫の『文明の生態史観』があるので、お
すすめしておく）。
　小さなスケールで言えば、戦国時代の武将が戦争を
するとき、地の利を活かそうとする戦術が挙げられる。
自陣を高台に構えて戦いを有利に進めようと考えを巡
らすのが、良い武将・良い軍師である（最近だと、例
えば原泰久の漫画『キングダム』で、このような戦術
が描かれている）。

　また、地理学の領域横断性は、近年ますます広がっ
ているように思う。
　例えばクリストファー・アレグザンダーのパタン・
ランゲージ理論は、建築・都市計画をする際に、地理
学的な要因だけではなく人々の欲望をも考慮するため
の処方箋である。詳しくは説明できないが、これは、
地理学に心理学や認知行動科学を融合させたような試
みと言えるだろう。
　また、地形の把握に物理学における重力理論が関わ
ることは、2017年さくら 9月号：【 10. アインシュタイ
ンの重力】や 2017年さくら 10月号：【 11. アインシュ
タインの時計、B-P の時計】で紹介された通りである。
特に、そこで紹介された光格子時計については、地殻
内部の動きを重力変化（に伴う時間の遅れ）によってセ
ンシングし、地震予知に役立てようというアイデアが
提案されている。地理学と物理学の領域横断と言える
だろう。

＊ ＊ ＊

　以上で示した通り、いくら我々が技術を発達させよ
うと、結局様々な場面において我々は、地理的要素あ
るいは地理学的要素を避けて通れない。
　なので我々はそれらを乗り越える、もしくは有効活
用する為に、地形の理を読まなければならない。そし
てそのために、我々のボーイスカウトでの経験は大い
に役に立つのだ。
　そしてその先。地形を読むことができる能力の先に

は、より抽象的な「ものごと一般を読む能力」がある。
「顔色を読む」・「空気を読む」・「状況を読む」、様々
なものごとを適切に読む能力は、地理学を離れてより
一般に、私たちの人生を豊かにしてくれる。
　TV番組の「ブラタモリ」を観たことがあるスカウト
なら、タモリが街や地形を読む能力に長けていること
を知っているだろう。そしてその能力は、街や地形と
いった具体性を離れて、タモリの人生自体を豊かにし
ているように私には思われる。
　そこでタモリが行なっていることは、勇み足を恐れ
ずに言えば、「読み込む」ことである。単に街や地形
を科学的・客観的に読むのではなく、その背後に歴史
や人々の生活を読み込むこと。つまり、自らの主観や
感情を対象に投影すること。それが「込む」という言
葉の意味だ。
　対象を正確に読んだその先に、読み込むという段階
がある。「のめり込む」ように読むこと。ボーイスカウ
トの地形を読むトレーニングは、抽象的な「読む」能
力につながり、最後は「読み込む」能力に至る。
　最後は駆け足になってしまったが、スカウトの皆に
はぜひこれらのことを念頭において、スカウト活動に
励んで欲しい。そしてもし良ければ、地理にももっと
興味を持ってみて欲しいと思う。

RS隊隊長　渡口要

6. Middle voice

6.1. 『あなたの人生の物語』の時間・コミュニケーショ
ン・態

　ここからは，『Rovering to Success』で B-P が示し
た世界観を超えて，現代の文学者や哲学者たち，ある
いは広く「表現者」たちが，どのような世界観を「良
い」と考えているのかについて説明していきたいと思
います．
　それは一見，ボーイスカウトとはあまりに関係ない
ことのように思えるかもしれません．しかし私の考え
では，その世界観は B-P の最も有名な言葉：「そなえよ
つねに（Be prepared）」と関連しています．
　 重 要 な 作品 と し て，2017年 さ く ら 12月号：【 14. 
2017年ノーベル賞についての連想ゲーム】の最後の方
で紹介した SF映画『メッセージ』，およびその原作SF
小説『あなたの人生の物語』を紹介します．この作品
では，“non zero sum” が重要なキーワードになってい
ます．それは，我々の時間感覚，コミュニケーション
の作法，そして物事に直面するときの我々の「構え」
と関連して，作品の中で提示されているのです．

　我々は普通，時間を「過去から現在を通って未来へ
流れるもの」として感覚しています．ところが，この
感覚は普遍的なものではありません．
　『メッセージ』あるいは『あなたの人生の物語』に登
場する宇宙人ヘプタポッドは，我々現代日本人とは異
なる時間感覚を持っています．言うなればそれは，「未
来を過去のように体験する」あるいは「過去も未来も
区別しない」という感覚です．思い切り単純に言えば，
ヘプタポッドには「時間が無い」のです．

　ヘプタポッドには時間が無いので，そのコミュニケ
ーションの作法も我々とは異なります．ヘプタポッド
の言葉は，その全てが「パフォーマティブ」なのです．
つまり，時間が無い故に未来に起こる全ての事象を見
通せているヘプタポッドには，事実を確認するような
言葉（「これはペンだ」・「今日は晴れだ」など），つま
りコンスタティブ（事実確認的）な言葉は不要なので
す．ですから彼らは，それを発することがそのまま行
為を遂行することに等しいような言葉（「結婚を誓い
ます」・「会議を始めます」など），つまりパフォーマ
ティブ（行為遂行的）な言葉しか発しません．
　また，時間が無いので，物事に対する「構え」も独
特なものになります．ヘプタポッドには「能動」が無
いのです．なぜなら，未来がどうなるか分からないか
らこそ「能動的な構え」は意味を持つからです．「未来
を過去のように知っている」ヘプタポッドは「能動的」
になりようがありません．
　能動が無いので，ヘプタポッドは常に「受動的な構
え」なのかと言うと，そうではありません．ヘプタポ
ッドは受動態（passive voice）と能動態（active voice）
の間，あるいは「受動的能動」とでも言うべき，「中動
態（middle voice）」という「世界に対する構え」を持
っているのです．

　中動態は明示的なものとしては今や失われた「態」
です．しかし比較言語学者に言わせれば，もともと能
動態に対立するのは受動態ではなく中動態でした．
　日本語の中動態的な例は，「見える」や「生まれる」
などです．こういった動詞が，能動態とも受動態とも
言い難いことは，なんとなく分かると思います．「見
る」が能動態，「見られる」が受動態，そして「見える」
が中動態で，「見る」と対立するのは「見られる」では
なく「見える」なのだということです（「見られる」は

「見る」において視点を逆にしただけで，同じものの
言い換えに過ぎないと考えます）．
　2017年話題になった，哲学者國分功一郎の『中動態
の世界 意志と責任の考古学』によると，古代ギリシア
世界では能動態と中動態が対立しており，そこでは「意
志」の概念が無かったといいます．つまり，能動態の

「見る」，あるいはその逆視点としての受動態の「見ら
れる」には意志がありますが，中動態の「見える」には
意志が無い．そして中動態を良しとする古代ギリシア
の世界観においては，意志は重要では無かったという
のです．驚くべき指摘です．
　人類は近代以降，「意志」を人間の自由にとって重要
なものと考えてきました．哲学ではこのことを明確に
するために「自由意志」という言葉が使われます．中動
態の考えは，この自由意志を否定するものと言えます．
　自由意志や能動性を否定する中動態という世界観．こ
れは現代の我々にとって後ろ向きな考えに見えます．
しかしギリシア悲劇を読めば分かる通り，それはむし
ろ世界に対する「良い」構えなのだ，という見解が近
年の文学者・哲学者・表現者の間で広くみられます．
ヘプタポッドの世界観を中動態的に描き出した『あな
たの人生の物語』はその 1 つの例です．
　その「良さ」を強調するために，「中動態的な構え」
あるいは「受動的能動」を別のポジティブな言葉で言
い換えれば，それは「引き受けるという能動性」とい
うことになります．そしてそのときに重要となるのは，

「（なんとかしてやろうという）意志」ではなく，「（な
んでもこいという）覚悟」である．これが，古代ギリ
シアおよびヘプタポッドの世界観なのです．
　このような世界観は，人類史において様々な場所と
時代に見られる．そして今もわずかながらに残ってい
ることが，文化人類学者らの研究によって明らかにな
っています．

6.2. プログラミング的世界観と曼荼羅的世界観

　以上のような時間・コミュニケーション・態が，『あ
なたの人生の物語』（あるいは『メッセージ』）では宇
宙人ヘプタポッドの特徴として描かれています．そし
てそれは，実は “non zero sum” の世界観とも響き合っ
ているのです．

　どういうことでしょうか？

　時間が過去から未来へ流れるということは，物事を
「順序立てて」説明できるということです．つまり， 
2017年さくら 6月号：【 6. 論理=演繹=推論と幾何学】
で説明したような論理（=演繹=推論）が可能というこ
とです．
　そして論理を可能にするためには何かしらの（数学
記号も含めた）言葉が必要であり，しかもそのとき言
葉はコンスタティブ（事実確認的）に使用されます．
つまり，「A は B であり，B は C である．したがって，
A は C である」という具合です．
　さらに言えば，このような論理を使うことで，人は
様々なものをコントロールします．つまり能動的に対
象へ働きかけて，自分の思うように（自由意志にした
がって）変更しようとします．そのようなことが可能
なのが論理の力です．
　このように，時間順序的・事実確認的・能動的であ
るが故の論理的な態度は，“zero sum game” において
勝者を目指すイメージと重なります．つまり，勝ち組
になろうとする態度．さらに別の言い方をすれば，世
界に対する損得勘定の構えです．勝ち組になるために，
あるいは得をするために，時間順序的・事実確認的・
能動的な存在になる．つまり，論理的・合理的・主体
的存在になる．
　これは，近代社会の理想的成員としての「近代市民」，
あるいは経済学がもっぱら想定する人間像としての

「経済人」そのもの．もっと単純に言えば「資本主義」
ということ．さらに言い換えれば「プログラミング的」
ということになります．

　さて，以上の整理を引っくり返すことで，“non zero 
sum” のイメージとヘプタポッドのイメージの関係を
明らかにできます．
　未来を過去として感覚するということは，物事を「順
序立てて」説明することが不可能だということです．
つまり論理は消滅し，物事の理解は「同時把握的」に行
われることになります．
　論理が無いので，言葉も多くの場合不要となります
が，パフォーマティブ（行為遂行的）な言語使用だけ
は残ります．すると過去形や未来形は無くなり，現在
形だけが言語として残ります．「まさに今，なにかを言
葉によって行う」ような言語使用だけになるわけです．



　さらに，未来を過去のように感覚する，あるいは，
リアルタイム（real time）の言語使用だけになること
で，能動的に未来を変えていく，ということが無くな
ります．無くなるという以上に，ヘプタポッドにとっ
ては，能動的であることは端的に無意味なのです．
　だとすれば，ヘプタポッドは受動的な存在なのでし
ょうか？
　それがそうでは無い，というのが前述した中動態の
話です．つまり，ヘプタポッドは「決まっている未来」
にただ単に流されるのではなく，そんな変えられない
未来を「引き受ける」という，ある種の（括弧付きの）

「能動性」を発揮するのです．これが，中動態が「受動
的能動」とも表現できる所以でした．
　このように，同時把握的・行為遂行的・中動態的存在
であること．つまり，非論理的・非合理的・非主体的
存在であることは，“non zero sum” と親和的です．非
論理的・非合理的・非主体的と言うとネガティブに思
えますが，これがなぜポジティブな態度だと言えるの
か．ごくごく簡単に言えば，「論理だけではない感情
的な豊かさ」・「合理では説明しきれない世界の神秘
さ」・「主体の身勝手を超えた他者との繋がり」を肯定
する態度だからです．そしてこれらの要素は明らかに，
他者を出し抜き勝利を目指す “zero sum game” では無
く，皆を裏切らない “non zero sum game” の方向を示
しています．
　そしてこれは，言語を獲得する前の原初的な人類の
態度，あるいは，少なくとも言語や法律を高度に発達
させる前の遊牧民だったころの人類の構えでもありま
した．「プログラミング的」と対比させるならば，「曼
荼羅的」と言っても良いでしょう．

＊ ＊ ＊

　ここまでで，プログラミング的世界観と曼荼羅的世
界観を，様々な言い換えで説明してきました．それら
を一旦まとめてみましょう．2 つを対置させると，次
のようになります．
・プログラミング↔︎曼荼羅
・時間順序的↔︎同時把握的
・事実確認的↔︎行為遂行的
・能動態↔︎中動態
・論理↔︎感情
・合理↔︎神秘
・主体↔︎繋がり
・近代市民↔︎遊牧民
・“zero sum” ↔︎ “non zero sum”
　そしてこれらは「科学↔︎詩」に，ひとまずは対応さ
せることが出来るでしょう．
　だとするならば，“success” として “non zero sum”
を奨励した B-P は，科学ではなく詩を良しとした，と
いうことになります．しかし，2018年さくら 2月号：

【 3. Success】で述べた通り，B-P の考える “success” に
おいて重要なのは「認識（appreciate）」でした．そし
てその認識は科学と詩を融合させて初めて真に可能と
なる，というのがこの連載の主張でした．
　 し た が っ て、詩に 偏 っ て は い け ま せ ん．そ こ で

「“zero sum” と “non zero sum” のバランスこそが重要
なのだ」と言う事は可能です．そしてそれはそれで正
しいと思います．
　しかし，事態はもう少し複雑です．『あなたの人生の

物語』（特に映画版の『メッセージ』ではなく原作小説
の方）を読むと，実は科学（=物理学）および詩（=言
語学）の両方に，それぞれ “zero sum”（=時間順序的=
能動態= …）および “non zero sum”（=同時把握的=中
動態= …）の要素が含まれていることが分かるのです．

　小説『あなたの人生の物語』には，主人公である女
性言語学者ルイーズと，ルイーズの同僚である男性物
理学者ゲーリー（映画版『メッセージ』ではイアン）が
出てきます．この作品は，言語学SF であると同時に物
理学SF でもあるのです（映画版『メッセージ』では物
理学の要素が大幅に削られています．難しすぎるから
でしょう）．
　次回と次々回は，『あなたの人生の物語』の SF的ア
イデアについて紹介します．そこで重要となるのは，
言語の中に「能動態（≒受動態）的文字」と「中動態的
文字」があること，および物理の中に「能動態（≒受動
態）的数式」と「中動態的数式」があることです．もち
ろん，どちらも SF的な妄想が多分に入っていますが，
それはとても豊かな妄想なのです．

5 月 8 日 ( 火 )　育成会役員会　9:00~12:00  玉川総合支所仮庁舎
　　　　　　　総会準備・資料印刷
5 月 27 日 ( 日） 育成会総会　　尾山台小学校ランチルーム
                     　    9：30～11：00
5 月 27 日 ( 日 )　育成会役員会　総会終了後～  新旧役員引き継ぎ
6 月 23 日 ( 土 )  団委員会・団会議　19：00～　場所未定

会議予定

会計監査  　　　4 月 1 日 ( 日 )　奥沢区民センター
団会議・団委員会　4 月 21 日（土）19：00～　奥沢地区会館第 1 会議室
★　各隊報告、活動予定
★　ボーイスカウト講習会　6/3( 日 )　場所：成城学園　9：00～17：30
　　　　　　　　　　　　　締切：5/18
★　「けやきネット」のシステム変更（ 5 月より）について

会議報告




