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ビーバー隊
3 月 11 日 秘密基地作り
ビーバー隊隊長 草嶋隆行
入団説明会に合わせてボーイ、カブ、ビーバー隊合
同で多摩川の河川敷で活動披露行事を行いました。ビ
ーバー隊は秘密基地作りです。ブルーシートで壁や屋
根を作り、入団説明会に参加してくれた将来のビーバ
ー隊と一緒に装飾の材料を河川敷から探します。偽装
（？）用の枝を主に説明会参加者が集めていき、現ビー
バー隊が飾り付けをしていきます。ビッグビーバーの
リーダーシップもあって、私が思っていた以上に分担
して作業ができました。
その後は、BS隊が設営したテント体験です。体験者
も一緒にみんなでテントに入って大はしゃぎ！ご父兄
の方からも、概ね好評をいただきました。来年度もた
くさんの仲間が増えればいいな！

３月 25 日

お別れハイク

ビーバー隊隊長 草嶋隆行
いよいよ年度最後の行事、お別れハイクです。今回
の目的地は三浦半島の先端、城ヶ島です。自由が丘から
の東横線、横浜からの京急線とお天気が良いせいか混
んでおり、ずっと立っての移動でちょっと疲れ気味で
城ヶ島公園に到着です。
まずは、天然記念物のウミウが見れる崖に。保科副
長から双眼鏡をもらって観察します。次は磯に降りて
昼食と海の生き物探しです。行ったことがある方はご
存じでしょうが、城ヶ島には巨大な磯があり、色々な
生き物が観察できます。当日は天気のみならず、波も
穏やかで絶好の磯日よりでした。普段水族館くらいで
しか見ることができないヤドカリやカニがいっぱいい
ます。最初は手で触ることを怖がっていたスカウトも
次第にカニやヤドカリを手でつかめるようになってい
きます。
また、小魚やウミウシなどレアな生き物を見つけた
り、磯の先端で打ち寄せる波をみながら日頃のストレ
ス（？）を癒やすスカウトなど、思い思いに過ごすこ
とができました。いい思い出が作れたのでは、と思い
ます。保護者の方々、副長の方々、2017 年度もありが
とうございました。

カブ隊
3 月 11 日

多摩川河川敷でゲーム大会

ＣＳ隊副長 中村静香
29 年度の活動も残り少なくなりました。カブ隊は、
次回のお別れハイクが最後の活動でクマスカウトをボ
ーイ隊に送り出します。さて、今日は晴天に恵まれ昨
年同様 玉堤地区会館での入団説明会と河川敷でのゲー
ム大会を行いました。ウォーミングアップの後にﾄﾞｯﾁ
ﾎﾞｰﾙ、入団説明会が終わり説明を聞いた保護者とその
子供達が河川敷に繰り出した頃に 基本動作の訓練を行
いました。 見学に来てくれた等々力小学校の佐藤君
を交えて基本動作を体験して貰いました。一番盛り上
がりをみせたのは「モヤイのガンマン」各自モヤイ結
びを練習した後にトーナメント式で優勝を争いました。
よって優勝組は 3 組でした。 見学に来てくれた佐藤君
も楽しんでくれた様で良かったです。
ゲーム大会の後は、ボーイ隊ブースのやり投げ体験や
ブルーシートで作った雨風を凌ぐ囲いやテントの中に
入り 「テントの中は以外と広いなー」と実感しました
ね。今回の入団説明会でカブ隊に見学来てくれた佐藤
君が入隊してくれると良いですね。来年度も元気に活
動に参加しましょう。
１組 くま
やり投げやドッチボールが楽しかったです。テント
もいい体験になりました。これでみんなとの信頼が深
まれば嬉しいです。
４月から６年生なので責任感をもって行動したいと思
いました。
夏のジャンボリーに行けないのが残念です。
2 組 くま
月の輪は、とても楽しかった。カブよりも少し上の
こと ( テントを立てたり ...) を経験することができた。
緊張してボーイ隊の人たちとはあまり話せなかったが、
上進してから話せるようになりたい。
遊びのもやいのガンマンでは、うさぎの子がやってく
れるかな ... と思ったが、結局自分に回ってきてしまっ
た。いざやってみると、あせったりして負けてしまっ
た。( うさぎって結構強いな www)

３月２５日

お別れハイク＠ゲートブリッジ

CS隊副長 青木由美
25日のお別れハイクは東京ゲートブリッジとその周
辺、14k を歩く活動でした。
天候も良く、風も少なくとても恵まれたハイクとなり
ました。
東京ゲートブリッジは東京の海と空の玄関にあり、
トラス構造を用いて作られた工夫のある橋です。
スカウト達は往復 1・5k の橋の上を元気よく歩き、ま
たスカイツリー、東京タワーなど遠くに見えるランド
マークもしっかり見ていました。
そしてクイズ！ いつもは組対抗ですが、最後とい
うこともあって、個人戦としました。
ゲートブリッジやその周辺に関すること、方位、など。
知識のあることはうさぎスカウトもきちんと回答でき、
また自分の考えを書く問題にいたっては、学年関係な
く真面目に取り組んでいました。全問正解は 2人と少
し難しかったかもしれませんが、スカウトの熱心な姿
勢には驚きました。
そして例年より早く開花した桜を見ながら、長い距
離を疲れを口にせず歩くスカウトの大きな成長が感じ
られたハイクであったと思います。
九品仏に戻ってきた後はお別れ、引き継ぎのセレモ
ニー。昨年から試みているくまスカウトからしかスカ
ウトへ組み旗を手渡すフラッグハングオーバー。くま
スカウトは後輩へ向けての一言、そしてしかスカウト
は組み旗をしっかり受け取り、本年度の活動は無事終
了となりました。
１組 DL 秋山真一
長い距離でしたが、スカウトたちは元気に歩き、ゲ
ートブリッジではすれ違う車に笑顔で手を振っていま
した。天候にも恵まれ、1 年間の活動の締めくくりに
ふさわしいハイクとなりました。
２組 DL 石井無二
天気にも恵まれ、気持ちの良いハイクになりました。
くまスカウトと最後のハイク。１年前までは頼りなか
ったスカウトたちも頼りになるスカウトになっていま
した。活動中は夢中でしたが、最後の挨拶では、照れ
ながらも少し淋しそうにする姿もみられました。くま
はボーイで、しかは次の組長次長として、それぞれに
頑張ってほしいと思います。
３組 DL 高木裕美
今年度最後の隊集会「お別れハイク」で東京ゲート
ブリッジに行ってきました。
晴天に恵まれ、歩いていると汗ばむほどの陽気。広大
な東京湾とゲートブリッジを皆で眺めながらのカブ弁
タイムは「このメンバーでは最後のカブ弁だなぁ」と
感慨深くもありましたが、潮風が心地よく至福のひと
時でした。ハイクは長距離でしたが桜や春の花が咲き、
景色も最高でクイズも盛り上がり、飽きることなく楽
しく歩くことができました。
九品仏に戻り今年度の最優秀組賞が発表され、我が 3
組が受賞しました！始めの頃は全く勝てず悔しい思い

も沢山しましたが、諦めず皆で協力し助け合い「まじ
めに、しっかり」頑張り続けた結果だと思います。
この１年で心身共に大きく成長したスカウト達。皆
を誇りに思います。素晴らしい 1 年間をありがとうご
ざいました。
４組 DL 藤田惣子
「イェーイ！」と叫びながら東京ゲートブリッジを
ハイク中に、すれ違う車やバイクに向かって手をふる
スカウトたち。それに答えて相手が手を振り返してく
れたら、子ども達の顔に笑みがこぼれ、「いま 80人
目！」と我先に報告しあいます。挙げ句の果てには、
空を飛ぶ飛行機にも大声で手をふります。何とも微笑
ましい場面に（ドライバーには危ないけど）こちらも
思わず笑みがこぼれます。スカウト達と過ごした時間
は、まさにこの様な、何でもない事がキラキラしてく
る、特別な瞬間の連続でした。この様な時間を一年間、
子どもたちと共有出来たことを感謝しています。

ボーイ隊
3/11 進歩章他トレーニング
（テント設営，トレーニング )
BS隊 カモメ班
今日は、進歩章と入団してもらうための体験会の手伝
いをした。進歩章の方は出来なきなかったが、体験会
の方で意外と自分たちが考えたゲームが好評だったの
で、よかった。しかし、最後に行ったテントなどの仕
分けがとても思った以上に大変だった。シルバーウル
フに行ったひとたちは、綺麗にそろっているから、驚
くと思う。

１組月の輪
組長として最後の活動でした。ちょっと寂しいです。
今まで馴染めなかったところもあったかもしれないけ
どいい思い出になりました。
いつもふざけてばかりでごめんなさい。反省する点
もたくさんありますがこの 1 年とても楽しかった。
ありがとうございました。
2 組月の輪
今回は歩きっぱなしだったので、久しぶりに足がい
たくなりました。うさぎのころは大変だったけれど、
今では大丈夫になりました。東京ゲートブリッジは約
800m でよゆうだと思ったのですが ... けっこう長かっ
たです。
組旗のひきつぎをして、カブを卒業したんだな ... と
心の中で思いました。
3 組月の輪
ぼくは今日、今年度最後の活動で、東京ゲートブリ
ッジを歩きました。橋を渡ると中に、バイク、トラッ
クなどに手をふり、101人の人が返してくれて、「世
の中には優しい人がいるんだな」と改めて感じました。
終わりの式の時に、最優秀賞組賞が発表され、あま
りまとまりのなかった 3 組が選ばれ、内心少しおどろ
きました。
3 組月の輪
とても楽しい活動だったけど、2 年間一緒に活動し
てきた仲間と別れるのは、さびしいです。
４組月の輪
皆で頑張ったお別れハイクは、橋のクイズなども出
て面白くとてもいい最後となりました。僕はボーイス
カウトになりますが、カブスカウトで学んだ事を忘れ
ずに頑張っていきます。ありがとうございました。

ローバー隊
RS隊 神田貴史
「デザイン」
私は今、大学 1 年生から 2 年生になろうとしている。
専攻は「デザイン」という言葉の入った名前を冠する。
簡単に言えば、作者が自分を表現する手段としての芸
術と異なり、使う人がどのように使うのかを考え設計
するのがデザインである。つまり、相手の利便性を強
く意識するところが、芸術とデザインの違いである。
最近では、デザインは単に外見だけではなく、仕組
みや意味合いの設計までを含めることが多い。それは
例えば「キャリアデザイン」という言葉を考えてみれ
ば、分かってもらえると思う。

デザインが具体的に何に関わっているのか、イメー
ジを持てないスカウトもいるかもしれない。それは私
たちの生活に密接に関わっている。
例えば、今使っているスマートフォンのグラフィカ
ル・ユーザー・インターフェース（GUI、操作画面）を
見てみよう。ホームボタンがタッチパネルか物理ボタ
ンか、あるいは、何かの操作が長押しかダブルタップ
か、などなど、様々な操作がデバイスや OS それぞれ
で細かく異なる。
しかしそれらには共通点がある。それは、利用者の
使いやすさを目指して設計されている、ということで
ある。つまりこれが、デザインである。
新しいモノをつくるとき、特に自己満足ではなく需
要のあるモノをつくるとき、常にデザインが必要とさ
れる。利用者が不便に感じていることを合理的に解決

するのがデザイナーの仕事である。進化のないモノが
日の目を見ることはほとんど無い。
世の中が必要としているモノを的確に予想し提供で
きるかどうか。これが、ある意味デザイナーの全てで
ある。

私は最近ドラマ映像作品の製作に携わっている。上
記の「利用者が不便に感じていること」などお構いな
しの、自己満足に近いモノづくりである。撮影・編集・
CG 作成・音響調整など、様々な作業を経て 1 本の動画
を作り上げる。
これは一見するとデザインとは無関係に見えるが、
実はしっかり関係している。観る人に、より伝わりや
すい配置・表現・アングル・効果などを用いることに
よって、作品を観ている人の感情を揺さぶり、満足感
を与える。そこにも実は、「観客の視聴しやすさを目
指す」という意味で、デザインがあるのだ。

デザインは自己満足ではいけない。使う人・観る人
が望んでいるものに的確に答えなければいけない。こ
れは正しい。
では、デザイナーは消費者が不便に感じていること
や必要としていることを、アンケートを取るなどして
調査し、それを元にデザインしていけば良いのだろう
か？
必ずしもそうでは無い。そうでは無いと言った、世
界でもっとも有名な「デザイナー」がいる。アップル
の元 CEO、故スティーブ・ジョブズである。

*****************************************************
***********************
A lot of times, people don’t know what they want
until you show it to them.
多くの場合、人は形にして見せてもらうまで、自分
は何が欲しいのかわからないものだ。
*****************************************************
***********************

この言葉が含意しているのは、デザインは時に、消
費者に対して価値の提示、あるいはもっと強い言葉で
言えば、価値の押し付けをすることがある、というこ
とだ。消費者はその価値を欲していることに気付いて
いないので、最初はデザインの押し付けが起こる。も
ちろん事後的にそのデザインが良かったと消費者に感
じてもらえなければ、本当にただの自己満足になって
しまう。しかしそれは、事前のアンケートでは分から

ない。

ひとつに、デザイナーの命が吹き込まれている。

このような消費者の無意識の欲望を掘り起こすデザ
インは、しばしば世界観の提示とともに行われる。ジ
ョブズの有名な具体例は iPhone だが、iPhone にはじ
まる大画面スマートフォンの登場が我々の世界観を変
えたことは、多くの人が納得するところだろう。

例えばスカウトの皆が着ている制服。そのデザイン
にはどのような機能性・世界観・思想が込められてい
るだろうか。ポケットやボタンの位置などが実現して
いる機能性は何か。その生地の色や徽章類が示す軍服
との類似性が意味することは何か。

最高のデザインは、消費者の意識的な欲望に答える
だけではなく、その無意識の欲望を発見する。その最
も重要な例は、上でも述べた GUI（グラフィカル・ユ
ーザー・インターフェース）の発明である。発明者の
名はアラン・ケイ。現在我々が当たり前のように使っ
ている、「メニューバーを備えた複数のウィンドウ」
や「マウスで画像を掴んでの移動」といったことを実
現した天才プログラマーである。
上記特徴を備えたケイによるパソコンの試作機「ア
ルト」は、1973 年に作られた。1979 年、このアルト
のデモンストレーションを見たジョブズは、「すべて
が視覚的」だから素晴らしいと興奮気味に語ったそう
である。この経験でインスピレーションを受けた後、
1984 年にジョブズが作ったのが Macintosh であり、こ
の Macintosh の世界的大ヒットが、今のマイクロソフ
トの Windows や、iPhone に代表されるスマートフォ
ンに繋がっていったのである。
では、ケイがデザインした世界観とは何か？ それは、
ジョブズの言葉が示す「すべてが視覚的」であるとい
うことと、「すべてが触れられる」ということである。
前者は GUI の 1 文字目の「グラフィカル」で示されて
いる通り、20 世紀後半のパソコンにおいて大成功を収
めた世界観である。GUI を搭載していないパソコンな
ど、今や見つけるのは非常に難しい。
対して後者は、ケイの時代にはマウスのポインタに
よって間接的に実現されていた。しかし周知の通り、
タッチパネルの登場によって、今や画面上の全ての要
素に直接触れることが出来る。これは、ケイが 45 年前
に提示していた世界観が、そのまま現実となったと言
える。

デザインは、消費者の欲望に答えて不便を減らすだ
けではなく、消費者に世界観を提示することも出来る。
さらに別の言い方をすると、デザインは作者の思想の
表現でもある。
ここまで来ると、この文書の冒頭で行った芸術とデ
ザインの区別が曖昧になってくる。その通り、良い芸
術と良いデザインは、境界が曖昧なのである。おそら
く究極的に目指すところは同じで、出発点が自分本位が
相手本位かの違いがあるだけなのかもしれない。

他にも様々なデザインの在り方がある。そのひとつ

あるいは、ボースカウト運動全体のデザインはどの
ようになっているのか。上進式の意味。ビーバーから
ローバーまで 5 つに分かれていることの意味。カブ隊
のデンコーチやボーイ隊の上級班長の意味。これらも
また、機能性・世界観・思想が込められた、ひとつの
壮大なデザインなのだ。
あなたは日常生活の中で、どんなデザインを見つけ
られるだろうか。これを機にデザインに興味を持って
くれたら幸いである。
例えば、班長はどういう風にメッセージを伝えれば、
班員にうまく話を聞いてもらえるか。あるいは、話し
方や話の強弱をどうやってつければ、自分の想いを相
手の心に届けることができるか。これらのことを意識
して実践するかどうかで、相手の受け取り方も随分違
ってくるはずだ。
別の例をもう 1 つ。2017 年夏、世田谷第 5団65 周年
キャンポリーのキャンプファイヤーのとき、突然の歌
い出しを開始の合図とした。もしその時に「これから
キャンプファイヤーを始めます」といった会議の開始
の合図のようなことをやっていたら、盛り上がりは全
然違ってしまっていただろう。なにかを始めるとき、
説明からではなくいきなり始めることで強いインパク
トを与える方法は、これに限らず様々なところで使わ
れるテクニックである。
実はこの文章自体にも、「メッセージの伝え方やコ
トバの使い方」を工夫することで、相手（= 読者）の受
け取り方を変える例が隠されている。いや、そもそも
文章はコトバから出来ているのだから、その全てが本
来的にこのようなテクニックを意識して書かれるもの
なのだが、特に分かりやすい例を 1 つ、仕込んである
のだ。
それは、「洗脳」という言葉のチョイスである。
先ほど、「このように書くと、洗脳テクニックのよ
うで何か危険な感じがする」と書いた。この括弧の中
で言っていること自体が、「コトバの使い方」次第で
「相手（= 読者）の受け取り方」が大きく変わることの
具体的指摘になっている。さらに言えば、このような
指摘をわざわざ書いてしまうことで、「洗脳というコ
トバを使っているけども、そのコトバの悪いイメージ
に引きずられすぎてはいけないよ」というニュアンス
を伝えている。
また、『悪く言えば「洗脳」でも間違いではない』と
も書いた。ここで「悪く言えば」というコトバを選択
したのも、「洗脳」という単語のイメージの悪さを和
らげて相対化する効果を狙っている。
「洗脳」を、善悪とは無関係の単なるテクニックとし
て理解すること。もし「洗脳」を悪だと見なしてしま
うと、洗脳テクニックを理解して使いこなすのは悪人
だけになってしまう。すると、この世には「悪い洗脳」
がはびこってしまうし、善人が洗脳に対抗することも

出来なくなってしまう。心理学や自己啓発の本を読ん
でそう思ったからこそ、「洗脳」という強いコトバを
あえて使った。
ローバースカウトになって、人前で話をする場面も
増えた。どうすれば印象深いことを言えるだろうか。
もっと多くの本に触れ、さまざまな知見を学びたい。
私の話を聞いたスカウトの心の片隅に、「そういえ
ばあの時あの場所でローバースカウトがあんなこと言
っていたな」というかたちでメッセージが残ればいい。
つまりその場の雰囲気や出来事とともに心に刻まれて、
何年か後に楽しかった記憶とセットで思い出してくれ
るような、そんな話ができるようになりたいと思って
いる。
そんな私の理想の達成のために、本を読んでコトバ
の力を学ぶことが必要なのだ。
最近は皆がスマホを体の一部のように持ち歩くので、
そのせいで本と接する機会が減少している。たまには
画面を閉じて、じっくり本を読む時間をつくり、画像
や動画からは得がたい想像力や語彙力を鍛えて、興味・
関心の幅を拡げていくべきだ。
ボーイやベンチャーの活動は多くの場合仲間と一緒
に行う。本などで学んだコトバの力は、皆を巻き込ん
で 1人では出来ない活動を企画するときにも大いに役
立つし、活動をしているときも、それをより楽しく想
い出深いものにするのに役立つ。
「洗脳」とか「語彙力」とかいった、ある意味「わざ
とらしい」ことを意識しながらでもスカウト活動を続
けていけば、いつしか自分の心の扉が世界に開いてい
ることに気付くはずだ。

「登山」
RS隊 清水虎之介

以上のように，ボーイスカウトの登山にはさまざま
な目的が挙げられる。

このエッセイを書いているいま，私は 3月下旬に行
われるはずのボーイ隊の筑波山登山の計画書を同時に
作成している。登山の計画書には，日時やルート，持
ち物，細かな行程などのさまざまな情報を示す必要が
ある。

しかしよく考えると，文字通り「山（の頂上）に登る
こと」が登山の目的であることは最初から明確ではな
いか。上に示した第一の目的は，この文字通りの目的に
比較的近い。

その計画書の中で，一番初めに書かなければならな
い「目的」という欄がある。私は何を書けばよいのか
分からず，とりあえず「普段触れ合うことのできない
自然や景色を楽しむ」とか，「山を登ることで体力，ス
キルを身につける」といったことを書いてみた。確か
に，山に登ることで非日常を体験できるし，体力や登
山スキルも身に付くだろう。
しかし，私はここで戸惑った。
「なぜボーイスカウト活動で登山をする必要がある
のか？」
このエッセイを書くにあたって私は，ボーイスカウ
トにとっての登山の本質的な目的とは何か，を考える
ことにした。

第一に，自然や景色といった非日常を楽しむことや
体力をつけること，登山スキルを身につけることが挙
げられる。もちろんこれらも登山の重要な目的である。
自然に囲まれた環境の中で過ごすことで，自然保護の
大切さを学ぶことができる。また体力や登山技術を身
につけることで，もっとハイレベルの山に挑戦しよう
という意欲が湧くだろう。
第二に，ボーイスカウトの登山では「協調性」を養
うことができる。ボーイスカウトでは常に複数のスカ
ウトで山に登る。すると，歩くのが速い人と遅い人に
分かれてしまうことも多い。そんな時には，速い人が
遅い人の荷物を持ってあげるなど，全員で協力して登
頂・下山をしなければならない。こうしてスカウトは
チームワークの重要さに気付き，協調性を養うのであ
る。
第三に，「計画を立てる能力」が得られる。私も今
まさに作っているのだが，登山をするにあたっては計
画書を作成しなければならない。計画書は，それが無
ければリーダーから登山の許可が出ないほど大切なも
のである。計画書といってもただなんとなく出発時間
などを決めればよいわけではない。確実に実行できる
よう，出来る限り正確な計画を練る必要がある。その
際，どうすれば時間を削減できるか，などといったこ
とを試行錯誤することで，より質の高い，余裕のある
計画を立てられるようになる。
最後に，登山前に立てた計画をできるだけ確実に実
行する能力も，ボーイスカウトの登山では身につく。
計画に合うようペースを判断しながら歩く。寸分の狂
いなく計画を実行できれば完璧な登山といえるが，も
ちろん予定が狂うこともある。例えば雨などで予定が
遅れた場合，山頂まで行かずに下山するという決断も
必要となる。このような判断力や決断力の組み合わせ
としての「計画の実行力」が，登山を繰り返していく
うちに染み付くのである。

「山に登る」という自明の目的に対しては、第二・第
三の「協調性」や「計画性」は実は手段である。目的と
手段のどちらが大事なのかについては色々意見がある
だろうが，こと訓練に関しては，「自明の目的=山に登
ること」に対する手段の習得自体を，改めて目的と考え
るべきである。つまり，登山に限らずボーイスカウト
活動が常に訓練である以上，そこではいつも手段が目
的化されるのである。
このことは，別の観点で見ると時間性の問題でもあ
るし，抽象度の問題でもある。
つまり第一の目的が「登っているまさにその時，つ
まりリアルタイムで体感できるもの」であるのに対し，
第二・第三の目的は「登山を何度も繰り返して時間が経
った後，事後的に気付くもの」である。また，リアル
タイムで体感できるのは具体的な目的であり，それが
故に意識しやすい。対して事後的に気付くものは抽象
的な目的であるから，無意識的に身に付くものである。
私はボーイスカウトの登山にとって，第一の（自明
の）目的= リアルタイムで具体的で意識的な目的は，表
面的な目的だと思う。第二・第三の（手段の習得という）
目的= 事後的で抽象的で無意識的な目的こそが，本質的
な目的なのだ。そして繰り返すが，このことは登山に
限らない。
だから，ある程度の期間ボーイスカウト活動を続け
ないと，その本質的な目的には気付けない。そこで身
に付く能力は，抽象的であるが故に実感しにくいもの
なのだ。
しかしだからこそ，これらの能力は社会に出てから
も必要とされるはずなのだ。つまり，様々な場面で役
に立つ能力なのだ。

ボーイスカウトの登山を通じて，まずは表面的な目
的を達成し，そののちに本質的な目的にも気付けるよ
うになって欲しい。そうすれば，最後に示した「実行
力」という，目的と手段を一致させるためのもっとも
重要な能力を，最短時間で身に付けることが出来るは
ずだ。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ローバー隊

隊長 渡口要

科学と詩 第 4回
（つづき）
5. Non zero sum

3 つの英単語：“vagabond” と “planet(es)” と “rover”，
あるいは宮本武蔵と星野八郎太とローバースカウトは，
順に「詩」と「科学」と「科学と詩（の融合）」という
ベースのイメージに違いはありますが（違いがあるよ
う に 私 は 整 理 し ま し た が ），最 終的 に は 共 通 し た
“success” に向かっているとも言えます．今回はその共
通点を示してみましょう．
共通点のキーワードは，“non zero sum” です．

5.1. ゲーム理論

“non zero sum” の 日 本 語 訳 は「非 ゼ ロ 和」で す
（“sum” は「和」とか「合計」を意味する英語です）．非
ゼロ和とは，つまり「総和がゼロに非ず」ということ
です．もっと簡単には，「全部足しても 0 にならない」
ことです．
非ゼロ和は，20 世紀に誕生した「ゲーム理論」とい
う数学において使われる言葉です．ゲーム理論と言っ
ても，別にテレビゲームやスマホゲームについての理
論ということではなく，もっと広くこの世界で生じて
いる様々な「ゲーム的現象」を数学的に研究する理論で
す．
様々なゲーム的現象とは，例えば将棋や囲碁やチェ
ス（もちろんテレビゲーム等も含まれます），例えば
政治活動や経済活動，例えば生物の生存競争や生態系，
そしてもしかしたら恋愛や友情などです． 複数のプ
レイヤー（人間だったり政党だったり昆虫だったり）
が関わって何かが決まるような現象は，おおよそゲー
ム理論の対象になるのです．

ゲーム理論は，行動経済学以上のインパクトを経済
学に与えました．それは B-P の死から 3 年後の 1944 年
に出版された，ハンガリー人数学者ジョン・フォン・
ノイマンおよびドイツ人経済学者オスカー・モルゲン
シュテルンによる『ゲームの理論と経済行動』に始ま
ります．この著者の 1人ノイマンはアインシュタイン
を抑えて 20 世紀最高の天才と呼ばれることも多く，
「悪魔の頭脳」という異名を持っています．
【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—】に出てきた様々な天才たちとも関係し
ていることが多く，面白い逸話もたくさんある人物な
ので，是非とも調べてみてください．
約70 年前に誕生して以降，ゲーム理論は社会や自然
を理解する上で欠かせない数学となっています．ノー
ベル経済学賞で言うと，1994 年にジョン・ナッシュ，
ラインハルト・ゼルテン，ジョン・ハーサニの 3人が
「非協力ゲームにおける均衡分析に関する理論の開拓」
に対して受賞して以来，関連する研究も含めて何度も
授賞があるのです．
ちなみに，アメリカ人数学者ナッシュは，アカデミ
ー賞を受賞したロン・ハワードによる映画『ビューテ
ィフル・マインド』の主人公としても有名です．史実
との違いも指摘されていますが，この映画は「科学と
詩」というテーマと関連した内容になっていて，おす

す め で す．“A Beautiful Mind” と い う 原 題 が 含 む
“beauty” および “mind” という英語は，2018 年さくら
2月号：【 3. Success】に出てきました．この 2 つの単語
の融合が何を意味しているのか，この連載に照らして
考えながら観ると面白いでしょう．

話が逸れました．ノイマンやナッシュらによって打
ち立てられたゲーム理論ですが，そこでは「非ゼロ和
ゲ ー ム（non zero sum game）」と「ゼ ロ 和 ゲ ー ム
（zero sum game）」の 2 つを区別します．

ゼロ和ゲームの具体例として，2人じゃんけんを考
えてみましょう．話をシンプルにするために，どちら
かが勝つまで「あいこでしょ」を続けるとします．勝
ちを 1点，負けを -1点とすれば，2人の点数を足すと常
に 0点になります．また，2人じゃんけんは「どちらか
片方しか勝たないゲーム」ということになります．
一般に「勝負」というのは，その字が示す通り勝ち
負けを決めるものですから，ゼロ和ゲームなのです．
他方，非ゼロ和ゲームの具体例としては，物々交換
が挙げられます．例えば，あなたは食べきれないくら
い大量のお菓子を持っています．それに対してあなた
の友達は，飲みきれないくらい大量のジュースを持っ
ています．お菓子は好きですが，ジュース無しだと喉
が渇きます．友達の方はジュースだけではお腹が満た
されません．
そこで，あなたと友達はそれぞれお菓子とジュース
を半分ずつ交換します．このとき，あなたと友達は両
方とも得をすることになります．言うなれば，この交
換においてはどちらも勝ちなのです．
このようなとき，勝ちのプラスと負けのマイナスが
打ち消しあってゼロになる，というゼロ和ゲームとは
違って，両方ともプラスになります．するとそれらを
足した結果もプラス，つまり総和はゼロになりません．
だから，このようなゲームは非ゼロ和ゲームなのです．

長々と説明しましたが，簡単に言えば，勝ち組と負
け組が分かれるゲームがゼロ和ゲームです．
他方，勝ち組と負け組に分かれず，「参加者全員が
勝つ」ようなゲームのことを非ゼロ和ゲームと呼ぶわ
けです．これは，別の言葉では “win-win” とも表現で
きます．“win” の翻訳は「勝つ」ですから，“win-win”
は「勝ち - 勝ち」つまり「両方勝つ」という意味になり
ます．

5.2. 勝ち組負け組

さて，この非ゼロ和（non zero sum）というキーワ
ードですが，これが B-P にとっての “success” のイメー
ジ と 同一 で あ る こ と は，2018 年 さ く ら 2月号：【 3.

Success】で引用した B-P の以下の言葉から分かります．

*****************************************************
***********************
they generally mean overreaching some other
fellows and showing that you are better than they are
in one line or another. In other words, gaining
something at another's expense.
That is not my idea of success.

それに変わる価値を模索するようになります．武蔵は
B-P の考え る “success”=“non zero sum” に，次第に近
づいていくのです．

他方，『プラネテス』の主人公ハチは，自らの夢を
かなえるためには他人を犠牲するのもやむなし，とい
う考えに取り憑かれます．他人に優しくするのではな
く，他人を蹴落としてでも自分のエゴを押し通す．そ
れくらいの「力強さ」でなければ，大きなこと（野望）
は成し遂げられない，というわけです．これもまた，
勝ち組負け組の世界観 =“zero sum game” であること
は明らかです．

*****************************************************
***********************

我々にとってより難しく切実な問題に直面している
のは，武蔵よりもむしろハチでしょう．ハチのエゴイ
ズムに共感する人は，実際少なくないはずです．ハチ
の考えに従えば，「優しさ」は「甘さ」に，「冷酷さ」
は「力強さ」になります．
「人に優しくしなさい」とか
「お金だけが全てではない」といったことは，小学校
の道徳の時間で習うようなことです．しかし大人にな
って社会の「リアル」を生きていこうとしたとき，そ
んな基本的な道徳は単なる「お説教」に思えてしまい
がちです．大人になっても小学校の道徳を維持し続け
るのは，なかなか大変なのです．

ここで B-P が言っているのは，
「勝ち組」が “success”
では無い，ということです．そもそも勝ち組と負け組
に分かれるようなゲーム，つまりゼロ和ゲーム（zero
sum game）に参加すること自体が，B-P に言わせれば
“success” とは程遠いことである，ということです．

ハチもまた武蔵と同様に，単純な勝ち組負け組の世
界観からは離脱します．しかし夢を諦めたわけではあ
り ま せ ん． 野 望 を 抱 き つ つ，“success”=“non zero
sum” に近づく．そのような贅沢なことをハチはどの
ようにして実現したのか．
『プラネテス』の漫画および
アニメを観て確認して欲しいところです．ただし，
『プ
ラネテス』が完全な回答を出せたわけではありません．

他の人々を出し抜くということでもあり，また，仲
間であるかどうかに関わらず，他の人々よりも君たち
の方が優れていることを見せつけるということでもあ
ります．言い換えれば，他の人々を犠牲にして手に入
れるものです．
そのようなものが成功とは，私は考えません．

言い換えれば，B-P は “non zero sum” な世界認識（世
界観）を持つことこそが “success” だと考えたのです．

その証拠に，作者の幸村誠は『プラネテス』の次の
作品である『ヴィンランド・サガ』でも同じテーマを
描きます．今度の舞台は宇宙ではなくヴァイキングが
活躍した 11 世紀初頭の北ヨーロッパ．アメリカ大陸で
初めて子供をつくった欧州人の 1人，トルフィン・ト
ルザルソン（ソルフィン・ソルザルソン）が主人公で
す（トルフィンをはじめとしたヴァイキングによる北
アメリカ大陸上陸は，コロンブスらによるアメリカ大
陸「再上陸」より 500 年近くも先んじていたのです）．
こちらの作品もおすすめです．

そして，この “success”=“non zero sum” というイメ
ージは，『バガボンド』あるいは『プラネテス』にも
共通しています．

ちなみに，“rover” には「海賊」という意味もありま
したから，ヴァイキングは “rover” そのものだと言う
こともできます．幸村は『プラネテス』と『ヴィンラ
ンド・サガ』2 作続けて「さまよう人」=“planet(es)”・
“rover” を主人公にしているのです．

『バガボンド』の主人公武蔵は，他人に決闘で勝つこ
とを重要視する男でした．自分が強いのか，それとも
弱いのか，そればかりを気にする男でした．勝ち続け
て，「天下無双」= この世で一番強い存在になるか，
それとも負けて死ぬか，その 2 択しか見えていない．
すなわち勝ち組負け組の世界観 =“zero sum game” で
しか人生を考えることが出来なかったのです．

武蔵もハチもそして B-P も，勝ち組負け組の世界観
=“zero sum game” で は な く，“success”=“non zero
sum” を良しとする価値感に（最終的に）至りました．
これが冒頭で述べた，『バガボンド』の主人公宮本武
蔵，『プ ラ ネ テ ス』の 主 人 公 星 野 八 郎 太， そ し て
『Rovering to Success』で描き出されたローバースカ
ウトに共通する “success” です．

しかし，『バガボンド』が巻をかさねるにつれ，武
蔵は変わっていきます．簡単に言えば，勝ち組負け組
の世界観を生きることにむなしさを感じるようになり，

ただし，その価値観を現実の社会・人生の中で具体
的に示していくことは，相変わらず大変に難しい．そ
れは結局は，個々人の状況に応じて，スカウトそれぞ

2018 年さくら 2月号：【 3. Success】で示した通り，
B-P は「認識（appreciate）」こそが “success” の鍵だと
考えていました．言うまでもなく，認識は非ゼロ和ゲ
ーム（non zero sum game）に属します．ある人がこ
の世界の驚異（wonders）と美（beauty）を認識したか
らといって，別の人の認識のチャンスが減る，という
ことは無いからです．

れが対応していかなければなりません．
そのための抽象的な指針として，B-P は「そなえよ
つねに（Be prepared）」という言葉を残しました．し
かしこの言葉は，本連載の主張とどのような関係にあ
るのでしょうか？
次回以降では，この最も有名なボーイスカウトのモ
ットーが意味するところを，大きく回り道をしながら
考えていきたいと思います．

2018 年3月14日追記

横山壽美夫さんの告別式が行われた 3月14日，宇宙
物理学者のスティーブン・ホーキングが亡くなりまし
た．存命していた物理学者の中で，最大の有名人だっ
たと言って良いでしょう．著書『ホーキング、宇宙を
語るービッグバンからブラックホールまで』は，20 年
間で 1,000 万部以上を売り上げた大ベストセラーです．
ホーキングの遺灰はイギリスのウェストミンスター
寺院の，アイザック・ニュートンやチャールズ・ダー
ウィンの墓の隣に埋葬されるそうです（ダーウィンと
B-P との意外な関係については，後に紹介します）．
ボーイスカウトも物理学も，“non zero sum” な営み
です．“non zero sum” な喜びを私にもたらしてくれた
お二人に，感謝申し上げます．

それにもかかわらず，今回私は「詩」を書こうと思
いました．それは，リーダーとしてではなくスカウト
として書く，ということでもあります．ですから，い
ちスカウトのたわごととして受け取ってください．

横山さんに初めてお会いしたのがいつなのか，覚え
ていません．おそらく，私が名古屋の団から移ってき
たばかりのころ，カブスカウトとして参加した上進式
や BP 祭，あるいは 45 周年記念キャンポリーのあたり
ではないかと思います．
私にとっての横山さんは「親戚のおじさん」でした．
普段から頻繁に会話をするわけではありません．しか
し世田谷第 5団の大きなイベントにはいつもお姿があ
りました．
「昔から世田谷第 5団にいる，歴史の生き証
人的な偉い人」でした．その佇まいはちょっと怖いよ
うな，しかし背筋がピンと伸びるような，そんな存在
感を放っていました．
このような印象を横山さんに持つスカウトは，私に
限らず，今のローバー以下の年代にも多いのではない
でしょうか．しかし私にとって特別に意味深いことが，
横山さんの佇まい，あるいは世田谷第 5団という地域
団にはあります．それは，私の生い立ちに関係してい
ます．

私の父は転勤族でした．世田谷第 5団に転団した小学
5 年生の時点で，人生 6回目の引越しだったのです．

（つづく）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ローバー隊

では「科学」の文章を書いて，スカウトの「詩」の文章
と対置させているのです．

隊長 渡口要

「永遠のスカウト」
横山壽美夫団委員が亡くなられました．享年 80 歳で
した．世田谷第 5団が東京第 103団から団名変更したの
は 1977 年．そのずっと前から，この世田谷の地でボー
イスカウト活動を続けてこられました．

普段のさくらでは，ローバースカウトの「詩」の文
章に対して，私は「科学」寄りの文章を書いています
（「科学」と「詩」の意味については，2018 年さくら 1
月号：【科学と詩 第 1回】をお読みください）．
「詩」は
スカウトに任せているのです．そうして，スカウトと
私の文章が異なるスタイルで，しかし内容的に響き合
うよう気をつけています．
そのようにしているのは，「科学」の地位が「詩」
に比べて低いことへの，私なりの反発でもあります．
みんな「詩」が大好きです．
「面白さ」を「詩」が独占し
て，「科学」はその逆の「つまらなさ」・「小難しさ」
を押し付けられがちです．
大切なのはバランスです．そのため，普段のさくら

引越しばかりしていたので，私には「地元」の感覚
がありません．
「どこ出身？」と聞かれると，答えに困
ってしまいます．大げさに言えば「流浪の民」という
ことになるでしょうか．これは，長いあいだ国を持た
なかったユダヤ人に対して使われる言葉です．
地元が無いので，私にはアイデンティティの危機，
つまり「私は一体誰なんだろう？」という悩みがあり
ます．
いや，それは正確ではありません．
「私は一体誰なん
だろう？」という問いから目を背けること．目を背け
て，気にしないこと．気にしないで，その場所その場
所の作法に合わせて自分をカメレオンのように変化さ
せること．そのようにして，地元の発する「重力」と
は無縁に「軽やかに」世の中を渡っていくこと．そう
いうやり方を，私は自然と目指すようになったのです．
すると必然，人間は小賢しくなります．帰るべき故
郷・自らのホームベースが無いので，私の場合は数学
とか物理とかいった普遍性の高い知識を，「確かなも
の」の代替物として身につけようとしました．ですか
ら，同じ「流浪の民」であるユダヤ人から理系の学者
が数多く輩出されることの理由が，私には実感として
分かります．故郷でも宗教でも知識でも，人間は何か
しら「確かなもの」を持っていないと不安なのです．
そんな私にとって，「地元」というのはある種あこ
がれでした．地元の「重力」に引かれて，ついつい帰

郷してしまう．そんな感覚を羨ましくも思いました．
地元・血縁・信仰といった「重力」を，自由を奪う鎖
と考える人もいます．しかし私には，それが地面にし
っかり立つために無くてはならないものに見えたので
す．

「流浪」していた私に，世田谷第 5団は足場を与えて
くれました．
「重力」を与えてくれました．つまり「地
元」を与えてくれたのです．

B-P の “We are a movement, not an organization
（我々= スカウティングは運動であって，組織では無
い）” という有名な言葉があります．この「運動」とい
う言葉を，私は「家族（の運動）」と読み替えたい．つ
まり，排他的では無く，拡張性の高い，外に広がり続
ける「家族」としてイメージしたい．そして上で述べ
た意味での優しさと厳しさを，それこそ本当の家族で
しか両立し得ないはずのものを，世田谷第 5団には抱
え込んで欲しい．そんな「あり得ない」運動として，
これからも続いていって欲しいと思うのです．

2017 年さくら 7月号の堀江君の文章：
【再会】は，
「ボ
ーイスカウトは家族である」という出だしで始まりま
す．まったく大賛成．理由の説明は不要でしょう．ボ
ーイスカウトには，明らかに家族的な要素があるので
す．

世田谷第 5団の風景の中には，いつも横山さんがい
らっしゃいました．全体を見渡せる場所に座って、い
つも我々を見守っていてくださいました．世田谷第 5
団という家族運動が可能であるためには，横山さんの
ような「親戚のおじさん」が必要だったのです．

「家族」としての世田谷第 5団において，横山さんは
「親戚のおじさん」でした．それも，「歴史をまとっ
た偉いおじさん」でした．

横山さんの精神的支柱としてのはたらきと，その下
で発生した多くの人の奉仕のおかげで，「養子」であ
った私は「地元」を獲得することができました．その
ことを，深く感謝いたします．

実際，横山さんのお葬式には，私がスカウトのとき
にお世話になった歴代のリーダー達が訪れました．彼
らは，頭でっかちだった私に心の開き方を教えてくれ
ました．秩序と理性の世界から，混沌と眩暈の世界に
私を連れ出してくれました．つまり，「科学」に「詩」
を付け加えてくれたのです．
芝居掛かった格好の良いスピーチをするリーダーも
いれば，下ネタばかり話すリーダーもいました．きっ
と彼らは，そんな大きな影響を私や私の仲間たちに与
えようとは思っていなかったでしょう．単に自分とス
カウトが楽しめるよう振る舞っていただけでしょう．
「親戚のお兄さん」とは，きっとそのようなものだと
思うのです．

世田谷第 5団には様々な人がいます．
「しっかりもの
の母」もいれば，「優しい父」もいます．
「人気者の弟」
もいれば，「厳しい姉」もいます．さらに言えば，「家
を出て行ってしまった子供」や「ごくつぶしの兄」も
います．これら全てが，世田谷第 5団という「家族」の
一員なのです．
2017 年さくら 8月号の笈田君の文章：【逃げること】
には，世田谷第 5団の「ごくつぶし」に対する甘さ（優
しさ）への感謝と，しかし「ごくつぶし」を甘やかし
ていては「家族」は崩壊するという常識（厳しさ）が書
かれています．この相反する 2 つの両立は奇跡的なこ
とです．
くれぐれも誤解しないで欲しいのですが，「しっか
りもの」がいなければ「家族」は崩壊します．しかし
同時に，「家族」のために「ごくつぶし」を追い出すよ
うでは，そもそも「家族」とは呼べません．それはも
う「会社」と呼ぶべきものです．
組織の維持だけを目的にするなら，そのようなやり
方もあるでしょう．しかしそれでは，そもそものボラ
ンティア団体であることの意義すらも薄れてしまいま
す．

お亡くなりになられてやっと，このような言語化に
至ったのは情けないかぎりですが，心よりご冥福をお
祈りいたします．

横山壽美夫様を偲ぶ
育成会長

澤

武雄

三指
横山壽美夫様の訃報に接して、昭和 27 年 3 月、東京第 103 団を設立の当初からご尽力なされた由、
当初のご苦労を伺ったことがあります。団委員高柳さんもご一緒だったと伺っております。
横山様は、東京連盟、世田谷地区各方面でご活躍され、地区コミッショナー、地区委員長等数々の
役職をされ、当団においてはボーイスカウト隊長、団委員長の要職もお勤めになりました。横山様の
薫陶を受けたスカウトは数多くおり、私はそのスカウトの皆さんから「横山イズム」を学びました。
ご葬儀の折、東京連盟役員始め、地区役員、元東京第 103 団、元世田谷第 5 団のスカウトが数多く
お手伝い、参列され、篤の多かったことが偲ばれました。
また 日本連盟「たか章」、国からは保護司として永年勤められた功績により、叙勲の栄を賜りました。
平成 27 年、日本ジャンボリーに参加され、昨年は長野県北相木村「長者の森」で行われた第 5 団の
「 65 周年記念キャンポリー」に参加され、大勢のスカウトと共に祝われたことは思い出に残りました。
祭壇前のご遺影はその時撮られたお写真でした。
数々の功績を残された大先輩に報いるには、私達スカウト全員が真のスカウト精神を忘れること
なく、活動を引き継ぎ守って行くことが大切なことと思います。
永遠のスカウト 天国からお守り下さい。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
合 掌

会議報告
育成会役員会
○「入団説明会」お手伝い
3 月 11 日 ( 日 )
13：30～ 玉堤地区会館大会議室（ 1F）
14：00 頃～ 河川敷にて活動を見学、来場者への案内
来場者に説明会に来られたきっかけについて、無記名でアンケートを実施
（選択肢は「入団説明会チラシ・団ホームページ・尾山台フェスティバル・友人より紹介・
その他」）
→ 7 名より回答を頂き、「入団説明会チラシ」6 名、「友人より紹介」1 名、
でした。今後の参考にしたいと思います。
団会議・団委員会
3 月 17 日（土）19：00～ 奥沢地区会館第 2 会議室
★ 各隊報告、予定
★ 入団説明会（ 3/11）後、1 名からビーバー隊長に問い合わせあり
★ 上進式： 4 月 1 日 9：00 集合
奥沢区民センター第 1 会議室
9：30 開式
★ ＮＳＪ（日本ジャンボリー）について
★ 徽章、及び年功章・・・きちんと付けるよう改善策が必要

会議予定
4 月 1 日 ( 日 ) 会計監査 9：00～ 奥沢区民センター第 2 会議室
4 月 21 日 ( 土）団会議・団委員会 19：00～ 奥沢地区会館第 1 会議室
5 月 9 日 ( 水 ) 育成会役員会（総会資料印刷、発送）
・・・予定
5 月 27 日 ( 日）総会

〈育成会より〉
4 月は隊費の集金月です。
10 日までに、お子様 ( スカウト ) の名前で、
じぶん銀行への振込をお願い致します。

＊ボーイ隊上進の方はネッチ代 (1,200 円 ) を、活動費にプラスした金額でお支払い下さい。
＊ボーイ隊は作業帽を使います。こちらの代金は振り込まずに直接リーダーより購入
(1,500 円 ) する形でご用意ください。

