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ビーバー隊
６月３日 大地小池ハイキング
ビーバー隊隊長 草嶋隆行
近距離ハイクとして大池小池に行きました。大池と
は洗足池、小池は小池です！大岡山の駅から歩きまし
たが、今回は駅から五分くらいのところにある源流も
見にいきました。
神社の一角にある滝が源流とのことです。住宅街の真
ん中にこんな滝があるのもびっくりです。そこからさ
らに 20 分くらい歩いて洗足池に向かいます。池は窪地
にありがちですが、まさに洗足池はそうした地形とい
うことがよく分かります。そこからちんりはしてます
が、木でできた遊歩道があったり、水際まで行ける小
池に行きました。そこの遊具で遊んだ後、帰ります。
行きは下りということは帰りは上りです。暑い中、途
中でアイスを食べたりもしながら無事に九品仏に戻り
ました。

６月 24 日
アイスクリーム作り
ビーバー隊隊長 草嶋隆行
夏本番を前にアイスクリームを作ります。冷凍庫は
使わずに、です。卵黄と牛乳、砂糖、バニラエッセン
スをスカウトに混ぜてもらいます。それから少し煮込
んで、いよいよ冷やしていきます。材料をアルミ缶に
入れて、ペットボトルの中に氷と塩を何層にも重ねて
、机の上で転がしてしっかり冷やします。ゴロゴロゴ
ロゴロしっかり転がすと出来上がり！と、書くと簡単
なようですが結構大変でした。ただ出来上がったアイ
スは本当においしかったです。今回はバニラ味でした
が、おうちで色んな味のアイスも作ってみてくださ
い！

発行／ボーイスカウト世田谷第５団広報部

カブ隊
６月 9〜10 日

１泊舎営 @ 川崎青少年の家

ＣＳ隊副長 清水恵子
毎年恒例の一泊舎営、今年はカブブックをもとにロ
ープ結び、国旗、計測を学ぶ時間を多くとりました。
これらは知識としてもっているだけではいけません。
勉強の後は、おぼえたことを実際に使えるようにする
ためのゲームを楽しみながら、組対抗で競いました。
学ぶ→実際にやってみる、といったところです。
土曜日。自分の荷物を自分でしょって、梶が谷駅から歩
いて川崎市青少年の家に到着。
ロープ結びのおさらいをしてから、「ボールに結ぶ」
「パイプに結ぶ」ゲームをしました。
（詳細はカブ隊Ｈ
Ｐをご覧ください。）
入浴は 15 分間で 17人のスカウト全員すませる、こ
れは時間が限られていることもありますが、夏季舎営
にそなえての練習でもあります。
夜はおなじみナイト宝探し、夜の公園でスカウトは
思う存分懐中電灯を振り回してリーダーが隠した宝を
探しました。
日曜日。自分の使ったシーツを片付け、布団を決めら
れた向きにそろえ、部屋をそうじし、荷物をまとめる。
はじめてのスカウトには大変かもしれませんが、「カ
ブスカウトは自分のことを自分でします」、ですよ
(^_^)
身の回りの整理、食事、入浴、家族と離れて寝る、
など生活面のいろいろに慣れておく、これまた夏季舎
営の準備です。
午前中はカブブックの国旗・計測をクリアし、「も
のさしなしに長さを測る」ゲームを二つ。
二日間のゲーム結果と生活面での評価を総合し、一
泊舎営最優秀組賞は４組がとりました。
毎年、二子玉川駅までは荷物をしょって大山街道を
歩いて帰るのですが、昼頃雨が降り出したので電車を
利用し、早めの解散となりました。
３組 DL 高木裕美
新しい組になって最初の宿泊プログラム、うさぎス
カウトにとっては初めての一泊舎営でした。今年度は
ロープや計測、国旗などカブブックに基づいた内容が
盛り沢山で、スカウト達はもちろん DL ２年目の私自身
も学ぶことが多くとても有意義な時間でした。
ゲーム「ボールでバンバン」では組ごとに協力して
ボールをロープで縛り、組対抗でぶつけ合って対戦。
思うように結べず悪戦苦闘するスカウト多数でした。
我が３組は無敵の隊長と対戦して引き分けるという快
挙！ 「ロープ結び綱引き」はうさぎスカウトが思わぬ
力を発揮して盛り上がりました。恒例の「ナイト宝探
し」では懐中電灯を使って公園内に隠されたシールを
探すのですが、夜の公園はまるで暗闇のジャングル。
「ぎゃー虫！」「全然見つからない～」「 10点あっ

た！」と一喜一憂しながら大興奮のスカウト達でした。
DL も参加なので私も汗だくで探して 10点ゲット！少
しは組に貢献できて良かったです。正確さを競う「５
m 計測」ではメジャーを使わずロープやネッチ、靴、
手のひらや全身を用い工夫して計測にチャレンジしま
した。普段から身の回りのものの長さを覚えておけば
いざという時に役に立つ、まさに「そなえよつねに」
の実践だなぁと関心しました。片付けの時間には舎営
名物の厳しいシーツ畳みをうさぎが体験。くまスカウ
トに綺麗な畳み方を教えてもらい協力して畳むことが
できました。帰りは雨のため大山街道を歩くのを断念。
梶が谷駅まで雨具を着て歩きました。
今回の舎営を終えてより仲良くなったスカウト達。
組の結束も固くなったと思います。この経験を次の活
動、また夏季舎営に生かすことができればと思います。
これからの活動が益々楽しみです。
2 組 しか
一泊舎営で楽しかったことは、みんなで一緒に遊べ
たのが楽しかったです。しかのカブブックをがんばり
ました。宝探しの時にライトをつけちゃったから、そ
こをなおそうと思います。
1 組 うさぎ
一泊舎営は最初はドキドキしたけど、ナイト宝探し
が楽しかったりしょうが焼きがおいしかったです。な
わむすびは花結びが大変でした。また来年も行きたい
です。

６月 24 日

CS ラリー＠砧公園

CS隊副長 本間千香
今年の CS ラリーのテーマは「スターウォーッチ ( ス
カウトの覚醒 ) ☆宇宙を知ろう☆でした。
1 年に一度 世田谷区のカブスカウト 197 名が集まっ
て チェックポイントを回りラリーをするとゆう 活動
です。
初めてのウサギは自分が住んでいる世田谷区にこん
なに仲間がいることを知るでしょう。
クマになると 今年こそはゲーム意欲が高まっていると
思います。
今年はチェックポイントが 5 箇所あり 5団も 20団の
企画の元にチェックポイントを運営しました。
私たち副長はチェックポイントから 動けないので
他のチェックポイントがどうだったのかがわかりませ
んが CP2 は宇宙ステーションにて 事故発生 必要な物
資を地球から運んでもらうためには まず 糸電話を使
って 物資の指令を出します。
指令を聞いた スカウトはみんなで手分けして 集め
宇宙船 ( レジャーシート ) の上に乗せて ステーション
まで 運んで 地球まで 戻ってくるまでの時間の早さで
順位が決まるとゆうゲームでした。
リーダーからすると 団に差が出るのかが心配でした
が 見事にいろいろな団のスカウトたちで 見ている方
が微笑ましいかったです。
まず、糸電話の使い方がわからず そこからの説明だ
ったり 伝言がうまくいっていなかったり レジャーシ
ートとロープで 引っかかってしまい 団子状態になる
わで スカウトのチームワークがとても かわいかった
です。
また スカウトたちに他のチェックポイントはどん
なものだったのか 活動の中で聞いてみたいです。
今年は雨も降らなかったので 砧公園から二子玉川駅
までハイク ( 約1時間) をしながら 帰ってきました。
少しずつ ウサギも 夏の舎営に向けて ハイクに慣れて
きたようです。
カブは常に歩くことを目標にしていますので 親子で
なるべく歩くことを望んでいただけると 親子の会話も
多くなり 楽しいと思います。
さぁ～次の活動もハイク 大使館巡りです。カブ隊は
歩きます。
3 組 しか
一枚も残さず名刺を配れてよかったです
4 班 うさぎ
カブラリーで、いろいろな団の子たちに出会えて、こ
んなにたくさんの団があるのかと、初めて知りました。
ぼくは、他の団の子と話をしたり、ゲームをしたのが
とても楽しかったです。

ボーイ隊
6/10 隊集会・日帰りキャンプ
＠尾山台小学校、多摩川河川敷
BS隊 カモメ班
今回雨で日帰りキャンプができなくなってしまい、ハ
イクになりましたが、僕たちの班は、僕が地図を読め
ないせいで、タイムオーバーしてしまいました。とに
かくしゃべって歩いていたので、僕一人で前に進んで
いってしまい、地図が読めないまま進んで、迷ってし
まいました。もう班長なので、簡単な地図でもいいの
で読めるようになっておきたいです。
BS隊 オットセイ班
10km ハイクは歩く時間が長く、足が痛くなってもう
休みたいな～と思った。信号でとまる時、少しばかり
体力を回復できた。
そして見事時間内に戻り、１位を取ってゆう勝するこ
とができて、うれしかった。
BS隊 トナカイ班
みんなと歩いて最後にお菓子を食べたのが嬉しかった。
でも歩きすぎで筋肉痛になりました。
ボーイスカウトに入ってまだ未熟だけど次の大きな活
動に向けて頑張りたいです。

6/17 隊集会
＠尾山台小学校ランチルーム
BS隊 オットセイ班
今回のボーイスカウトは、尾山台小学校でロープ結び
で 忘れかけていた一重つぎや二重つぎなどを復習しま
した。
それから、キャンプの荷物の入れ方など学びました。
バックに詰めるときのポイントや順番を知りました。
知っていたことの復習やわからなかったことを学ぶこ
とができ、とても有意義な時間を過ごせました。
BS隊 カモメ班
この間の隊集会では、ジャンボリーの説明をしてもら
いました。僕は、内心『行かないのになぁ。』と思って
いましたが、プログラムの内容を聞いている内に学校
の行事と重なって行けない事が残念になってきました。
楽しんできてください。

ローバー隊
RS隊 横山拓巳
「なぜボーイスカウト活動に参加するのか」

参加すると、ボーイスカウトの真の楽しみを味わえる。
かく言う私は、なかなか積極的に活動出来なかった。今となっては

勿体ない事をしたと後悔している。後輩の皆にはぜひとも明確な目的を
もって技術を学び、様々な活動を自ら計画する主体的なスカウトになっ
て欲しいと思う。

「自分は何を目的にスカウト活動を続けているのだろう？」
こんな疑問が頭に浮かんだことはないだろうか？
答えは人それぞれだろう。友人を増やす。精神を鍛えて技術を学ぶ。

なんとなく。 …等々。私の考えでは、1 つの目的に固執するのではなく、
その時々で目的を修正しながら、柔軟に活動を継続することが大事であ
る。

ある程度長く続けていると、途中で方向を見失うことや意欲を失う

ことがあるかもしれない。実際、年齢が上がるにつれ、周りの仲間は

少しづつ減っていく。私も過去にそういう状況に陥った事があった。

しかし幸いなことに、今ではもっと意欲的にスカウト活動をしたい

と思うようになった。そんな私の経験を踏まえて、この文章でスカウ
ト活動を継続するための幾つかのポイントを挙げたいと思う。

当たり前だと思う人もいるかも知れないが、理屈としては当たり前

でも、それを実際に実行するのはたいがい難しい。私のこの文章が、

3. やりがいをもって、奉仕する
ボーイ隊やベンチャー隊では、下の隊への随行や指導を行う。奉仕

先のハイキングやキャンプでは、リーダーとしての役割を求められる
ことも増える。

社会への奉仕活動も本格化する。尾山台フェスティバルでの交通整理

や世田谷区役所で行われる新年子ども祭りでの奉仕活動、東京マラソン
でのボランティア活動など、奉仕の内容も多岐にわたる。

正直言って、普段のスカウト活動と比べると楽しみは減るが、社会

経験として参加する価値は十分にあるし、今までとは異なる喜びを見

出すこともある。友達とワイワイ楽しみながらやれば、奉仕も楽しい。
しかしそれ以上に、奉仕すること自体にやりがいや意義を感じるよう

になれば、しめたものである。その感覚を得ることは、ボーイ隊やベ
ンチャー隊所属時に身につけるべき、重要な成長項目だと思う。

少しでも実践へのモチベーション向上に役立ってくれれば嬉しい。

4. 場所と世代を越えて、交友関係を広げる
1. きっかけはなんでも良いから、楽しむ
私はビーバー隊の時から、かれこれ 10 年ほどスカウト活動を続けて

いる。我ながらよく続いたものだと不思議である。

ボーイスカウトを始めたそもそものきっかけは、家族である。父と

祖父が、子供の時からボーイスカウトをやっていた。父からある日、
ボーイスカウトをやってみないかと言われた。当時は皆がやるものな

のかと勘違いして始めた。同じような人は他にもいるのではないか。
勘違いして良かった。

ビーバー隊・カブ隊の時はとにかくたくさんの活動に参加して、楽

しくスカウティングをしていた記憶がある。週末にボーイスカウトで

友達と交流する楽しみは、他では中々味わえないものだ。存分に活動し
て、楽しみ尽くそう。

これは、祖父の葬儀の場で実感した事だ。祖父は多くのボーイスカ

ウト関係者と交流を持っていて、有り難いことにたくさんの方に参列
いただけた。そのことが、今でも強く印象に残っている。

小さい時に祖父に言われた。
「ボーイスカウトの知り合いとは一生繋

がることができる。だから、たくさん友達を作れ」と。

まだ世田谷第 5団の中でしか交わりを持たない人もいると思うが、地

区での活動を通して知り合いを増やすとか、ジャンボリーに一緒に参
加した者同士で交流を深めてみてはどうだろうか。ボーイスカウトの

仲間は、世田谷地区から東京、日本、そして世界にまで広がっている。

同学年または先輩・後輩だけではなく大きく年の離れた人たちと活

動を共にできることも、ボーイスカウトの大きな魅力である。生徒と

して先生に接するのでもなく、先生として生徒と接するのでもない。

年下に対しても年上に対しても、ボーイスカウトの交友のあり方は独
特だ。上下関係に基づく壁があまり無い。だから、ボーイスカウトで

2. 技術を学び、計画する

は広い年代の考え方を吸収できるのだ。

楽しく活動に参加するのも大事だが、ボーイ隊に上進すると雰囲気

が変わってくる。だんだん技術が求められるようになり、活動が本格

化してボーイスカウトらしくなってくるのだ。班単位での自立した活

動や、自分たちでハイキングやキャンプを企画することが増えていく。

これら慣れない活動の増加と、部活動や習い事の忙しさが相まって、
なかなか思うようにスカウト活動が出来なくなる事もあると思う。

しかしながら、こういう時こそ自分で明確な目的や考えを持つべきで

ある。日々の忙しさに流されながら、ただぼんやりとボーイスカウト

に参加するようでは、消極的かつ受動的で中身の薄い活動になってしま
う。逆にこの時期に、少ない回数であっても積極的かつ能動的に活動に

以上、主観的な意見ではあるが、ボーイスカウト活動を充実させる

ため、何かしら意識することに繋がってくれればと思う。

RS隊 保科玄樹
「ボーイスカウトと宗教」
ボーイスカウトは、その教育プログラムのデザインの中に「宗教章」

や 3 つの誓いの 1 つ：「神（仏）と国とに誠を尽くし掟を守ります」があ

ることから分かるとおり、宗教と密接に関わっている。しかし私は、
ボーイスカウトから宗教の要素を切り離すべきだと考える。

ボーイスカウトの産みの親であるロバート・べーデン＝パウエルの

父親は、リベラルな神学者であり、平たく言えば牧師であった。つまり、
B-P は牧師の息子だったのである。

そんな父親の影響があったかどうかは分からないが、ボーイスカウ

ト運動は宗教と近い距離を保っているにも関わらず、いわゆる宗教団

体とは一線を画している。つまり、信仰すべき宗教を限定しないリベ

行動は、日本の宗教ではほとんど行われていない。2018 年さくら 5月

RS隊 隊長 渡口要

日本人は「美」を理解することは得意だが「崇高」そのものを把握する

科学と詩 第 7回

号の岡田君の文章でも紹介された梅棹忠夫の『文明の生態史観』には、
ことは苦手なのではないか、ということが書いてある。このことから

考えるに、礼拝という「神= 超越 = 崇高」と直接繋がることを目的とし
た行動は、日本人には向いていないということではないだろうか。

日本人は、神のような実態の無い抽象的な存在よりも、自然の中の実

（つづき）

しても、今よりも自然の猛威が厳しく人々を襲い、社会も貧しかった時
そうとした産物なのではないか？ それも今では、形式的に神社や寺に

8. Action integral & Variational Principle

行ってお賽銭を投じてお願い事をする、いわゆる「お願い宗教」になっ
ている。

『沈黙』より 11 年前の遠藤周作の 2 つの小説『白い人・黄色い人』
（「白

『あなたの人生の物語』の本筋は，女性言語学者ルイーズを主人公と

した言語学 SF です．特に映画版の『メッセージ』ではヘプタポッドの

い人」で芥川賞受賞）は、後の『沈黙』や『侍』などにつながる「信仰」

表義文字が “wonderful” に映像化されているので，言語学要素の印象が

を意味しているように思われる。

か罪を犯したときの、神にではなく神父や他の人に許しを請おうとす

立ちます．

しかし、切り離しが可能であることと切り離すべきかどうかは別で

ある。なぜ切り離す「べき」なのか、以下ではその理由の説明を試みる。
そもそものボーイスカウトはじまりの地は、キリスト教を国教とす

るイギリスである。そんなボーイスカウト運動が、神道や仏教の国で

ある日本にいかにして広まったのか？ そのことを、キリスト教の日本
への伝来と重ね合わせて考えてみたい。

日本の宗教と言えば神道と仏教である。
仏教は本来、神道やキリスト教における「神」のような信仰対象を持

たない。重要なのは「悟り」を開くことである。ところが、時代が進む

につれ悟りを得た人が尊敬を集め、やがて崇拝の対象となって多神教

的になっていったのである。中国から日本に仏教の教えが渡った後に
は、日本古来の神道と混ざりあい、さらに独特の形に変容した。

その後戦国時代中期まで仏教は大きな勢力を保っていたが、ポルト

ガルなどキリスト教国との貿易を通して、戦国時代後期から江戸時代前

期にかけてはキリスト教が日本全国に広がっていった。しかし日本のキ

リスト教受容においては、政治的な、あるいは社会的な難しさ以上に、

思想的な困難がつきまとった。

遠藤周作の歴史小説『沈黙』は、このような思想的困難を、苛烈なキ

リスト教弾圧が行われていた日本に潜入する若きイエズス会司祭ロド

リゴを主人公にして描いている。この作品に出てくる神父たちは、自分

たちの「正しい考え方」を日本に教えようとする。
「侵略的キリスト教

布教」を画策するのだ。しかし、その目論見は多くの失敗を産む。ポル
トガルと日本とでは、人々の思想的背景（心の習慣、エートス）が大き
く異なるにも関わらず、そのことに対する認識が甘かったのだ。

例えば唯一神デウス（“Deus”、ゴッド “God”、ヤハウェ“Yahweh”）

を日本語に訳す時、大日如来に由来する「大日」が最初のうちは用いら
れてしまった（これは史実である）。上述の通り仏教には信仰対象とし

ての「神」概念は無いので、この翻訳は日本人のキリスト教理解を大き
く歪める原因となった。小説の中で、ロドリゴの師であるフェレイラ
司祭は言う。

「この国は沼地だ。デウス（神）と大日（如来）を混同した日本人は、

我々の神を彼ら流に屈折させ、変化させ、別の神につくりあげた」

結局、日本にキリスト教が広く深く根付くことは無かった。それは、

日本人の思想的背景の中に、抽象的な「超越」への志向が無いからだ。

例えばキリスト教の日曜礼拝やイスラームの 1日5回の礼拝のような

のテーマを描いた秀作である。そこで描かれているのは、日本人が何
るその気質である。

以上で示したように、日本人は根本的に宗教に向かない。また、現代

それは次のような具合です．2017 年さくら 8月号：【 8. ニュートンと

く」例を再登場させましょう．

バットでボールを打った瞬間，ボールには主に 2 つの力が加わって

います．バットから受ける力と，ボールにかかる重力です．このボー

ラルさを持っているのだ。そのあり方には様々な論点が含まれるが、

私にはそれは、ボーイスカウトからの宗教切り離しが可能であること

が「微分方程式」です．

数理物理学（= 数学 + 物理学？）】で出した「野球のボールが飛んでい

態の有る具体的な存在の中に神秘を見出し崇拝する傾向がある。神道に

代、人々が危機から逃れるために自然の中にかろうじて「崇高」を見出

このような微分積分ですが，ではニュートンはどうやって「微分」

や「積分」を使い「動き」を表現したり計算したりしたのか？ その答え

かなり強い．しかし原作小説では，それと同じくらいに物理学要素が目

この作品の物理学 SF としてのポイントは，ヘプタポッドの物理や数

学の理解が，人類とは真逆になっていることにあります．人類が「能動

ルが「次の瞬間」，例えば 0.1 秒後にどこにどんなスピードで存在する

か，皆さんもなんとなく予想できますよね？ バットでボールを打った
ときの角度や，スイングのスピードなどから，「次の瞬間」ボールがど

の方向にどれくらいのスピードで動くか，だいたい感覚的に分かるは
ずです．野球選手であれば，そのボールの落下地点もある程度予測で

きるでしょう．イチローのような名選手ともなれば，視覚情報以外に

打球音なども参考にして，落下地点に素早く回り込むことが出来ます．

「動き」の微分方程式による表現および計算において重要なのは，

の日本人にとって宗教は必要でもない。さらに言えば、それにも関わ

態（≒受動態）的数式」によって物理や数学（つまり世界や宇宙）を理

「次の瞬間」の意味です．微分方程式における「次の瞬間」は，0.1 秒後

益ではない。

宇宙を理解している．それは作中では，微分と積分に対する見方が人

0.000000 …の「 0」を無限に続ける操作の先の刹那，数学用語で「極限」

らず宗教を我々の生活に取り入れようとするのは、大変なばかりで有

遠藤周作は「日本人でありながらキリスト教徒である矛盾」を人生最

大のテーマとした。そのテーマはもう少し広げると「現代人でありな

がら宗教を持つことの矛盾」と抽象化できる。私の考えはシンプルで、

単に宗教を持たなければいい。もちろん持ちたい人がいるのは構わな

解しているとすれば，ヘプタポッドは「中動態的数式」によって世界や
類とは逆であることに表れています．あるいは，物理の法則を「微分

方程式（differential equation）」で書くことを人類は基本的だと考える
のに対し，ヘプタポッドは「変分原理（variational principle）」で書く
ことを基本的だと考えることに表れています．

いが、それはとどのつまり趣味の問題なのだ。

ボーイスカウトが宗教（例：キリスト教）と強く結びつている限り、

その現代人（例：日本人）への普及において足枷が存在することになる。

にあるではないか（今や半数に迫る勢い）。

これらのことを考えると、少なくとも日本のボーイスカウトからは

宗教を切り離すべきであるし、一般に世界のボーイスカウトの条件か

らも、宗教の要素は切り離した方が良い。ボーイスカウトの 3 つの誓い

の 1 つ目を唱えるとき、微妙な後ろめたさを感じるのはもうごめんだ。
B-P が牧師の父から受け継いだと想定されるリベラルな考え方で、ボ

ーイスカウトは無宗教をも認めるべきである。そういうところまで、

と呼ばれる考え方によって，「次の瞬間」は定義されます．そしてこの

ような操作や考え方のことを微分（= 超細かく分ける）と呼び，微分を

使った方程式を微分方程式と呼ぶわけです．

バットでボールを打った瞬間にボールに加わっている力の情報を使

って，
「次の瞬間」のボールの状態（位置とスピード）を予測することが，

どういうことでしょうか？

そしてその足枷は、今後ますます重くなっていく。実際、ボーイスカ

ウトはじまりの地イギリスでは、無宗教を自認する人の割合が増加傾向

で も 0.01 秒 後 で も 0.000000000000000001 秒 後 で も あ り ま せ ん．

微分方程式を使うと可能になります．先ほど「皆さんもなんとなく予想
できますよね？」と書きましたが，その予想を物理学的な予測のレベル
にまで正確にするのが，微分方程式の力です．この微分方程式を解く
ことで，2017 年さくら 8月号：【 8. ニュートンと数理物理学（= 数学 +

微分方程式とは何か？ 変分原理とは何か？ 100% 説明することはこ

物理学？）】でも紹介した，次の驚くべき事実が導かれるのです．

こでは出来ませんが，人類とヘプタポッドの世界観の違いに関わる部

分を抽象的に解説することはかろうじて出来るかもしれません．実際
それは，原作小説の中では「光の屈折」を例にして行われています．

以下では微分方程式および変分原理の抽象的な解説を行い，この物理

「野球のボールだろうと大砲の弾だろうと，「放り投げた物」は 2 次

関数の軌跡を描いて運動する」

学的なイメージが前回までの様々な対応関係を補強することを示したい
と思います．

時代は進んでいるのだ。

同じく 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？）】で紹介した「ニュートンの運動の理論」は、3 つの法則か
8.1. 人間の微分方程式
微分方程式を作ったのはだれか？ その人物を，皆さんはよく知って

いるはずです．推論の天才であり，物理学者かつ数学者 = 数理物理学者

であり，重力の理論を作った人物．このさくらには何度も何度も登場
している男，アイザック・ニュートンです．

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，「微分と積分は，ニュートンがりんごや月の動きを上手く

表現したり計算したりするために編み出した」と書きました．

大雑把に言いますと，微分とは「超細かく分ける」こと．積分とは「分

かれたものをかき集めて足す」ことです．微分 =「微か（かすか）な部

分に分ける．積分 =「分かれた部分を積みあげる」というわけです．こ

の説明から推測できると思いますが，微分と積分はお互いに逆の関係
になっています．足し算（+）と引き算（−），あるいは掛け算（×）と

割り算（÷）が逆の関係になっているのと似たようなものです．

ら作られています．中でもその第 2 法則は「ニュートンの運動方程式」
と呼ばれています．このニュートンの運動方程式が，実は人類史上最

初期の微分方程式なのです．

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？）】では「ニュートンだけが微積分学の創始者というわけではあり

ません．微積分学成立の歴史についてここでは詳細を省きますが，少
なくともゴットフリート・ライプニッツも微積分学を確立した 1人と
みなされています」と書きました．微分と積分については，ニュート
ンとライプニッツがそれぞれ独立に作ったというのが定説です．
では，微分方程式を作ったのは誰でしょうか？
微分方程式の発見者が誰かという問題に関して，以下のような面白い

手紙が残っています．ニュートンが 1676 年にライバルのライプニッツ
に送った暗号文です．

“aaaaaa cc d æ eeeeeeeeeeeeee ff iiiiiii lll nnnnnnnnn oooo qqqq rr

ssss ttttttttt vvvvvvvvvvvv x”

「次の瞬間」のボールの状態を予測する微分方程式．それを積分によっ

て解くことは，「次の瞬間」を無限に積み重ねることであらゆる時間の
ボールの位置，すなわち運動の様子を導き出す，ということです．

この説明から分かるのは，微分方程式による運動の表現が「逐次的」

この暗号は，暗号技術の専門用語で言う所の「鍵」が無いので，ライ

プ ニ ッ ツ に 解読す る こ と は出来ま せ ん．2018 年さ く ら 6月号：【 7.

Semagram】でクイズを通して説明したように，漢字のような表語文字

と違ってアルファベットは表音文字なので，語順が変わると解読は困

難です．

アルファベットを適切に並べ替えると，上の暗号は次のようなラテ

ン語の文章になります．

で「因果律的」ということです．この「逐次的」・「因果律的」という単

語は，それぞれの対としての「同時的」・「目的論的」という単語とセッ

トで，『あなたの人生の物語』では頻繁に登場します．前者が人間の世

界認識で，後者がヘプタポッドの世界認識です．

ところが，微分（方程式）が能動態だとすれば，その逆の積分（方程

式）は受動態です．したがって，積分（方程式）は真の対立項である中
動態には相当しません．ヘプタポッドの世界観は中動態でしたから，こ
こでの順番の中にヘプタポッドの真の世界観は無いのです．

では，中動態に対応する数学は何か？ 私の考えでは，それが「変分

（原理）」なのです．

また，2018 年さくら 5月号：【 6. Middle voice】や 2018 年さくら 6月

号：【 7. Semagram】の単語を使えば，微分方程式は「プログラミング

的」で「時間順序的」で「論理的」でもあります．つまり過去から未来

＊ここからが本題ですが，長くなってしまったので，次回に持越します．

に向かって順番に 1 個ずつ（ 1 行ずつ），というわけです．そうである

から，能動的で合理的で主体性を重んじる人類（近代市民）の物理学者
は，物理法則を表すのに微分方程式を使うのです．微分は能動態なの

“Data æqvatione qvotcvnqve flventes qvantitates involvente

逆の順番なのです（具体的には，学校で習う順番が逆です）．

です．

（つづく）

flvxiones invenire, et vice versa”

「いくつかの流量をふくむ方程式が与えられているとき，流率を求め

ること，また逆に流率から流量を求めること」

数学者の遠山啓の著書『数学入門（下）』によると，「流量から流率

をもとめるのは微分であり，逆に流率から流量をもとめることは微分

方程式を解くこと」です（ニュートンは微分を「流率」と呼びました．
微積分学のことを「流率法」と言うことがあります）．つまり，ニュー

では，ヘプタポッドはどうやって物理法則を表すのでしょうか？ 人

類とは「逆の」方法を使うのであれば，微分方程式ならぬ積分方程式を
使うのでしょうか？

積分方程式というのは確かにあります．微分方程式で書かれた物理

法則は多くのばあい積分方程式で書くことが可能なのです．そして『あ
なたの人生の物語』の以下の記述を読めば分かる通り，微分よりは積分
の方がヘプタポッドの世界観に近いことは確かです．

トンはこの暗号文を送っておくことで，微分方程式を発見・発明した

のは自分であることを，ライバルのライプニッツに内容を知られるこ
となく証拠として残したのです．

ちなみに，2017 年さくら 9月号：【 10. アインシュタインの重力】で

も「（一般相対性理論についての）ヒルベルト - アインシュタイン先取

「ヘプタポッドの物理学体系は実際にわれわれのとはあべこべであ

ったらしい．積分学を用いるものと人類が定義した種々の物理的属性は，
ヘプタポッドにとっては基本的なものであるように思えた」

権論争の遅ればせながらの判定」を紹介しました．この手の「誰が最初
に発見・発明したのか」という論争は，科学の世界では珍しくないので
す．

会議報告

育成会役員会 6 月 17 日（日）9：30～10：30 尾山台ロイヤルホスト
・自己紹介
・育成会１年間の活動予定
・活動費集金について
団委員会・団会議 6 月 23 日（土）19：00～ 奥沢地区会館第 2 会議室
★ 各隊報告
★ 17NSJ( 日本ジャンボリー）
7/1 ジャンボリー集会（結団式）
7/8 「東京 20 隊」( 世田谷 5 団・11 団 ) の集会 兵庫島にて
7/22 15：00～ 壮行会 16：00～ 参加スカウト保護者会
★ 育成会より
休隊届について
会計（活動費の集金）について
★ 日本連盟創立 100 週年記念章（バッジ）→ 制服の左胸ポケット上部

「たとえば速度のような，人類は初歩的なものと考えている属性につ

いて，ヘプタポッドは，ゲーリーの断言したところによると，“ ぜんぜ

会議予定

ん変てこな ” 数学を用いているそうだ」
微分方程式であるニュートンの運動方程式を解けば，ボールの動き

を予測することができます．そのとき，ボールの「位置」が先の暗号文
で言う所の「流量」に，「スピード」が「流率」に相当するわけです．

ところで，微分や微分方程式の話が続いていますが，「積分」はど

こにいったのでしょうか？ 実は，微分方程式を「解く」ときに積分が

使われます．なぜなら既に説明したように，「微分と積分はお互いに

逆の関係」だからです．先の暗号文の中に次のような文章がありました．

「流率を求めること，また「逆に」流率から流量を求めること」

ここで言う「速度」は「微分法を用いるものと人類が定義した物理的

属性」です．それが「ぜんぜん変てこな」数学で表されるのに対して，

「積分法を用いるものと人類が定義した種々の物理的属性」はヘプタポ
ッドにとって「基本的」なのです．

この「逆」と微分積分の「逆」は，実は同様の「逆さ」なのです．つ

ニックを勉強します．そうすると，ここで言っていることの意味がも
う少し具体的に理解できるでしょう）．

「この瞬間」のボールの位置とスピードとボールに働く力を使って

奥沢区民センター第 3 会議室（和室）

「フェルマーの原理が最初の突破口になったというのは妙な話でね．

これは，いくら説明は容易だといっても，数学的に記述するには計算
われわれは幾何か代数の単純な定理が突破口になるだろうと考えてい
た」

ることは微分方程式を解くこと = 積分をすることなのです（理系なら

大学生になると，色々なタイプの微分方程式を解くための様々なテク

19：00～

しかし，この作品には次のような記述もあります．

法が必要になる．それも，通常の計算法じゃない．微分法が必要なんだ．

まり，流量から流率を求めることが微分，「逆に」流率から流量を求め

7 月 14 日 ( 土 ) 団委員会・団会議
9 月 9 日（日） 育成会役員会

ここから分かるのは，ヘプタポッドにとっては「幾何か代数の単純

な定理」よりも「微分法」の方が基本的だということです．先ほどの引

用と合わせると，ヘプタポッドにとっての難しさは，幾何か代数の単

純な定理 > 微分 > 積分，という順番になっている．これは，人類とは真

★ 7 月は活動費の集金月です ★
10 日までにスカウト名で「じぶん銀行」への振込みを
お願いいたします。

