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はしがき

サイエンティストでジェネアビパイロットが書いた航空と数学と、
遊びのエッセイ集の続刊です。
だれが読んでも、どこから読んでも、どこを読んでも読者の自由です。
そして、速く読むことも、ゆっくり時間を掛けて読むことも自由です。
忙しい人、せっかちなパイロトの人には特に読んで欲しいものです。
さあ、肩の力を抜いて、もっとレイドバックしてください。
そして、読んでくださった人の前頭葉を少しでも刺激できたら、幸いです。

Laidback flyer with Immanuel
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Aile Blanche, Editor's Notes
プロペラに棲む魔物（２）
Un club de vuelo de ala blanco
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Daemon1
ノービスパイロットのパラドックス (A novice pilot’s paradox)
A 地点と B 地点の 2 点間を結んで飛行する最短経路は直線です。 そのパラドックスを紹介
しましょう。 2 地点 A-B のその傍らに C 地点を設け、地点 A-C-B で直角三角形をつくり
ます。 ユークリッド幾何では、辺 AB < 辺 AC + 辺 CB という公理があります。 もし、
飛行ルートが下図のように碁盤目に区切られていた場合はどうでしょうか。 今、ルート AC
とルート CB を 1 とします。 このとき、どんなルートを選択しても A 地点から B 地点に到
達するまでに移動した距離は 2 です。
a1 + b1 + a2 + b2 + ...... an + bn

= 2

a1 + a2 + a3 ... an + b1 + b2 + .... bn = 2
碁盤の目で説明したように、A 点から B 点までの移動距離は、どのような経路を取っても
後戻りしない限り 2 です。 この碁盤の区切りを可能な限り詳細にしていきます。 すると、
A 点から B 点へ向かう経路は直線と見做すことも出来ますので AC + CB > AB、AB (→ √
2)に近づいて欲しいところです。 しかし有限に分割された飛行区間ではやはり AC + BC =
AB です。つまり「直角三角形の 2 辺の和は他の 1 辺と同じ」というパラドックを導き出し
たわけです。クネクネ、フラフラしながら飛んでも直線で飛んでも距離は同じとノービス
パイロットさんが抗弁していますが、これって本当でしょうか。
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インクラウドの判断 (A scope of the horizon)
巡航中の航空機の前方に雲が立ちはだかっています。 さて、この高度のまま進行すると雲
に入ってしまうでしょうか、それとも雲の下を通過できるでしょうか。 それを判断するカ
ギは、実は、水平線です。 そこで水平線までの距離を再考しましょう。 結論から言えば、
もし雲と水平線が重なっていると雲に入ってしまいます。 重なっていないとすると、航空
機はそのまま雲の下を通過することができます。 これを図学で検証して見ましょう。
まず航空機からの見通し範囲の境界が水平線です。

その距離はピタゴラスの定理から；
D**2 + R**2 = (R + H)**2

D = √(2HR + H**2)

H と R の大きさをオーダーエスティメートすると、
H<< R ですから H**2 の項は無視して、D ～ √2HR
H に高度を代入すると；
2,000ft = 0.61km, D = 88km (50nm)

5,000ft = 1.524km, D = 140km (80nm)

今後計算を容易にするため、地球半径を定数項に入れて式を変形しておきます。
D (km) = 113 √H(km) = 3.6√H(m)
話を戻して、もし、2000ft で巡航中、前方に雲があったとして、その雲と水平性が重なっ
ていない場合は、見通し距離の 50nm まで雲に入る心配はないわけです。 もし重なってい
たとすると、雲に入るまでの距離は残念ながら図学では計算できません。
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ペーパーレス・コクピット (Paperless cockpit)
バッテリーを必要とするノイズキャンセラ付きのヘッドセットは、実地試験時などではそ
の使用を制限されています。 その理由は、バッテリーの消耗はいつでも突然発生するので
危険をもたらす可能性を無視できないとの考えです。 同じ理由から、電卓や電子式航法計
算機(EFB)などの使用も制限されています。 一方で、米国大手航空会社ではコクピット内
でエアウェイマニュアル(日本の AIP)やチャートを容易に参照できるようにと、パイロット
に iPad を配布したとのことです。 紙に替わって膨大な情報を片手で操作できるタブレッ
ト型情報端末の普及は目覚しいものがあります。 狭いコクピット内では、片手でスクリー
ンをタッチするだけで必要な情報を検索し、拡大して表示できることに有用性が高いと判
断したのでしょう。 筆者も iPhone の通信機能を抑制した上で、FMS 機能の実用実験を続
けてきました。 その結果、特段の問題も無くコクピット内で使えることを実証しています。
航空当局や国内航空会社はどう判断するでしょうか。
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外された梯子 (pull the ladder away)
Pull the under carriages away from airframe (着陸ギヤを降ろす)とか Bailout (パラシュ

ート脱出)には、困難な状況から危機一髪で脱出するとか平穏に回避したというという意味
があります。 2011 年 3 月 11 日東日本大地震による津波被害を受ける直前まで仙台空港を
利用していました。 その 24 時間前と後の様子が以下の写真です。 津波被害を受けている
写真は日経新聞社によるものですが、津波の怖さを思い知らすには十でした。

2011.03.10 14 時

さて、我々のような小型機を運航するものにとって、空港災害はたいへん怖いものです。3
月 11 日の大震災には幸いにもその前日に空港を去ることができました。 まさにベイルア
ウトという表現が当て嵌まります。 実は以前にも同じような状況に遭遇したことがありま
した。 2003 年に発生した東北大地震の時には花巻から仙台空港へ向かって飛行しており、
まさにアプローチ直前でした。 仙台空港に着陸許可を得ようと管制にコンタクトしました
が、何時まで待っても許可が得られず待機させられました。事情が分らない時間が過ぎ去
っていくばかりです。 これでは屋根に登った後に梯子を外された状況と同じす。 そこで、
ADF 周波数を NHK 仙台に合わせて地上の様子を探ったところ、ニュースで初めて大地震
があったことを知りました。 非常事態ですから管制官の方もスケジュールされていないイ
ンバウンド機への配慮が不十分だったのではないでしょうか。 再度管制に問い質し、どれ
位で着陸できるか確認しようとしたところ、ランウェイ・チェックにはなお時間が掛かる
とので代替空港への着陸を勧められました。 といっても山形空港や福島空港の近隣空港も
地震の影響が出ているかも知れません。改めて福島空港への着陸が可能かどうかの確認を
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依頼し ました。 その結果福島空港には着陸できるとの回答を得て、60NM, PA28 で 30 分
の航程を経て無事着陸しました。 足の短い小型機にとって、突然の空港閉鎖はクリティカ
ルな問題です。 また ADF が災害時の状況確認に役立つことを再確認しましょう。

2011 03 11
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想定外 (Catastrophic disaster)
Japan was battling to avoid a nuclear disaster after a reactor was critically damaged
by the country's biggest earthquake. これが世界へ発せられた国際ニュースです。 その当
時、福島第 1 原発事故の状況はただならぬ事態へと展開する方向にありました。 燃料棒冷
却機能が大津波により破壊された結果、自動停止した原子炉が次々に水素爆発から原子炉
格納容器破損、そして大規模放射能漏れを発生していました。

政府の平静を保とうとする声明とは明らかに危機感が違います。当初の避難区域は 5km 程
度でしたが半径 20Km 以内周辺住民への避難指示拡大に続き、30Km 圏内への屋内退避指
示が出されました。 地震と津波の被害を受けた周辺住民が、さらに放射能汚染の被害に慄
き避難を余儀なくされたことは気の毒としか言いようがありません。 マグニチュード 9.0、
その後の 30m を越える津波など想定外だった、人知を超えた自然 (Tsunami catastrophes
and nuclear meltdown fears)だったと技術者も防災担当者も弁解し続けていました。 しか
し自然の猛威は想定できないものです。 津波ですべての電力を失った後のプラント制御は
非常に困難な状況だったようです。 既に津波で 28,000 人を越える犠牲者が想定されてい
る中で、これ以上放射能による新たな犠牲者を増やしたくはありません。 これ以上のメル
トダウンが進まないことを祈るばかりでした。 楽観的な声明ばかり繰り返す日本政府に対
し、海外のメディアはこの津波と原発事故という二重苦に対し大きな驚きと 危機感を持っ
て報道していました。 日本に友好的な国は、日本が再び復興の軌跡を起こすようにとエー
ルを送ってくれましたし、国際社会は人道的立場から救難支援やエネルギー支援を申し出
てくれました。 しかし、日本は立ち直れないほどのダメージを受けてしまったと報道して
いたのです。 一方で事故直後から、日本から輸入する農産物への放射能検査規制がシンガ
ポール・中国から出されていました。 大惨事であることは海外メディアも認めて報じては
いましたが、既に犠牲になった人々の数にはあまり関心を示しているようには見えません
でした。 原油危機の中で各国が原発回帰への動きを見せている中での事故でしたので、原
発事故の技術的な問題に興味が移っていきました。 しかしながら犠牲になった人々の命に
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重さの区別は無く、行方不明まま瓦礫や海中に放置されるようなことがあってはなりませ
ん。 他国の人々の命は軽く見られがちなのかも知れません。 自然災害の中では全ての不
明者を探し出すことすらできないということです。 災禍に呑み込まれたまま発見されずに
いる犠牲者の無念はいかばかりか計りしれません。 ところで、原発事故で撒き散らされる
汚染は、放射線(Radiation)と放射能物質を体内に取り込んで受ける影響の２種類がありま
す。 中性子線など放射線は太陽光や電熱器から熱を感じるのと同じもので、直接身体の分
子構造に影響し組織の再生機能を阻害します。 また放射性物質としては当初ヨウ素やセシ
ウムなどが検出されていましたが、プルトニウムやキセノンもその後検出されています。
それらの放射性物質はベータ線やガンマ線などの放射線を放出し体内に多く取り込まれる
と放射線が細胞を傷つけ、ガンなどのリスクが高まるといわれています。 原発周辺住民に
避難を強いるのは後者であり、換気のない屋内に留まることが肝要です。 救助で原発周辺
を飛行する多くのヘリパイロットに後々健康被害が生じる可能性もあり得るでしょう。 自
然の力を読み違えた結果の人災ですが、この災禍を次の世代へ残す教訓として、また人類
生存のための技術改善に役立てて欲しいものです。
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情報リテラシー (Information literacy)
情報とは人の情けに報いると書きます。 夏目漱石が英語の Information を“情報”と訳し
たといわれています。 今日、情報という外来語は日常茶飯事に使われていますが、漱石以
前にはなかった造語でした。 さて、有益で無い情報は“情報”とはいえません。 単なる
データであって、情報とデータはその価値で区別されて然るべきでしょう。 一方、「情け
は人のためならず」という言葉もあります。 有益な情報を提供するということは、人のた
めではなく自分に返ってくるということでしょうか。 さりながら、人は自分の価値観で情
報を取捨選択します。 有益な情報であったとしても、それらを咀嚼するリテラシーが無け
れば単なるゴミになってしまいます。 この情報リテラシー、つまりそれらのデータが有用
かそうでないか感じ取る能力がとても大切なのです。 しかしながら皆が皆、誰にでも情報
リテラシーがそなわっているわけではありません。 残念なことに、人にはバカの壁という
ものが立ちはだかっているものです。 パイロットの中には他人の意見を聞かない人が少な
くありません。 常に有益なものを嗅ぎ分け真理の淵を覗き込むことができるようにしたい
ものです。
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対称性 (Symmetry)
自然の法則には見掛け上、シンメトリつまり対称性という法則があるように思えます。 そ
して、対称性を計測する道具に群論があります。 群論は数学の基礎を作っているだけでな
く、自然界を理解するのにも大きく貢献しています。 さて、自然界では、何事にも右があ
れば左があり、上には下があり、表があれば裏があります。 電荷にプラスとマイナスがあ
るように、それらはバランスを保って存在しようとするのが法則のようです。 それらは統
計的な結果であって、個々の要素だけで説明される事象でもないようです。 神はサイコロ
を振る際、エコヒイキなどしないと言っています。 つまり多くの不連続で離散した要素の
ランダムな動きを総和したものが、その全体として表す性質ではないのかということです。
もし対象性が崩れるとそこに変化を生じますが、これを相が転移するといいます。 どこか
にバランスを崩す動きがあって、元に戻れる閾値(threshold)を越えると方向を生じ、転移
して行くと考えます。 さて、ある記者会見を見ていて感じたことです。 そんな比喩が人
間社会にも存在しているようです。 なぜ、そんな比喩を出すのかというと、それは社会の
混乱を冷静に見て欲しいと思うからです。 首相への個人攻撃や資質がどうのこうのという
議論に目を奪われている時期ではありません。 前政権末期の首相たちや政権が変わった直
後の首相に比べたらまだましだという気がするのですが、如何でしょうか。
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相似性 (Similarity)
相似性も類似性も数学的な課題です。 類似性は群論あるいは代数学で使われる用語ですの
で、ここでは使わないでおきましょう。 同じようなパターンが繰り返して現われるフラク
タルとは等方的なスケール変換によって部分が全体と一致する性質です。 すべてのスケー
ルにおいて自己相似となる図形はスケール不変性を有しています。 自然界においては、相
似な多角形を連ねていくと対数螺旋に近い形を描くことが知られています。 パイロットが
遠方に見る山岳の稜線など滑らかな線に見えますが、山岳に近づくにつれて急峻な斜面や
崖が目立ってきます。 横方向と縦方向での拡大率を変えることによって相似性が認められ
ます。 座標変換によって部分が全体に一致するような変換を自己アフィン変換といい、あ
らゆるスケールで自己アフィンである図形を自己アフィンフラクタルといいます。 似たよ
うな社会の様相についても数学で議論すると面白い物があります。 ある対象と対象の関係
を数値化し演算することで共通性を表現できるからです。群同型という数学概念も自然界
ではとても重要です。類似性を考える概念になっています。 この同型については、また機
会を見つけて話をしたいと思います。
以前中国高速鉄道事故の収拾を巡って中国政府の人権軽視に驚きました。 人権より権威と
か対面とかが重要との姿勢は、軍事政権や社会主義政権に共通に見られます。 かつては日
本にもそういう政権が存在していました。 国家とはその地域に住む人々の命と権利と財産
を守るために存在するのであって、誰のための国なのか、まさに本末転倒な話です。 これ
を計るスケールを民主度(civilization level/scale)といい、政治システムの評価にとって一番
重要な視点だと思っています。 いろいろなスケールの拡大率を変えて考えて見ましょう。
日本の政治状況を見ると彼の国を批判できるほどわが国の民主度スケールも高いとは思え
ません。 政治家や行政機関の官僚たちは、どこを見て舵を切っているのか疑問に思えるこ
とが山ほどあります。 北朝鮮による拉致問題は、かつて自民党政権や野党の社会党内でタ
ブーでした。 彼の国の政権との関係を慮って、警察も真面目な捜査さえしていませんでし
た。 厚生労働省官僚のデタラメな年金行政とこれを放置してきた前自民党政権の責任は重
大です。 官僚も政治かも国民の幸福を考えていなかったことは明らかです。 先進国にお
ける科学技術の発展は直ぐに平滑化されてしまいます。 しかし発展途上にある国での新し
い技術の導入や建設は国家プロジェクトの場合が殆どです。 福島原発事故により原発行政
の問題が露呈しましたが、当初から国民への負担を真剣に考えているわが国の政治家がど
れほどいるのでしょうか。 原子力利用については先ず初めに推進政策がありました。 そ
のために嘘の安全神話で国民を欺き多くのコストを自治体や産業に投入し、原子力の利権
構造を作り上げてきました。 この利権から得られる多額の補助金という甘い汁で原子炉立
地を受け入れる地方自治体を飼いならすという構図も、民主度の低さがあればこそ出来て
きたわけです。 そしてそれらの情報を国民に知らせる情報開示のスケールも当初は低いも
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のでした。 その結果として福島原発事故が産業や国民全体に大きな痛みを与えています。
中国の原発でも事故が度々あったと聞かれますが、どの程度の事故だったのかは伝わって
きません。 同様に高速鉄道も国家プロジェクトとのことです。 中国高速鉄道の問題は、
鉄道部という国営鉄道組織が司法権と警察権まで兼ね備えた強大な組織だから人命軽視の
政策が推進できたといわれています。 日本の原子力行政も同様です。 原子力利用の安全
性を監視監督すべき組織が、原子力政策を策定し推進する経済産業省内に設置されている
からです。 この組織は、ブレーキを掛ける組織なのかアクセルを踏む組織なのか全く以っ
て不明です。 一方で原子力委員会という専門家による政府組織もありますが、彼らが行政
に対して責任のある意見を呈していたかは疑問です。 保安院同様、行政の御用機関として
安全神話の裏づけだけをしてきたことは殆ど犯罪行為といえます。 この際、専門家を自負
してきた各委員は委員を辞任し、同時に国民に謝罪すべきです。 さて、前政権を担当した
自民党から反省の弁は一切聞こえてきません。 低い民主度を利用した利権政治が長く続い
た結果が、日本を荒廃させたという自覚がないようです。 にもかかわらず、現政権の収拾
能力の低さを詰る発言ばかりが聞こえてきます。 国民への視線が不足していたことが、政
権担当者として無責任だったのです。 このようにあるスケールを拡大したり縮小したりし
て相似性が見えてきます。
.

19

Daemon on the Prop 2

20

Daemon on the Prop 2

連続性 (Continuity)
航空機事故は連続して発生するとよく言われます。 駿河湾へ堕ちたエクストラに続いて、
帯広空港を離陸した A36 訓練機が離陸直後山麓にクラッシュしました。 これらの事故に何
か因果関係があるとは思えませんが、1000km も離れた場所で航空機事故が連続して起こっ
たことは事実です。 何故事故が連続するように思えるのかを研究するのは今後の課題です。
駿河湾の事故は離陸すべきでない気象条件であったことが事故の要因と思われているよう
です。 帯広の事故では訓練学校関係者が記者会見で、飛行目的はローワークだったといい、
唯一の生存者で操縦していた学生は、低空で雲の中を飛行し、雲から抜け出たら目前に山
腹が迫っていたと証言していました。 そもそも、VFR での低空飛行訓練でインクラウドす
ることなどあってはなりません。 これ自体が法律違反(law violation)です。 ベテランの操
縦教員が 2 名も同乗していて、何故離陸直後に雲に入ったのでしょうか。 もし当初から計
器飛行で目的地へ向かったとするならば学生には外を見張る義務は無く、右席の教官に雲
に入らないように指示する見張り義務があります。 訓練生は思い掛けず雲に入ってしまい、
姿勢を崩して急激に高度を落としてしまったのでしょうか。 それに気付くのが遅れた右席
教官の回復操作が間に合わなかったのでしょうか。 いずれにせよ離陸著後に低高度でイン
クラウドするのは危険極まりないことです。 VFR での離陸時においても最低気象条件を考
え直しておかなければなりません。
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離散性 (discretely)
連続でない、とびとびの対象を離散(discrete)といいます。 これらを扱う数学には、グルー
プ理論、グラフの理論、組み合わせ理論、最適化問題、計算幾何学、プログラミング、ア
ルゴリズム論、そして数論などすべての数学の分野を対象にすることができます。 物理学
や現実社会でも同じことで、社会を構成する要素のすべてが離散的な性質を持っているよ
うにも感じられます。 流体力学でも、ナビエストークスの方程式の一般解を得ることは不
可能ですが、差分方程式化して近似解を出すことは容易です。 因みにこれまでは連続した
力学ですべてを理解しようとしてきました。 そんななかに不可解な解が出現することがわ
かってきて、当初はそれらを計算のミスかノイズではないかと疑っていたりしましたが、
そうではないことがわかってカオス力学系とか離散力学と名付けられました。決定論的な
簡単な方程式から、思いもよらぬ挙動の解が出現するのは驚きです。 しかも社会学や形態
学などへの応用も考えることができるところにまた興味がそそられます。
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豚のシッポ再考 (A rethink on Pigtail)
螺子(screw)のように回転することで回転軸方向に推力を発生させる装置をプロペラといい
ます。 これは船舶でも航空機でも同じ原理です。 特に船舶の推進装置をスクリュー(screw
propeller)といいますが、その語源が豚(scrofa)の尻尾に由来しているというのは知りません
でした。 そういえば、豚の小さな尻尾(pig tail)は、大きな船体後尾にあるスクリューの様
子に酷似しているようです。 しかし豚が走るときに、シッポがその推進力を発生させてい
るイメージはありません。 帝国海軍時代の造船技師らが潜水艦を設計する際、弾性振動問
題で苦労していたとき、豚が走るにはシッポがそれなりに制振板の役割をしているからで、
そのイメージから弾性体の制振板を取り付けて問題を解決したという話を聞いたことがあ
りました。 またそんな話を以前書きました。 その話を聞いたときにはなるほどと思いま
したが、工学的に考えるとどうも真偽のほどは分りません。 一度、豚のシッポを切り取っ
て走らせて見たいものです。 スクリュー推進軸などに発生する弾性振動は軽量化などによ
り剛性が小さくなることによるもので、いわゆるビビリ振動といわれるものです。 推進軸
の剛性を増すための素材と形状などの工夫の外に、金属の接触面に制振板を貼り付けるこ
となどで防振効果を得られます。 それでも、ゴム紐のような豚のシッポのような形状のも
のを貼り付けても制振板にはなりません。 スクリューそのものを豚のシッポと呼ぶところ
から、潜水艦の弾性振動問題と豚のシッポ=弾性体を勘違いして話を聞いたのかも知れませ
ん。
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測地系の変換 (Geographical Coordinates)
座標(Coordinates)とは空間内の点の位置を表わすための実数の組です。 組として表される
実数の数が次元数です。 直線は 1 次元、平面は 2 次元、空間は 3 次元です。 我々が認識
している空間は時間軸が加わるので 4 次元になります。 因みに、この空間や時間を表す座
標軸が、一昔前とはすっかり変わってしまったことに気付いているでしょうか。 先ず地図
で使われる経度緯度ですが、改正測量法の施行前は明治時代に採用したベッセル楕円体を
使用していました。 これを日本測地系といいます。 一方実際の地球は洋梨に近いようで
す。 地球全体によく適合した測地基準系として世界測地系(WGS84)が構築されています。
世界測地系とは、VLBI や GPS を用いた観測によって明らかとなった地球の正確な形状と
大きさに基づき、世界的な整合性を持たせて構築された経度緯度の測定の基準で、国際的
に定められている測地基準系をいいます。 VLBI はつくばにある国土地理院の大きなアン
テナで観測されています。 日本測地系と世界測地系の差異は、東京付近では経度が約-12
秒、緯度が約+12 秒もあります。 これを距離に換算すると、北西方向へ約 450ｍずれるこ
とに相当します。 航空路図や気象庁の観測系が日本測地系から世界測地系に変わったのは
然程昔のことではありませんでした。 気象庁の観測系が変わることによって、コンピュー
タシステムのアプリケーションも作り直されましたが、その結果、RMS 系の便利なアプリ
ケーションも破棄されてしまいました。 さて、時間軸ですが、かつては GMT(グリニッジ
時間)とか JST(日本標準時)とかいっていました。 航空機の運航には世界標準時を使います
が、実は、この時間は GMT ではなく UTC(Utilized time coordinated、世界協定時)である
ことを知らない人が結構います。 UTC とは、セシウム原子時計が刻む国際原子時(TAI)を
基に天文学的に決められる世界時(UT1)との差が 0.9 秒未満となるよう国際協定により人工
的に維持されている世界共通の標準時です。 GPS 衛星での計時にズレが見つかり、これが
相対性理論の検証にもなっています。 そこで、UT1 との差が 0.9 秒以内になるように閏秒
を挿入して維持しています。 コンピュータネットワークでは、時間を合わせる機能が備わ
っています。 ネットワークサーバ間で時間のやり取りをする際に、時刻調整をしています。
そのとき何処のネットワークサーバに接続するかでその地点の UTC が設定されます。 日
本国内なら基準となるノードの位置が最も高いネットワークサーバ ntp.nic.jp に接続すべ
きです。 因みに米軍では UNO(US Naval Observatory)が海軍標準時(Telephone Time)を
提供し、コンピュータシステムやオペレーションに使われています。
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物理学のパラダイム変換 (Faster than light neutrinos)
Tentative new evidence suggests Einstein's rule that nothing can travel faster than the
speed of light may be wrong. What are the implications for our understanding of the
world? μ 型 ニ ュ ー ト リ ノ が 光 速 よ り 速 く 移 動 し て い た と の 観 測 結 果 が 今 週 木 曜 日
(2011.09.22)に公表され、相対性理論が否定される可能性があるとメディアが騒いでいます。
さらに検証が必要との慎重な意見も少なくありませんが、新たな発見かもしれません。 相
対性理論はこれまで恒星や GPS 時間の観測結果からも検証されてきたが、光速より速いも
のは無いという前提が崩れると、宇宙像をドラスティックに変える可能性が出てきます。
ちなみに光速度より速く伝播するものを考えることはできます。たとえばレーザーが遠

方にある物体の表面を横切ると光のスポット速度は簡単に光速を超えるはずです。
遠方の物体に影を投射させても同様です。しかし、どちらの場合も、物質や情報が
光速を超えて伝播しているわけではありません。ビッグバンとかインフレーションと
か膨張し続ける宇宙像は常人には受入れ難いのですが、光速を越える素粒子の存在が、次
元や空間の構造理解を柔軟にするかも知れません。 それほど現代物理学の基本的な法則で
すので、わくわくして新たな理論の拡張を待ちたいところです。

補遺
2012 年 2 月下旬、CERN(欧州合同原子核研究所)は、光速よりも速いニュートリノを観測
したと発表したのは誤りだった可能性があると発表しました。タイマーとコンピュータを
接続するケーブルに緩みがあり計時が不正確だったかもしれないということでした。 再度
の実験で結論が出るでしょう。A loose connection between a timer and a computer led some of the
world’s smartest particle physicists to conclude that certain tiny particles called neutrinos moved faster
than the speed of light
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積分方程式 (Integral equation)
あなたの GPS 利用は微分型ですか積分型ですか？ MFD 上のマップを利用するには、微分
的に参照するか積分的に参照するかの 2 通りがあります。 微分とは未来を予測することで
す。 積分とは過去の履歴を確認することです。 何のことですかと言う人がいるでしょう
が、これから議論するのは航法の基本的な話です。 先ず、カーナビと同等なマップを利用
している場合を考えます。 ある目標へ向かう場合、その方向にヘディングを向けます。 目
標に近づく毎にヘディングを修正して行く航法ですので、パイロットは目標追跡だけです
から何も考えなくても済みます。 「サルでも(foolproof) 飛べる GPS」という訳です。 し
かしながら、上空の風やヘディングエラーがあると、その航跡は最短距離で飛んでいる保
証はありません。 横風の強い日に、偏流を計算せずに ADF の針だけをヘディングで追い
かけ NDB に向かって飛んでいると、最終的に風に正対して NDB に向かう軌跡になる問題
と同等です。 このように結果だけを確認しながら修正するのをフィードバック系といい、
またこのような飛び方を積分型航法と定義しましょう。 さて、カーナビと異なり航法用マ
ップでは現在地点から目標地点まで直線を描けます。 このコースに沿ってフライトすれば、
航跡はその直線を引いた計画時点での最適になる筈です。 しかし計画時点から何分か飛び
ますと明らかに計画時点とは異なる条件の中に置かれることになります。 例えばミサイル
の弾道軌跡は微分方程式に境界条件を与えて解けば求められますが、この場合弾道飛行中
の修正計算は入りません。 いずれにせよ初期値だけの計算では結果としてコースからズレ
が生じるということです。 そこで、ズレてからヘディングを修正するか、ずれる前にコー
スを修正するかで根本的に飛び方が変わってきます。 無線航法には VOR トラッキングが
ありますが、これは常時ズレを感知して WCA を変更しながらコース上を飛ぶ航法です。 も
し大きくコースからズレてしまった場合、VOR トラッキングなら OBS を再設定する人も
います。 マップ上のコースを引き直すのもその地点からの最適化になりますが、どうも結
果を後追いするのはスマートではありません。 ところでウサギを追跡するキツネの場合、
賢いキツネはウサギの位置を予測し先回りしようとします。 その回路には未来予測という
微分回路が働いています。 このような微分回路は動物的な勘かも知れません。 何度もコ
ースを引き直す程のズレを生じないようにするにはオートパイロット(AP)のコースモード
のように常時リアルタイムにヘディングを修正しながら飛ばなければなりません。
FD(Flight director)があれば、本当に楽です。 ヘディングモードしかない旧式のオートパ
イロットでは、こうは行きません。少し専門的になりますが、自動制御では微分と積分は
別物ではなく融合したものとして考えます。 航空機の運動には滑りが伴いますから微分方
程式が連立化してきますし積分方程式の中には未知関数の項目が入って行きます。解きか
たが困難になりますがラプラス変換して代数方程式に変換して解くことが出来ます。これ
を人間の五感が代替するには限界があります。 最後に話を GPS マップに戻しましょう。
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漠然とマップ上で現在の地点を確認しながら、都度ヘディングを作る飛び方は航法とはい
えません。 マップを参照していても未来を予測してこそ航法です。 航法として飛ぶには
結構負担が掛かることになります。

27

Daemon on the Prop 2

ヒューリスティック (Heuristic)
コンピュータが何かの問題を解くための効率的手順を定式化したものをプログラムといい
ますが、その論理をアルゴリズム(Algorithm)といいます。 数学、言語学においてもこのア
ルゴリズムで論理を組立て解答を得ていきます。 しかし解答を得る手法には、直感やあて
ずっぽうという方法もあります。 全ての手順が読めているわけではないが、その思考の先
に解答があるような気がして、逆算や飛び越し算をしてみると、どうも正解のような勘が
働く場合です。 それで推論の飛越間隔を狭くしていくとさらに正解に近付いて行くようだ
と考えます。 このような論理の進め方をヒューリスティックというが、ヒューリスティッ
ク的な論理は必ず正解を導くという保証はありません。 しかし、もし得られた解答が正解
だったとずると、アルゴリズムに比べすこぶる短い計算で結論を導くので効率的です。 ど
うも世間ではグダグダと理屈を捏ねながら推論する人間を理系とか称し煩がられ、一方根
拠を示さずに発言をしたりする人間を文系と揶揄したりしています。 私に言わせると、細
かな推論を飛び越して結論を推定できる人間の方が、よほど全体が見えているのではない
かと思えなくもありません。 結論が頭に浮かんだ後、何通りかの検算で仮説を確信してい
くわけです。 人間の推考には 100%の検算は不要です。 実は生物界での選択や意思決定に
はこのヒューリスティックな論理の進め方の方が一般的です。 もし誤った解答あれば自然
に淘汰されていくだけで、正解率の高い個体が選択され、統計的に繁栄していきます。 若
い頃コンピュータのプログラムを沢山書いてきた編集者はアルゴリズム的な思考に慣らさ
れてきたが、ステップ毎に慎重に計算する癖が身に付き、頭の回転が遅くなってしまった
気がします。 しかも経年劣化でパリティエラーが増えています。 頗る頭の回転が速いと
か感が良いというのは、このヒューリスティック的な推論のできる人間かも知れなません。
しかも、アルゴリズムの前提に誤りがあったとすると、誤りがなくとも境界条件の範囲が
正しくない場合ですと、計算が正しく行われても幸福な報酬は得られません。 境界条件が
正しくない場合には、寧ろ、ヒューリスティックに逆算する論理の組み立てが有効かもし
れません。
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治水 (Mean Time Between Failure)
正しく水を治めることから政治という言葉ができています。 このたびの大震災は、福島原
発による放射能汚染事故まで引き起こし大きな打撃となってしまいました。 地震津波は自
然災害ですが、原発事故は自然災害による二次的な人災です。 電力会社や国は、自然災害
だから放射能汚染も仕方がないというような顔をしていますが、その責任は拭い去ること
は許されません。 原子力発電に限らず 100%完全なシステムというものは工学的に存在し
ません。 自然の力を過小評価していた国の原子力安全政策は見直す必要に迫られて行くで
しょう。 災害を工学的に考察すると、災害と災害の期間に注目することが出来ます。 大
小様々な災害が何年周期で発生するかを把握することは有意義です。 システムの場合には
その時間間隔を MTBF (mean time between failure 平均故障間隔）といい、期間が長けれ
ば長いほど安定稼動しているとして評価されます。 エンジニアリングとは、様々な要因の
改善を図ることで MTBF を延ばす努力だといえます。 災害の期間に話を戻しますと、地
学的な活動は周期的です。 東北関東太平洋岸に亘る大津波に相当する災害記録が、1000
年前の歴史書や地層の調査で明らかになっていました。 その事実を政治に反映できずにい
た歴史学者、地質学者の責任も問いたい気持ちです。 さて、災害の周期がシステムでいう
MTBF になるかといえば、そうではありません。 災害の大きさは、人間社会の営みと関係
があります。 同じ規模の地殻変動であっても、人間の作った構造物やシステムに与える打
撃は変わってくるからです。 先ず、社会活動の中での事前予知の難しさが挙げられます。
変動があることを事前に知ることが出来れば、災禍を小さくすることができるわけです。
科学的には過去の発生周期を調査し、外挿することで変動の間隔を予測できます。 しかし
ながら、地殻変動の周期は時間スケールが大きいので、社会活動を営んでいる中では、カ
ウントダウンしながら待つことができません。 次に、人間の作る構造物やシステムはある
程度災害を想定して構築されています。 ビルや橋梁などは耐震構造とすること、街を作る
土地は災害の少ない場所を選定することなどです。 予め変動の大きさを想定した設計をし
ていれば多くの人命が失われ全てが破壊されてしまうことはありません。 しかしながら、
今回の大津波の規模はその予想を超えていました。 原子炉事故は、津波でファイルセーフ
を含めた全ての冷却機能を失うというフェイタルエラーに陥ってしまいました。 例え想定
外の津波だとしても、海水に浸かってしまう位置に発電機能が置かれている理由が理解で
きません。 しかも後で判明したのですが、津波だけが放射能汚染を引き起こしたのではく、
地震によって原子炉配管が外れて放射能汚染を引き起こしていたことが分ってきました。
結局このような大きな汚染状況に至ったわけですが、これには科学者、エンジニアの責任
だけではなく、安全だけを強調していた政治の責任も大きかったことを指摘せざるを得ま
せん。 また、三陸海岸の津波被害は中世近世からよく伝えられた事実で、その地域に住む
住民は経験的にその怖さを知っています。 しかし、仙台市郊外の新たな新興住宅地は無謀
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にも海岸線近くの平坦な土地を造成して作られていました。 この地域で失われた新興住宅
地住民の人命被害は甚大でした。 多分、多くの犠牲者は津波の怖さなど知る由もなかった
のではないでしょうか。 システムの MTBF を改善する上で大きなウェイトを占めるのが
ヒューマンファクターです。人が引き起こすエラーがこの MTBF を短くしてしまいます。
そのためエンジニアリングでは、人の訓練や教育を重視しています。 自然災禍の場合、設
計段階にこのヒューマンファクターが入ってきます。 前述した例のように、周期的に津波
の被害を受けている地域に新興住宅地を造成するとか、かつては谷筋であった丘陵地帯を
平坦にならして住宅地にすることなど、安易な土木行政には、結局後々ツケが回ってきて
います。 その最たるツケが、周期的に大津波の押し寄せる海岸線に原子力施設を建設して
きたことによるものでした。 さて、このような議論をしてきますと、「だからスーパー堤
防の建設が必要だ」と発言する政治家が出てきます。 1933 年の三陸大津波の後建設された
岩手県宮古市田老町のスーパー堤防がその例です。 この議論は、大災害の後では一見正当
性を持つように思われがちです。 しかしながら、この堤防も今回の津波で破壊され多くの
人命が失われました。 所詮、自然の力に抗することができる建造物などあり得ません。 治
水工事は必要ですが、危険性のある地域から住環境を切り離していくことが政治です。
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千里眼 (Clairvoyance)
Google Earth で見られるデータは通常少し古いものと思っていましたが、東北太平洋岸の
衛星画像は最新のデータでした。 震災後、被害の惨状を直接衛星写真で確認できたことに
驚愕しました。 福島第一原発の様子は、水素爆発により破壊された構造物がはっきりと映
し出されています。 仙台若林地区の振興住宅地を襲った大津波被害の風景では、瓦礫以外
には跡形もない平坦な地形が映し出されています。 その南に仙台空港が位置していますが、
急ピッチでランウェイの復旧が進む仙台空港の様子も手に取るように見ることが出来ます。
3000m のランウェイ 27/09 に交差して 1200m のランウェイ 30/12 があり、その南側に海上
保安庁やジェネアビのエプロンとハンガーが並んでいます。 そのサウスエプロン側の復旧
は遅れているようです。 エプロンに駐機していたビーチやパイパーやセスナなどの小型機
の無残な姿がそのまま放置されています。 その残骸の中に、以前クラブで使用していた機
体(PA28-161)を見つけました。 クラブの訓練機としては良い機体でしたのに、スクラップ
化となってしまったことが無念です。

流された航空機
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点と線 (Points and lines)
VOR 縮退計画が小型機に与える影響について、当局がこれまで十分考慮してこなかったこ
とは明らかです。 VOR とはご存知の無い方もいるかと思いますので簡単に説明しますと、
空の交通の要所に敷設された無線航法施設です。現在、この VOR や NDB といった無線施
設を廃止する計画が進められています。 航空交通で使われている交差点とその標識を無く
してしまおうというような話ですから乱暴にも聞こえますが、それが可能としている理由
は衛星による航法システム(RNAV)の普及です。 しかし衛星による航法システムはすべて
の航空機が利用できるわけでもありません。 前の宇宙人首相が国連で行った大幅 CO2 削
減計画表明で計画はさらに前倒しされ、公共航空交通全体、特に小型機への配慮なしにマ
イルストーンが決められました。 さらに民主党政権による事業仕分けでも縮退計画がお通
しされていました。 既に何箇所かの VORDME の TACAN 化や廃止がなされています。 そ
の結果、低高度用航空路が設定できないという弊害が顕在化しています。 我々小型機運航
者ばかりでなく、警察消防やドクターヘリも困惑しているはずです。 さて、小型機への配
慮が何故なされていないのかを推量しました。 どうも、すべての小型機は有視界飛行方式
(VFR)で飛行しているのでエンルート用 VOR が無くても困らないだろうと思っている節が
ありました。 VFR には、地上を眺めながらクネクネと、地文航法で飛行するものだと勘違
いしているのです。 確かに半世紀前には、地文航法と推測航法だけで飛んでいました。 し
かし、航法の基本は、新航空講座 32 回で述べたように、点と線であり曲線ではありません。
航空機は、出発地と目的地の 2 点間を直線で結び、一定の高度と速度で飛行しています。 そ
こに、地点を特定するために VOR 利用が導入されるのは当然の成り行きでした。つまり
VOR を利用して直線的に飛ぶのが VFR 航法なのです。 この原則を理解していないことが
問題なのです。しかしながら、経費削減の流れは逆らえません。小型機の航法が原始へ回
帰することはできませんので、結局、衛星航法システムを普及させるしかありません。
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ケモノ道(A game trail in the sky)
空にもケモノ道があるようです。 ケモノ道とは、ある特定の動物の抜け道(a byroad)のこ
とで、通常、巣穴と餌場を結ぶ 2 点間に設定されています。 動物の生態を知り、臭いや足
跡や糞などでその痕跡を追えないとケモノ道を見つけるのは困難です。 さて、道路にもい
ろいろ種類があります。 都市間を結ぶ基幹高速道路、高速道路と都市間を繋ぐ取り付け道
路や街中を縦貫する一般道、街中を網羅する生活道路などがあります。 そして、道路と道
路が交差する場所には、交差点や標識)が設置されています。 航空機は、どこでも勝手に飛
んでいるわけではありませんで、空にも道があります。 空の道の交差点の標識には、航法
援助施設として VORDME/TAC など無線標識が設置されています。 航空機は、このよう
な 2 点の無線標識間を直線的に飛ぶのが一般的です。 しかし、多くの航空機がこういった
無線標識をめがけて飛んでくるのですから、その近傍では空中衝突を引き起こす確率は他
に比べて高いといえます。 そこで、向う方向に VOR が存在しても、意図的に 3 マイルと
か 5 マイルオフセットして飛ぼうとする人がいます。 また航空機は、好き勝手な高度で飛
んでいるわけではありません。 巡航する際には、カーディナル高度といって、東向きでは
奇数 x 1,000ft、

西向きでは偶数 x 1,000ft で飛ぶルールになっています。 VFR の場合

はそれらの高度に+500ft という決まりです。 しかし、決められた高度ですと空中衝突を起
こす確率が却って高くなると考えることもできます。 そこで意図的に決められた高度から
少しオフセットして 1,800ft とか 2,300ft とで飛んでいるパイロットも中にはいます。 この
ように誰でも通る道を敢えて外したルートを「空のケモモノ道」と呼んだわけです。 この
ケモノ道は、表通りの航空機からはなかなか見えません。 しかも本道からわざわざオフセ
ットしたルートや高度に航空機がいることなど想定していませんので、見つけるのも困難
です。 ですからケモノ道と呼ばれる所以なのでしょう。 決められた高度を厳正に守って
飛ぶことで安全を担保しようとルールが決められたのですが、却って空中衝突の確率を高
めているとも考えられます。 これはパラドックスです。 まして VOR が縮退されますと、
このケモノ道の経路がさらに予測しにくくなるのではと懸念されます。
という観念が薄いわけですから。
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アマチュアリズム (Amateurism)
福島第一原発事故で漏洩した高濃度汚染水の水路を遮断するのに水分を吸収するポリマー
なら少しは理解できるのですがおが屑や新聞紙を流したと聞いて、「おや！」と思った技術
者は少なくないと思います。 さらに流路を確定するため乳白色の液体を注入したとか。 こ
れにも「何故乳白色?」と疑問を感じました。 海へ汚染水が流出している出口が映像で確認
できているならそこを直接止水処置することもできるでしょうし、重機を使って地上から
鋼板を打ち込んで遮断する方法もあります。 水分を吸収するのではなく、直接固形化する
薬剤もあります。 何十本もの管路の入り口を塞ぐ工事は常識的に面倒なはずでした。 マ
ーカーとして流した液体も、識別し易い赤色とか青色の着色するのが普通です。 乳白色の
液体では、薄まると識別し難いでしょう。 一体、何を流したのでしょうか？(後で聞きまし
たら入浴剤とのこと) 国難といえる事故の処理にあたって、素人のような判断に不不安を掻
き立てられました。 このようなトラブルシューティングに通常の水処理専門家、土木技術
者がどれだけ参加していたのでしょう。 冷却のために水を原子炉に注水する限り、汚染さ
れた水が増え続けるのは自明です。 素人のような事故処理の説明を聞いても不安があおら
れるばかり。 事故直後の危機的な状況にあった当時、政府は事故の状況を正しく理解でき
ていなかったばかりか、正しく理解する能力も正しく伝える体制もなかったようです。 炉
心冷却と冷却水の漏洩を防ぐ抜本的な解決には、冷却水を循環しかありません。 循環させ
るためには、冷蔵庫やクーラーの原理と同じ熱交換器を挟み海水を使って循環水を冷やす
ことしかありません。 そういった熱交換による冷却サイクルができない限り汚染水の推量
は減りません。 汚染水の放射能物質を除去するにも限界がありますので海への汚染はなく
ならないはずです。危機解決に当たってのソリューションでは、シリアルでなくパラレル
に、パイプライン方式で進めないと遅れるだけです。 別途仮設の処理システムを建設する
のも早いとも感じられたのですが、その後の政府の説明はあいまいになってしまいました。
当時、このトラブルシューティングはプロジェクトの呈をなしていなかったのでしょう。
電力会社の体制と国土交通省の関係も、外部の者には良く分りませんでした。 原子力の学
識専門家だけでは、技術的な対応はできません。 メーカの担当者の中にも設計から担当し
システム全体を理解できるエンジニアが少なくなっているのでしょう。 そもそも現場作業
を協力会社に委託している電力会社の官僚的な体制の中では、現場を良く知るエンジニア
が現場指揮をしていないのかも知れないと訝しく思ったりもします。 トラブルシューティ
ングとは対処療法的な解決を意味しているわけではありません。 原因と結果を科学的に推
察して再確認することです。 その結果を評価してこそ初めて対処(counter measure)が可能
となるわけです。 危機的状況に係わるプロジェクトのすべての人々がプロフェッショナル
であって欲しいと思っています。
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リーダーシップの貧困 (Showing poor leadership)
未曾有の自然災害が、日本人の精神構造にある種の渇を入れた恰好になったことは事実か
も知れません。 これが、「人間万時塞翁が馬」の例に倣って欲しいと願っています。 塞翁
が馬を英語では、"Every cloud has a silver lining" (= be hopeful because difficult times
always lead to better days) とも言います。 しかし、どうにも自然は甘く無いようです。
「二度あることは三度ある」を英語では、"Misfortunes never come singly" とか、「泣きっ
面にハチ」"from smoke into smother"という表現があります。 3 月 11 日の大震災後、我
が家でも震度 5 を越える余震に二度見舞われました。 大震災一ヶ月後の余震が、危機的状
態から必死に脱却しようとしている福島第一原発の外部電源を再度失わせ、津波の危険が
あるからと作業員の退避させた結果、小一時間程の冷却機能を失わせていたとことが後で
分りました。 この様を見ていると原発を運転していた電力会社や管轄省庁の役人たちは、
危機を脱するための最善のソリューションを探し出しているようには、見えません。 危機
管理専門家とエンジニアの英知と技術を結集しているようには見えなかったのです。 それ
は何故だったのでしょうか。 対策本部は、政府と電力会社の共同で取られているとのこと
ですが、技術でも政治でもリーダーシップがかけているからではないでしょうか？ 原発事
故は恐ろしいものです。 原子炉溶融が始まっていたのかいなかったのか、世界中かららは
恐怖の目で見られていました。 そして日本の対応を凝視していました。 しかしながら、
政府および電力会社は正確な情報を発信する努力を怠っているように思えます。 多分、リ
ーダーシップを欠如していたが故に適宜正確な情報発信をする能力を失っていたのかもし
れません。 なし崩しに放射能汚染物質を漏洩し続け、問題を時間で解決しようとしている
ようです。 日本の社会の問題はすべからく時間で解決してきました。 時間で解決する方
法なら、誰も明確な責任を取ることも無く、破産し清算するべき会社も国家によって救済
されることでしょう。 その歪みは、国民に債務として重くのしかかるだけです。
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パラダイム変換 1 (Paradigm change)
原発事故を起こした電力会社社長が事故後１ヶ月を経過して記者会見を開いていました。
前日、政府は国際原子力事象評価尺度で福島原発事故を 最枠のレベル 7 と評価し発表した
後での会見です。 ここで初めて原発事故の補償について言及しましたが、政府の見解とは
違った曖昧な表現に終始していました。 企業責任について問われても自身の経営責任につ
いても曖昧な表現ばかりで、被害に遭われた方ばかりか多くの一般国民も憤りを感じたこ
とでしょう。 責任の重たさに病気を悪化させたのか一時入院して戦線離脱した経営者でし
たが、記者会見でのステレオタイプな口調にはしたたかさも感じました。 「津波対策が甘
かったのではないか」と詰問されると、当時の政府専門家の知見によったと断言していま
した。 国策で進めてきた原子力発電へのシフトで、被害を受けたのは我々電力会社だと言
いたそうな顔です。 確かに、原子力政策は前政権の自民党が国策として進めてきたもので
す。 しかし、電力会社は官僚化し、国の政策に胡坐をかいてきたわけです。 会見から原
子力事故の賠償制度という法律があることも知りました。 国策であるから、不足するだろ
う賠償金は政府に出して欲しいというのが本音でしょう。 穿ってみても、このような大き
な賠償を支払う能力は、一民間企業だけでは難しいのも事実です。 しかしながら、経営者
には保身や計算づくだけの発言でなく、公共企業として国民の支持を得る度量が必要です。
さて、ここで、この企業と経営者を悪者にするだけでは問題が解決しません。 電力会社が
支払う賠償金は我々の電気使用料金に上積みすることで支払われることでしょうし、国に
よる補填補償は、我々の税金であり国債という国の借金が増えるだけだということを知ら
ねばなりません。 実は、原子力発電システムでは、使用済み燃料の処理問題が解決してい
ません。 低レベル汚染水などは一時保管され、最終的に海へ廃棄されます。 しかし、使
用済み燃料はリサイクル処理され新たな燃料になるか、永久に保管されます。 つまり、未
だ人類はこのゴミの安全な廃棄方法を確立していないのです。 それでも、高まる電力需要
に応えるため、廃棄問題を棚上げにして原子力政策を推し進めてきました。 ここには技術
で放射能の驚異を封じ込められるだろうという安易な読みがあったのだと思います。 電力
会社ばかりでなく、政府や官庁そして原子力という技術を指導してきた専門家や開発企業
の責任も問うて行かねばなりません。 そして、このような無責任な政策を許してきた我々
国民も自己批判しなければなりません。 単に批判するばかりでなく、政策やライフスタイ
ルのパラダイム変換が必要です。

36

Daemon on the Prop 2

パンドラの箱 1 (Pandora's box 1)
福島原発事故で、これまでの政府が推進してきた原子力政策の見直しが必須になりました。
政府はボロボロになりながらも必死に事態収拾を図ろうとしていましたが、これまで積み
重なってきた原子力政策の矛盾と安全管理の不備は隠しようも無く、徒に時間を浪費して
います。 どのような災害にも絶対安全だと公言していた政府、原子力委員、電力会社、重
電メーカの責任も軽くありません。 売ってしまえば後は知らないという商社姿勢も問題で
す。安全神話に乗って技術的な改善改良を疎かにしていた責任です。 放射能汚染で立ち退
きを要求された周辺住民の苦悩を見て、この放射能汚染の理不尽さに国民の多くが憤りを
感じたと思います。 かくも危険な原子力を無責任な組織や企業が長い間取り扱ってきたこ
とを放置してきたことに、技術大国を標榜してきた日本のだらしなさに情けない気持ちが
込み上げてきます。 ところで、内閣府が所管する原子力委員会と経済産業省の原子力安全
保安院の関係が外部からはよく分かりませんでした。 しかも原子力委員会の委員からは、
全く部外者のような意見が聞かれて唖然としました。 電力会社の経営者や技術者は、当初
想定外の自然災害だからしかたがないというニュアンスで記者会見している無責任な態度
には怒りを隠せませんでした。 事故を起こしながら、その情報を正確に開示せず隠し通そ
うとする政府と電力会社の姿勢は、国際社会からは理解されません。 複数の原子炉建屋が
水素爆発で吹く飛ばされた後、放射能汚染が直ちに人体への健康に被害がないなどと発表
する当時の官房長官の会見に首を傾げた人も多かったと思ったことでしょう。 後で分った
ことですが、やはりそのときの放射能汚染は無視できる放射能線量ではありませんでした。
この体質は、基本的に北朝鮮や中国などの社会主義国と変わらないではないでしょうか。
民主党政権になってもその姿勢が変わらないということは、事態収拾を官僚が主導してい
たのか、はたまた民主党政権も所詮不都合なことは国民に知らせまいとする社会主義的隠
蔽体質だったのかと訝しく思います。 そもそも原子力発電の問題は、使用済燃料の処分方
法など核廃棄物のリサイクルが確立していないことです。 核廃棄物再処理が進んでいるフ
ランスでさえ地中深く埋め 10 万年単位で放射能を封じ込める最終処分場施設などが取りざ
たされていますが、最終処分場の問題は解決していません。まして日本ではそこまで至っ
ていません。 この状況でプルサーマルなどさらに危険な核燃料リサイクルの推進を無条件
に許すことには実に抵抗感があります。 また、一旦汚染してしまった環境を洗浄する技術
も確立していないからです。 地表の土壌を数センチ剥ぎ取り建屋や道路を水で洗浄しても
剥ぎ取られ流された放射性物質は消えることはありません。 国土の多くを占める山林など
の放射能除去作業は殆ど不可能と言わざるを得ません。 政府の事態収拾姿勢には済し崩し
に悪化する状況を公表することしかできないというわけです。 それも後出しで国民に知ら
せるか、場合によっては知らぬ顔をするだけです。

結局国民は放射能汚染とはこのよう

な災害なのだと納得し他人事のように忘れようとするだけしか為す術がないのです。 何年
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後、何十年後に多くの健康被害が出ても最早後の祭りです。 放射能汚染というパンドラの
箱を開けてしまった日本は、もはや汚染された国土を持つ国というレッテルを剥がすこと
はできないでしょう。 れでも何とかパンドラの箱を閉じる努力は続ける必要があります。
費用と長い時間を要するとしても国民に安心を与え、国際社会からの技術立国日本の信頼
を取り戻していく努力です。
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マイルストーン (Peculiar style to Japan)
3 月 11 日の大震災以来 2 ヶ月を経過して初めて福島空港に着陸しました。 福島空港から福
島第一原発までは 30NM (50Km)しか離れていません。 管制塔の窓ガラスが崩れ落ちるな
どの被害を聞いて知っていましたが、直陸後の感想は平穏で張替えを待つガラス以外空港
施設の被害は見当たりませんでした。 その福島原発では炉心への注水をなお続けています。
1 号機の水位を正確に調べたら、燃料棒が完全に露出しメルトダウンしていたらしいとの情
報が出てきた頃です。3 月 12 日の水素爆発で既に炉心を格納する容器に損傷の可能性があ
ったと見られていたにも拘わらず、政府はメルトダウンではないと公表してきました。実
際には燃料棒の破壊は、2 号機も 3 号機も同じく進んでいたとのことです。 メルトダウン
が複数基で起きているのか思うと、離陸して 10 数分の距離にある炉心の様子が気がかりで
した。 ところで炉心の実態が分っていないという状況で事故対策は打てるのでしょうか。
計測と制御がシステムの基本ですが、これまで炉心の計測が正しくできていなかったとす
れば冷温停止に向けた炉心制御ができているとはいえません。 また、技術者レベルでは事
故直後から数時間の範囲でメルトダウンが発生していたことが分っていたと言っているよ
うです。 今頃になって政府や電力会社が発表したことに驚きを超えて呆然としてしまいま
した。 原子力発電という複雑なシステムに目を奪われてはいけません。現在の状況からし
て、下手をすると再臨界もあり得るかも知れません。 常識的には、この事態で収拾策の工
程表(マイルストーン)が崩たわけですが、日本政府や東京電力はスケジュールに変更はない
といいました。 なぜか日本政府や東電から発表されるデータや事象の説明は小出しです。
最悪の事態を想定せずして計画線表を引いたのだろう と思いたいのですが、そうでもなさ
そうです。 収拾希望日からの逆線表(Gantt chart)なのかも知れません。 一旦不信感を持
つと、彼らの説明がすべて場当たり的で Excuses に聞こえてきます。 破局に向かうプロジ
ェクトの典型を見ているようです。 トラブルシューティングのリーダーに政治家は不向き
です。 政治家や経営者の役割は技術的な見解を述べるのではなく、全ての責任を負ったう
えで事態収拾に総力を結集できる環境を作ることだけで結構です。 現場には各分野の技術
者集団と正確に事態を見極められるプロジェクト・リーダーが必要です。 後は現場に任せ、
政治は正確な報告を受け正確に国民に知らせてもらえばそれが最善です。 事故の全体を把
握できる技術者が最早存在しないのではという不安なニュースにまた心を乱されてしまい
ました。
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事故収集のマイルストンチャート
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集中か分散化か (Centralized or distributed)
日本人は何事にも集中が好きなようです。 「大きいことはいいことだ」とあるチョコレー
ト会社の CM が昔ありました。 確かに経済成長過程ではスケールメリットが役立ったこと
でしょう。 経営業績の悪い会社は、右肩上がり経済が終了しても、生き延びるためにやた
ら合併して大きな企業となって生き延びようとしてきました。 ダメなものを二つ併せて大
きくしても問題が解決するわけではないと思いますよ。 都市は効率化を求めて集中化し、
人、物、金、情報を集めてきました。 政治、経済、人口が集中した東京が大きな災害に遭
遇すると、全てが麻痺してしまうでしょう。 インターネット時代になり、情報については
必ずしも集中させる必要が無いことがわかってきました。 しかしながら、エネルギーはま
だまだ集中化政策の中にあります。 原発事故でエネルギー供給の過度な集中が、今、問題
となってしまいました。 しかも、1 つのプラントに 6 基も 7 基もの原子炉を建設してきた
のには驚くばかりです。 原発勧誘で大きな補助金を手にすることができた自治体は、補助
金漬けで肥大化した財政を維持するため更なる原子炉増設を勧誘する傾向があったことに
よります。 この補助金政策はまさに麻薬のようなものと言えるでしょう。 その結果、56
基もの発電用原子炉が狭い国土に林立してしまいました。 そして原発事故により、エネル
ギー集中供給に依存してきた日本の経済システムの脆弱性が理解されました。 効率を高め
るには集中化が有効でしたが、フェィルセーフを考えると分散化というキーワードが必要
です。 ロボットを例に分散を説明すると、各関節に自律型コンピュータを配し、全体のバ
ランスを制御するコンピュータが調和を掌るようなシステム系です。 成長型ではなく多様
な形態で安定した社会を築くには、ここでパラダイムの変換を余儀なくされることを学ぶ
いい機会になったと思いますよ。
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有機的システム結合 (Coordinated linkage)
システムの形態には集中と分散があることを書きましたが、各要素の関連度についても時
には考え方を変える必要があります。 1 つの目標だけに目を向けたプロジェクト運営やト
ラブルシューティングでは、一極集中システムかつ主従関係が効率的でした。 しかしなが
ら、多様性を持った環境では分散システムが有効です。 要素間の結合度には主従関係や並
列関係、また別の観点では強い結合や疎い結合などが考えられます。 例として百足の動き
を考えます。 100 本の足がそれぞれ規則的ですが自律的に動くことによって有機体である
百足が移動できるようなものです。 例え何本かの足が脱落しても、総じて問題なく目的を
達することができるようなシステムです。もし 100 本の足を集中管理で制御しようとする
と、中央演算装置にはかなりの計算量が必要になります。 しかし生物には有機的に結合し
たシステムを少ない計算料で最適化する自律システムが備わっています。 このような有機
的なシステムが人間社会や原発の管理システムなどにも活用されるようにしたいものです。
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メルトダウン (Nuclear meltdown)
原発事故から 2 ヶ月を過ぎてから東京電力が 1 号機のメルトダウン(炉心溶融)を初めて公式
に認めました。さらに 2 号機 と 3 号機にもメルトダウンの状態にあると公式に発表ました。
燃料棒の溶融が始まった時間は、1 号機が地震発生後 15 時間後、2 号機が 77 時間後、2 号
機が 42 時間後としています。 また 2 号機のメルトダウンは、地震から約 101 時間後の 3
月 15 日午後 8 時ごろ、3 号機では約 60 時間後の同 14 日午前 3 時ごろに、溶けた核燃料の
大部分が圧力容器底部に落下するメルトダウン状態に至ったとしています。 技術者レベル
ではかなり正確にわかっていたのではと推察していますが、このような隠蔽体質が国民ば
かりでなく世界の国々からの信頼を失う結果を招きました。 ペレットを溶かし溶融した核
燃料の塊が圧力容器さらに格納容器と破り地球の中心にまで達するというメルトダウンの
恐怖は、スリーマイル島原発事故で世界にしられましたが、福島では 3 基の原子炉で現実
にそのような状態に陥っていたことを知らされ恐怖を新たにしました。 現在の事故対策は
冷却機能復元に集中していますが、一部格納容器にも損傷が認められる以上、原始的な策
でもよいから、垂れ流される放射能汚染の囲い込み策も遅延無く並行して行なってもらい
たいものです。
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ランプ上の蟹 (A crab on the apron)
3 月 10 日以来、約 4 ヶ月を経て仙台空港のエプロンに足を着けました。その暑く焼けたラ
ンプのコンクリートの上に取り残され死んだ蟹を見つけました。 よく見ると、明らかに海
辺にいる蟹です。 何故水の無いこんな所に蟹がいるのかその理由は簡単です。 津波で空
港敷地内に運ばれ、塩分の残る雨水溝とか溜まり水に隠れて暫らく生息していたのでしょ
う。 3 月 11 日の大震災を覚えて感慨深い思いになりました。

エプロン上に取り残された蟹

44

Daemon on the Prop 2

隠蔽体質(Cover-up constitution)
この時期になって原発事故の経緯と詳細がだんだん明らかになってきたようです。 報道に
よると、1 号機のメルトダウンは津波による電源消失後 5 時間で始まったとのこと。 この
間、正しい状況把握もできずに水素爆発へと進ませてしまったことなどです。 電力会社の
技術者も原子力安全委員会の専門家達もメルトダウンを恐れてはいましたが水素爆発など
考えてもいなかったとのことでした。 その水素爆発までの経緯を見る限り、もっとも古い
1 号機にはフェイルセイフ機能など原子炉の基本設計に問題があったと言わざるを得ませ
ん。 電源系統の多重化ばかりでなく、冷却機能そのものにも多重化が必要だったというこ
とです。 またトラブルシューティングマニュアルにも問題があったことが指摘され始めま
した。 マニュアル通りに操作すれば問題は起こらないという安全神話は日本のあらゆる場
面で聞かれますが、それは間違いです。 事故原因について、当初、すべてを想定外の災害
が原因と言ってきた電力会社の無責任な対応は問題です。 また政府及び専門家達の分析の
甘さと情報を軽く国民に伝えようとする政府の隠蔽体質には怒りを感じます。 官邸が科学
技術を正確に評価するのは難しいとは思いますが、専門官たちはどのように官邸に報告し
ていたのでしょうか。 国民がパニック状態に陥らないように事態を軽く見せようとする政
府の姿勢だけが目立ってしまっていたのです。 しかしこれが間違いです。 しかも事態は
専門官たちが認識していた状況より深刻だったようです。 この時点で正しい情報を国民に
伝えれば、住民の避難や放射能汚染の拡散予想などもう少し早期にできていたかもしれま
せん。 政府の専門官の他にも原子力安全委員会に在籍していた専門家達も断罪されてしか
るべきです。 災害に当たって、先進国であればわが身の安全は国民が判断すべきであって、
政府の情報だけでこと足りるわけではありません。 正確な情報が常に国民に伝わることこ
そが大切だと考えます。 科学と技術で世界をリードしてきた筈の日本ですが、このような
社会主義的なしかも拙い政府の対応と御用学者のような専門家の無責任な発言を聞かされ
ると返す言葉もありません。
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飛行禁止空域 (Prohibited Airspace)
福島第一原発から半径 20km 圏内はその飛行禁止空域です。 当初の飛行禁止空気は半径
30Km の範囲でしたが後ほど 20km まで縮小されました。 それでも仙台か空港から南へ向
かう航空路はその近傍を通過します。 この飛行制限空域に一般のジェネアビ機は入ること
も近づくことができません。 悪天候が続く梅雨時期のこの日、仙台空港から大子 GOC に
向かうエンルートを飛行中、しっかりと福島原発の鉄塔が見えていました。 アビームでの
直線距離は 30km です。 遠くから眺める限り煙も立っておらず平穏に見えます。 上記の
写真はそのときのものです。 望遠レンズではないので分り難いかもしれませんが、水平線
の位置に白いラインが崩壊した原発建屋です。 しかし目に見えない放射能の塵が風に乗っ
て拡散し続けているのだろうと思うと息をするのが苦しくなります。 徐にコクピット内へ
外気を取り込むベントを閉じましたが、キャビンプレッシャーのない航空機では今更外気
を遮断しようとしても無意味でしょう。 実際、上空での汚染物質の影響は知らされていま
せん。 放射能で汚染された塵が上空を舞っていないことを期待するだけです。

福島第一原発事故直後・飛行禁止区域から 30km 離れて撮影
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津波による火災で焼け落ちたカーゴ建屋
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冷温停止 (Calm down really?)
福島原発事故後の冷温停止宣言が総理から発表されました。 予定通り 12 月中に事故収拾
計画の STEP2 まで完遂したとの政府発表でしたが、どうにもしっくりきません。 炉心溶
融で核燃料が落下している状態で、どのように冷温停止していると判断できたのでしょう
か。これで本当に溶融した核燃料の再臨界を抑えることができたと言い切れるのでしょう
か。 冷却水の放射性物質の除去とリサイクルシステムは正常に機能しているのでしょうか。
未だに炉心冷却に使用した汚染水の処理は進んでいませんし、度々海への漏出も続いてい
ます。 それに地下水への浸透も心配です。 どうも、スケジュール通りに事故収拾が進ん
でいるとの印象を国民に示し、現在進められている深刻な収集作業から国民の目を逸らそ
うとしているのではと訝しがってしまいます。

48

Daemon on the Prop 2

怪しげな解説 (An implausible news story)
原発津波原因説の疑問を持ちました。嫌なことは頭の片隅に追いやってしまいたいのが人
間の思考の常です。 福島原発事故が発生してからこの時点で 8 ヶ月、ニュースの話題に上
ることも少なくなっていましたが、最近の調査で再臨界が起きている恐れがあるとして反
応を抑えるホウ酸水を注入したと報じました。 “嫌なこと”というよりも恐怖が再び想起
されました。 今回判明した事実は、原子炉内ガスの調査によりキセノン 133、135 が検出
されたということです。 キセノン 133 は半減期約 5 日、135 は半減期約 9 時間と非常に短
いため、原子炉内で一時的に小規模な臨界が起きた可能性もあるとしています。 これまで
原子炉内部がどのような状態になっていたのか調べる術がなかったというのも呑気な話で
したが、ガス調査から得た結果は決して見過ごせる状況にはありません。 事故後から核分
裂反応が発生し続けていたのかも知れません。 東電の発表とその後に続く政府のコメント
には論理的な誤りがあります。 異常値が検出されたことに対して「何も問題が無い、低温
安定化スケジュールにも遅延を帰たさない」と云いますが、何ら問題が無いのなら異常値
とは言いません。 これまでも原子炉内部を厳密に調査せずにスケジュールを立案できると
いうのも不可解だと思っていました。 そもそもの疑問は、原発事故の原因が津波だったの
かということです。 キセノンの検出は、実は、津波とその後の水素爆発前にも検出されて
いました。 ということは、地震でパイプの接合部などからキセノンが漏出していた可能性
が考えられます。 断片的にはリークされるニュースに信頼性の評価はできません。これま
で原子炉破壊は津波が原因だとしていました。しかしながら圧力抑制室の破壊は当初より
指摘されていたことや、その後の原子炉建屋内の再調査の結果、地震の揺れで炉心取り付
けパイプが外れた可能性もあったことが判明しました。
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エンジニアの倫理 (Technician’s ethical code)
原子力発電所事故の収拾には時間が掛かります。 これまで論評してきた問題点の指摘や感
想が的を外したものかもしれません。 しかし夫々の時点で感じたことを残すことに意味が
なくはありません。 冷温停止宣言後の年明け 2 月に、電力会社は 2 号機の原子炉圧力容器
底部にある温度計の一つが同日正午に冷温停止状態宣言後で最高の 94.9 度を示したと発表
しました。それは、再臨界の兆候です。 温度計の誤差(最大 20 度)を考慮し、80 度を超え
ると冷温停止状態条件を満たさなくなりますが、電力会社は温度計不良が原因との見方を
強めており「冷温停止状態は維持できている」としています。 温度計を不良とする根拠と
して、同じ高さにある別の温度計 2 個がいずれも 33 度前後を示しかつ温度が低下傾向で、
1.5m 下の 3 カ所の温度計や格納容器温度も低下傾向であることなどを指摘しています。さ
らに核分裂で生じるキセノン 135 は検出されていないので再臨界は起こっていないと主張
しています。 しかし一寸待てというのがエンジニアまたはサイエンティストの大方の見方
です。 先ず、計測結果が信頼できないから、事実ではないというのは誤りです。 もし、
そのような論理が正しいなら、すべてに目をつぶり何も見なければ世の中平和だというこ
とになってしまいます。 論理になっていません。 複数(3)個ある検知器の内、一つだけが
異常値を示したとするなら、他の 2 個が真に正しく動作しているか確認するのが先決です。
異常値を示した箇所にもう一つの検知器を直ちに設置すべきです。 しかも検知箇所が別々
であるなら、問題が局所に限られているのか全体に及んでいるのかも考察しなければなり
ません。 そういった説明がなされないと安心できません。それよりもとっと大切なものが
あります。 昔大型汎用コンピュータの基本ソフトウェア(Operating system)の開発に携わ
っていたときの話です。 不可解な動きをする OS に対し、あらゆる角度から原因究明にあ
たりました。 プログラム中にトラップといわれるデバッグ行を挿入して再三テストを繰り
返した結果、ソフトウェアの問題ではなくハードウェアあるいはファームウェアの問題で
あると結論付けました。 しかしこの主張は容易に支持されません。 ソフトウェア・エン
ジニアが、それが動作する基盤であるハードウェアを批判するのは禁句だからです。 ソフ
トウェアの命令を実行する機械後をパイプラインに処理するファームウェアに問題があっ
たとい確固たる証拠を提出して主張が証明されました。 原子炉温度計測は対称がハードウ
ェアですから話は少し違っていますが、異常値を示したのがエラーだからその検知器が誤
っているとの論理は、エラーを起こしたのが基本ソフトウェアだからそのソフトウェアが
間違っていると断言する論理と同じです。 “他の検知器は期待値の常温を示しているのだ
から異常値を示した検知器が故障している以外考えられない、”というように電力会社のエ
ンジニアが真剣に考えているとすれば彼らの見識を疑います。サイトのエンジニアは科学
的に論理的に解析している筈です。 電力会社および政府が都合の悪い事象の実態を明らか
にしたくないという意志が働いたときに陥る論理の矛盾のように見受けられましたが、こ
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れは穿った見方だったでしょうか。
2012 年 2 月 25 日福島第一原発周辺の飛行禁止区域が半径 3KM に縮小されました。 これ
により、いわき方面から仙台空港へ向かう航空路が確保できるようになりました。 という
ことで、早速 IXE から SDE に向かうエンルート上を航行中、原発を観察してきました。 こ
のエンルートから福島原発真横(abeam)に見る地点での距離は僅か 3.5NM(6.5km)です。
原発施設を覘いてみると数え切れない高濃度汚染水タンクが敷地一杯に並べられているの
が見えます。 増え続けるこれらの汚染水はどのように処理されるのでしょうか。 放射性
物質ろ過し放射線量を下げた後、結局は海へ放棄されてしまうのでしょう。

2012 年 3 月 1 日
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函館の夕日
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Daemon 2
言語の進化 (The evolution of languages)
自然言語は使う人によって変化して行きます。 変化には発音の音便化もあれば、新しい語
彙(vocabulary)が加わったり、活用(conjugation)が変化したりしていきます。何故活用規則
が崩れたりするのか考えるのは興味深いところがあります。 発音のしやすさとか不規則変
化を嫌うのも、その理由になるかもしれません。音便化や活用変化については、適当でも
結構理解できることを経験的に知っています。 しかし聞いたことが無い語彙やイディオム
を理解できるまでには抽象化が必要です。 しかし、多様性(diversity)が許される環境でな
ければ変化は現われてきません。 変化の後、その変化が温存される閉鎖的な環境も必要で
す。 進化とは競争で説明されてきましたが、多様性と閉鎖性という要素も重要なのです。
ピジン言語化をエントロピーで説明しますと面白いかもしれません。
日本語には多くの外来語が入り込んでいますが、外来語を調べることで民族間の接点を知
れることは興味深い話です。 戦後、ハンサムとかスマートとかよくスクリーンの中で映画
俳優が使う外来語が一般化しました。 聴衆は、スマートとは映画俳優のように見た目が良
い人をいっているのだと理解してしまいました。 大勢の人が映画や TV などのマスコミュ
ニケーションで誤解してしまうと、もはやそれは新しい語彙に進化してしまいます。 違っ
た意味の語彙や崩れた活用が定着してしまうのは残念です。 外国語や新造語に理解が浅い
というか、文化を理解する力が無いというか、そんな負の遺産としてスタンプを押してい
る気がしてならないからです。

Wild Jack
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言語学は数学 (Linguistics can be mathematics)
言語は数学です。 現代においてはコンピュータや暗号関数に言語理論は欠かせません。
自動翻訳や音声認識やネット検索にも数学が役立っています。 クレイ数学研究所がミレニ
アム懸賞に掛けた現代数学難問の第一に１つに P 対 NP 問題があります。 NP 問題には高
速解がないことを証明するものです。 アルゴリズムの中には計算に相当な長時間を要する
ものもあるので、そのことを利用した暗号関数は比較的安全であるということができます。
これは経験的に予想できますが数学的証明はできていません。 人間の理性を超える計算理
論の可能性に面白さがあります。

Avram N. Chomsky
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オートマトン (Automaton)
Brian Selznick の児童小説 The Invention of Hugo Cabret (日本語タイトル: ヒューゴの不
思議な発明) が映画化され話題になりましたが、この中でオートマトン(Automaton)がでて
きます。オートマトンを辞書で引くと、機械人形、ロボット、自動機械などと出てきます。
語源のギリシャ語の automatos で、自らの意志で動くものというような意味合いを持つ言
葉です。羊肉 (mutton)を連想された方がいるかもしれませんが、羊とは関係ありません。

因みに、オートマトンの複数形は automatons ではなく、automata です。 また automaton
と似た英語に automation がありますが、よく知られているように、これは機械や工場など
の自動操作で、いわゆるオートメーションのことです。 似て非なるものです。 われわれ
のお馴染みのオートパイロット(AP)も、オートマの一種と考えて差し支えありません。さ
て、ある入力に対し、何らかの出力がある系を考えます。 その系では、入力を出力に変換
するための何らかの処理が行われているものとします。 そこでは、外から連続している情
報が入力され続けます。 内部では、状態を保持することができるものとします。 そして、
外へ何らかの情報を出力することができるものです。 オートマトンは、入力されたものが、
ある基準を満たす (yes) か、満たさない (no) を判定します。これは、いわゆる計算機モデ
ルに外なりません。 一方、形式言語は日本語や英語などの自然言語や C や Java などのプ
ログラム言語のモデルです。 語 (word) とは文字の並びであり、語の並べて文 (sentence)
が構成されます。 英語を理解できる人は、There is are bugs という語の並びに誤りがある
のがわかります。 C 言語では、a+b や (a+b)*b などは正しい構文ですが、 a ++ b *は構
文誤り(syntax error)です。 その理由は語のならびには一定の規則(文法)があることを知っ
ているからです。 モデル化した文法を形式文法(formal grammar) といい、1 つのオート
マトンによって 1 つの言語が定まります。 日常話している自然言語もモデル化して考える
と、コンピュータ処理と同じだとは意外に思われるかも知れません。 しかし、そうである
からコンピュータによる自動翻訳や文章の自動生成ができるわけです。 パイロットが地上
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のコントローラとの間で話す ATC(Air Traffic Control) コミュニケーションは、フレジオ
ロジー(専門用語)などといわれますが、これも１つの形式言語です。 普段の会話では使わ
れない命令用語(コマンド)が用いられます。 Confirm, affirm, negative, verify disregard,
Wilco などなどです。 このように、日常使われない符牒をまた jargon ともいいます。 ATC
の文法(官制方式基準)を有限オートマトンとして定義し自動翻訳する機械を作るのは容易
です。 それでもときどき聞き違えたりするのは、文法を知らない、語が不明瞭、入力速度
が速や過ぎたのかもしれません。 不明瞭なときのエラー出力(error return)は SAY AGAIN、
速や過ぎたときのエラー出力は SPEAK SLOWER というエラーメッセージの出力です。
文法(syntax)を理解していても意味がわからなかったときには、意味論誤り (semantic
error)です。 この殆どの原因は、語彙不足です。 ATC に正規文法でないあるいは日常会話
が混ざることは正規言語でない言語が存在することであり、文脈自由言語が存在すると考
えます。 文脈自由言語はプッシュダウン・オートマトン(LI-FO: last-in first-out)で受理さ
れる言語です。 このプッシュダウン・オートマトンを人間の頭脳で処理しようとしても、
プッシュダウンスタックが必要です。 メモリパリティが頻繁に発生する脳細胞では、プッ
シュダウンスタックの階層を深く取れないので、とこどき処理エラーが発生してしまいま
す。

Pusyudown Automaton
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日本語の成立 (The roots of Japanese language, It Stemmed from where? )
韓流時代劇から朝鮮語、さらに日本語の成立に興味を持ちました。 言語は人の移動と交流
に関係しています。 朝鮮語と日本語はともにツングース語派で類似した言語といわれてい
ます。 大陸の血が流れている証拠ともいえるでしょう。 しかし日本語とインドネシア語
には語彙の共通点が多々あり、さらにタミール語とも共通点が多々あるようです。 日本語
など膠着語といわれるような言語は、語彙の変化を特徴とすることから共通点を窺うこと
もできます。 南インドに出張したとき、特に、日本語、日本の土着文化との共通性に気付
きました。 そのときの驚きというか、感動は忘れることが出来ません。 その中には言語
のみならず、神楽のような打楽器による音楽、竹を使った道具や、赤飯など、日本の農村
にいるような錯覚まで感じました。 このような体験は活字で調査するのとは全く違います。
どうも日本語の成立は南インドや南方系からの何千年前から長い時間に亘ってきたものと、
北方系とのミックスで成立したという推測は正しいように思えました。 また日本語のよう
な語順で話される言語には、トルコ語、ハンガリ語、フィンランド語などがありますが、
そのルーツはトルコ語かタミール語にあるのかもしれません。日本語を完成させるのに、
先ず語彙として古代の日本に定着した後、北方からの文化とともに現代に繋がる日本語の
文法が成立してきたのでは無いでしょうか。
南方からの語彙や古い時代の文法と、北方から来た言語も同じような語順であったのでし
ょう。 因みに北方計の伝来ルートには、半島から伝来した西日本と、沿岸地方から直接伝
来した東日本のルートがあったとも思われます。 民族の移動や文化・言語の伝来は一度切
りではなく、長い時間に亘って複数波にも及ぶものだったのでしょう。

図は科学博物館資料
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日本の中の異なるルーツ (The diversity of Japanese language)
沖縄語とアイヌ語のルーツは少し違うようです。 アイヌ語を話す人々は東日本・北海道に
見られ西日本にはみられません。 北方系といっても明らかに半島経由の言語ではないよう
です。 沖縄で話されてきた言葉も日本語の由来と異なっています。 沖縄の墓とポリネシ
ア島嶼諸国の墓の形が非常に似ています。 違いは、トンガではキャプテン・クックのトン
ガ上陸後、キリスト教が布教されたため、墓に十字架が付いています。 しかし、同族が墓
の前に集まって行う祭祀の慣習などの共通点は未だに同じです。 またトンガ王国の子供達
のお尻に蒙古斑が現われることなど日本の子供達との遺伝子の共通点も見受けられます。
長い時間と長い距離を移動してきた海洋民族の複雑なルーツが窺い知れました。

図は科学博物館資料
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似て非なるもの 1 (Falsely similar 1)
多発計器訓練には模擬飛行装置(Flight simulator)をよく利用します。 シミュレータですが、
ときどきシュミレーターと書かれたり言ったりしているのを見かけます。 広辞苑にもシュ
ミレーターで掲載されています。 これは、明らかに誤った表音です。 ネットで検索する
と実に多くの誤用があるのがわかります。 私の学生時代、エンジニアは多くのカタカナ英
語を使い始めました。 しかし多くの発音が間違っていました。 殆どがローマ字読みです。
エンジニアはスペイン語かドイツ語で勉強していたといいたいところです。確かに私の学
生時代にはドイツ語ロシア語の工学書も少なくありませんでした。 奇異な表現に、例えば
コンピュータ用語の NULL があります。 英文マニュアルにはこの語が頻繁に出てきます。
これは英語ではナルですが、殆どドイツ語読みのヌルと発音しています。 identification
division は COBOL プログラミングの書き出しですので多くのエンジニアが知っていまし
た。 そこで、satisfaction (満足度)をサテスフィケーションと呼んでいたエンジニアがいか
に多かったことか。 パイロットでも同じような誤用を見かけます。 燃料消費率(Fuel
consumption ratio/ fuel flow)をコンピュータという人が少なくありません。 ADC(Air
Data Computer)などグラスコクピット時代の航空機はデジタル化されてきていますから
燃費計算もコンピュータで処理され表示されています。 ですが消費の意味ではコンサンプ
ションの誤用です。 最近ランウェイが使用可能になったことを Vacated Runway(ヴェイケ
イテット・ランウェイ)といいますが、殆どのパイロットはバケットと発音しています。 時
にはバケッツとも言っています。 方言としてこれも良しとしましょう。 でも皆似て非な
るものです。
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自由裁量 (Because of your discretion )
似て非なるものの続きです。 パイロットが普段から使っている英単語で誤った発音をして
いたものが結構ありますが、その１つが discretion (自由裁量)です。 その前に、数学では
「離散」とか「不連続」という用語を良く使いますが、これを英語では discrete (/d.skri:t/
ディスクリート)といいます。 また、この discrete と discreet は同語源で同音と辞書には
記されていますが、後者は「思慮深い」、「慎重な」、 「分別のある」という意味を持って
います。 なぜ同じ語源で不連続と分別の意味があるのかよくわかりません。 立ち止まっ
て考えることが不連続さを連想させているのでしょうか。 パイロットの裁量で何々しなさ
いとかいう場合に、within your discretion とか at pilot discretion と言います。 この
discretion は、discrete の名詞形で思慮分別という意味と行動の自由とか裁量という意味を
持っています。 ですから、発音はディスクリションかと思いきや、正しくは「ディスクレ
ーシャン」でした(笑) 。 アクセントもこの違い(レ)のところにあります。ラテン語 descreto
から派生した言葉でしょうから、その発音を継承しているのでしょうか。discretion /d.skre
∫.n/

discrete /d.skri:t/

discreet /d.skri:t/
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Flyingのイディオム (Idioms using 'flying')
FLYING, FLY という言葉を使ったイディオムが結構たくさんあります。 その使われ方を
思いつきですが少し調べてみましょう。 まず Flying fish という表現を、以前ブログで紹介
したことがありました。 フライング・フィッシュは飛び魚のことではなく、魚屋さんの店
の中で魚を買いに来た人の腕の中に魚を投げ込む様を表現しています。 Fly on the wall は、
会議で一言もしゃべらない人、傍耳を立てて聞いていることなどを指します。 ここでいう
FLY は飛ぶことではなく、ハエのことです。 一般に、FLY とは、軽々しい様やいい加減な
様のニュアンスを含んでいるようです。
fly by night (=Not reliable or responsible, especially in business, untrustworthy a
fly-by-night operation.)
信頼できない無責任なことを意味し、特にビジネスでの場面でこういう表現を使います。
因みに、慎重な態度を欠いた様を軽々しいといいますが、政治家の多くがその様を「炯炯(け
いけい)と発言できない」などと言ったりしています。 多分、この用法は間違っていると思
いますよ。 この炯炯は、
「眼光炯々としている」というような使いかたのはずです。 これ
を軽々と勘違いして『けいけい』と言っているようですよ。
話を”FLY”に戻しましょう。
fly in the face of …に食ってかかる, 真向うから反抗する。
Go fly a kite! あっちへ行け, つまらぬことを言うな。
fly into a rage, fly into a passion (=to suddenly become very angry.)
突然激しく怒り出すこと。
道路上で車の中から怒鳴りあっている連中を road rage といいます。 こういう路上で怒鳴
りあう恥ずかしい連中は、世界中どこにでもいるようですね。
似た表現ですが、自制心を失う, かっとなることを fly off the handle 人にくってかかるこ
とを let fly at a person といいます。
どうも flying には、自由気ままに勝手に飛んでいるといった意味合いが強いようで、コン
プライアンスの意識の低いパイロットが操縦桿を握っているようなネガティブで危険なニ
ュアンスがしてきます。飛行クラブ名を Flying club とするより Flight club あるいは cross
country club とでもした方が、私たちのクラブには似合っているようです。 一方、flying
color (=Overwhelming victory, triumph, success. )圧倒的な成功のことで、肯定的な意味で
FLY を使っています。 この他にも、肯定的な用法を思いつくまま書き出してみましょう。
fly high 大志を抱く、繁栄する。
その他の面白い表現に、ズボンの前があいていますよという意味で Your fly is undone と
表現します。
一方、活発な様にも FLY を使います。 on the fly 忙しくて飛び回って、急いでいるさまを
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こう表現します。
fly the coop 逃げ出すこと、突然出発することです。
as the crow flies は、一直線に, 直線距離で、という意味です。
多分カラスは一直線に飛行するからかも知れません。
fly by the seat of your pants. (=to have to deal with a situation by guessing what to do,
because you know very little about it.)
ズボンの尻当てのことですが、自分の経験に基づいて知らないことでも推測しながら事態
を処理しなければならないときに使います。
fly bys 例えば宇宙船が情報収集のために近づいて飛ぶことなどに使われますが、我々がウ
ェイポイントを通過する際、直上を通過することなくリードターンして最短でエンルート
にトレースすることを FLY-BY といいます。
IFR エンルートで変針をする場合は、この変針方法が標準になっています。

63

Daemon on the Prop 2

言語と視野 (Languages affect one's scope)
戦後の国語教育で漢字カナをローマ字表記に変えてしまおうとか、英語を第 2 国語に取り
入れようなどの議論があったようです。 その国の文字を一時期にすべて変えてしまおうと
する取り組みはやはり乱暴でしたから、敗戦国日本でもそこまでは至りませんでした。隣
国の韓国では 1970 年代の漢字廃止政策の後、漢字を読めない若い世代が増えています。 文
化を継承していく上でも文字は大切です。 しかしながら、国語が１つしかないのは現代の
国際社会では少し閉鎖的かもしれません。 同一言語を話す日本国民には国際的教育にさほ
ど関心も必要性もなかったからかもしれません。 島国日本の政治や社会や文化がいかに閉
鎖的かは、国際社会から取り残されつつある昨今の日本の様子に顕著に現われています。
海外の文化や体制に呑まれることを嫌う人々はどこにでもいます。 明治維新へ至る改革で
も攘夷論とかで海外からの影響を排除しようとする考え方は中心的な位置を占めていまし
た。 昨今議論を醸す自由貿易交渉(FTA)でも然りです。 その良し悪しは別して、今や、日
本は国際社会の中でしか政治の方向を決められないでしょう。 境界条件が変われば方程式
としての多項式の数が変わるのは当然だからです。 それに追従できなのは、政治の貧困に
問題があると言わざるを得ません。 常に外にアンテナを向けて、境界条件を見直す力を養
うには、外を理解する力が必要です。 そこで例えば英語などを第 1 外国語ではなく第 2 国
語にする位の言語教育が必要だと感じています。
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米の読み方由来 (‘Come’ might stem from where?)
赤子を背負うことを｢オンブ｣ともいいますが、オンブが外来語とは知らない人が多いと思
います。この語源は、スペイン語のオンブロ(肩)から来ています。 種子島・安土桃山時代
の外来語が日本語にしっかりと定着していたのですね。 他にも当時の外来語に由来した日
本語がないかと調べています。 「オイチョ・カブ」のオイチョは数字の 8 から来ていると
思われます。 ところで、主食である「米」の日本語としての読み方には、音読みでベイ、
マイですが、どうも古代ではヨネと発音していたようです。 いつから米を「コメ」と訓読
みするようになったかご存じの方がいたら教えて欲しいものです。

そこで何故現代では

コメと呼ぶのかを推察してみました。 ちなみに、スペイン語で食べることをコメ(comer)
といいます。 コメを食べるということからして、この外来語から由来しているということ
はないでしょうか。 これは少しこじつけですが、もし違っているとしても面白い偶然です。
日本語には、接頭辞があります。 例えば、お花が奇麗、お水がのみたいなど、名詞の前に
“お”を付けます。もちろん、付けなくても意味が通じます。 しかしながら、おアイスと
か、おライスなど外来語やカタカナ語、音読みの漢字や熟語にも付けられません。 お受験
などという表現には違和感が残ります。 接頭辞が付く名詞はどうも古来の日本語のようで
す。 詳しく調べてはいませんが、インドネシアとかタミール語などに接頭辞があるようで、
南アジア島嶼などの言語に古い日本語の起源の可能性が窺えます。
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漢字は表音文字！？ (Kanji is pictoglyph?)
日本語の文字には、表意文字の【漢字】と表音文字の【カナ】があります。 表意文字であ
る漢字には意味を素早く伝えるメリットがあります。 世界にはどの位いの数の表意文字
(pictograph)があるのでしょうか？ 古代エジプト文字(ヒエログリフ, hieroglyph)などは動
物や物標などの象形を組み合わせて表記しているので、表意文字だろうと思っていました
が、実は表音文字だったことが分っています。 ギリシャ語と併記されたヒエログリフの碑
文が偶然発見され、ジャン＝フランソワ・シャンポリオン（Jean-François Champollion）
が解読に成功したからです。たヒエログリフは、日本語でいえば万葉仮名のようなもので
した。 さて、漢字に話を戻しますと、我々が使っている漢字には中国からもたらされた時
期によって表記や発音が変化し、それらが蓄積されてきたものです。 発音や用途の多くは、
実は漢の時代ではなく呉の時代の名残が多いといわれています。 漢字を表意文字として使
った熟語の読み方には自由度を残しながら、意味が伝われば良しとして、現代語の中にも
多用されています。 そのため日本人は、中文(中国語)は表意文字でできていると思い込ん
でいますが、その理解は正しくありません。 漢字の起源や現代人には読めない難解な発音
や意味を得意げに披露する TV クイズ番組も少なくありません。 英語検定と並んで漢字検
定なども大流行ですが、外国人から見ると暗号解読しているようにも見えます。 しかし、
少し待ってください。 中文を理解できる人にとっては、口語として発音されるだけで意味
が伝わっている筈です。 つまり中文はヒエログリフやアルファベットと同じ表音文字で書
かれているのではないかということです。 例として、新聞紙上には「美利堅国」または「美
国」とか徳国という表現が出てきますが、アメリカとドイツのことです。 発音の「メリケ
ン」からくるもので、決して美しい国という意味ではありません。 つまり発音への当て字
ということです。 ただ、アルファベットではないので、音を表現するのは一意でありませ
ん。 一意でないから、ある程度紙上で標準化がなされています。 外来語には万葉仮名の
ように発音に近い文字を充てていますが、固有名詞ばかりか構文を構成する文字も発音だ
けで意味が伝わってきます。 中文を読めない日本人は、記号としても文字を拾って読もう
とするため、そこに気付かなのでしょう。 もちろん文字そのものからでも意味が伝わるも
のも少なくありません。 コンピュータは「電能」、センターは「中心」と意味から当て字
を選んでいます。 ただ、日本人は、中文を発音して理解しようせず、あくまで表意文字と
して捉えようとしますので、そこが正しくないといいたいのです。 言語は耳で理解するか
目で見て理解するかでは大きな差異があるということです。
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誤用からのピジン語化 (Pidgin language in Japanese)
ピジン語とは、奴隷貿易時代、奴隷船中の奴隷同士が意思疎通するために英語を真似て話
し始めた接触言語あるいは混成言語です。 日本に外来語が入ってきた時、意味や発音を取
り違え、誤解したまま定着したカタカナ英語が数多くありました。 ということでカタカナ
英語の発音はいかにもいい加減なものが多いということが分りましたが、他にも気になる
表音を挙げてみましょう。ボンバー・ジャケットなる商品はネットや TV 通販でうられてい
ます。 爆撃手が着ていたのでそういうらしいのですが、英語ではバマー(bomber)ですし、
スペイン語でも bonbardero ですのでボンバーという発音はどこから来たのでしょう？ 活
発なとか精力的という意味でエネルギッシュ(energish)と言いますが、これは和製英語です。
英語なら energetic(エナジティック)とか、active といいます。
神秘的という意味でミステリックとよく聞きますが、これは mysterious でしょう。 雰囲
気で通じたといっても和製英語は排除していくべきです。
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後で響く低酸素の影響 (Hypoxia affecting for a week)
ワンナイトで宮崎までフライトしてきました。 最短のエンルートを選んでも 520NM あり
ます。往路は 8,000feet で 4 時間 30 分、復路はダイレクトホーム 10,000feet～12,000feet、
3 時間 30 分で帰ってきました。 また燃費は 9.7gal/h の好成績でした。 何の問題も無く目
的地まで戻ってきましたが、着陸後物忘れはするし、その翌日は飛行機酔と眠気が襲って
きます。 携帯用酸素は積んでいましたが使用しませんでした。結局低酸素(hypoxia)の影響
だったのでしょうか、フライト時には気付きませんでしたが酷い疲労間を感じていました。
後になって響いてくるのが低酸素症なのですね。 因みに酸素を使用する基準が日米で違い
ます。 高々度飛行が一般的でない時代、FAA レギュレーションを導入した後の国内施行令
改正が遅れたためでしょうか。 酸素使用基準が飛行規程の運用様式区分に補足的に書かれ
ていることがその理由です。

宮崎空港
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宇宙の気候 (Universal climates)
宇宙にも気候が存在するという話です。 パイロットですから気象観測者として長い間、観
天望気に勉めてきました。 暑い寒い、雨や晴れ間など気候(climate)の変化は自然が織りな
す舞台装置のようなものです。 そこで英語圏では、「会社の雰囲気はどんなですか? How
about business climate?」など、風土やビジネスの様子を探る表現にも Climate を使いま
す。 ところが、宇宙にも気候が存在するという最新の研究があるようです。 因みに嘗て
の気象学(Climate)は形態学でした。 観測者を中心に、局所的で経験に基づき気圧配置など
のパターンの類似性を考察して予報を出していました。 観測範囲が拡大し、全地球的な熱
変換システムとして捉えようと発展してきたのが昨今の気象学(meteorology)です。 ところ
が、その境界条件がさらに広がり、太陽を中心に太陽系まで巻き込んだ境界条件で議論さ
れています。 最新の研究では宇宙にも気候があるといっています。 驚きの研究ですが、
太陽の黒点と気象変動は以前から指摘されてきました。 それらの因果関係が明らかにされ、
宇宙空間と地球との熱交換系として議論されることで、気象変動を説明しようとしていま
す。 地球は閉じた熱交換系ではないのです。 熱の出入りの総和として氷河期や温暖化が
議論されて然るべきです。 かつて宇宙は何も無い真空(vacant)で満たされていると理解し
ていました。 無いもので満たされているとは逆説的な表現ですが、現代の宇宙論ではダー
クマター(暗黒物質)とダークエネルギーで満たされているといいます。 境界条件が拡大さ
れるにしたがって、我々の Climate もこういった不明な充填物質を介して蓄積されるなり
放逐されるなりしているようです。
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宇宙の大きさ (The span of Universe)
小さな国の人々は周囲からの外圧を恐れてそとの世界を良く見ているようです。 母国語の
外に何ヶ国語も話す人も少なくありません。 一方、大国あるいは周囲を海に囲まれた国の
人々は外の世界を知りません。 知りたいとも思わないし、知らなくても生きていけるから
でしょう。 インドや中国などは方言社会ですが、基本的に自給自足ができる大国ですし閉
じた宇宙観を持っています。 米国では英語が話せて当たり前です。 移民から成立した国
にも拘わらず、同じ価値観・愛国心そして同じ宗教観を求めています。 それは、まるで１
つの宇宙でなければならないからです。 実際には日本を除く先進国は多様な人種と多様な
考え方が存在するのですが、国を動かす保守的なリーダーたちは自国の中にも違う考えを
して違った言葉を話す人々がいることには関心がありません。 しかも、違う宗教など受け
入れる度量が無いようです。 米国は長い宗教戦争に嫌気をさしてきたようです。 いや、
財政難から否応なしに手を引かざるを得ないのかもしれません。 天敵であるタリバンとも
休戦交渉をしなければならない時期に至り、彼らも自国を中心にした宇宙の大きさがさほ
ど大きくはないことに気付きました。 最近、宇宙の構造の研究が進んでいます。 1990 年
代を境に宇宙論が大きく変ってしまいました。 ビッグバンで出現した宇宙はインフレーシ
ョン後膨張していましたが、いずれ膨張が終わり収縮すべきと見ていました。 それが最近
の宇宙論の解説によると、膨張速度は加速しているといいます。 さらに宇宙は大きくなっ
ているということです。 人間が宇宙に持つ興味は尽きません。 こうなると、宇宙はこの
先どうなるのだろうと興味が増す一方です。 見える範囲が宇宙なのです。 さて地球上の
人々の胸にある宇宙の大きさに話を戻しましょう。 宇宙の大きさは、その外を見る必要の
無い範囲まではその大きさです。 外に興味を持たない人々には、自国の世界は無限大で大
きな宇宙でしょう。 反面、外に興味を持ち続けるなら、その宇宙は限りなく縮小していく
ものです。

.
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ウロボロスの蛇 (ouroboros)
宇宙構造の一般向け解説書を読んでいたら、タイミングよくヒグス粒子(Higgs Boson
Particle)発見に目処が付いてきたというニュースが飛び込んできました。 2011 年 12 月 12
日、まさにグッドタイミングです。 宇宙が何でできているのかを知るには素粒子を調べる
ことで理解できます。 世界はまさに自分の尾を食べるウロボロス(ouroboros)の蛇というわ
けです。 小林・増川理論が証明されたことで、素粒子論の標準模型はほぼ完成に近づきま
した。 その理論で予測されるが未発見の粒子がヒグス粒子です。 自発的対称性の破れを
提唱した南部理論によれば、元々すべての素粒子の質量はゼロだったとのことです。 たま
たま何かの拍子で対称性が破れて特定の質量を持つようになったといいます。 この粒子の
役割は素粒子に質量を持たせることにあるといわれています。 素粒子の標準模型が完成す
ると、次はすべての力を統一する大統一理論の完成に期待しましょう。 さらにはビッグバ
ンでどんな素粒子が作られたのか、宇宙全体の原子の 5 倍も存在するダークマターの解明
にも近づいていくのだろうと思います。 とはいってもそんな簡単にダークマターの秘密が
解明されるわけではないでしょうが、物理学の新発見のニュースが続くとワクワクします。
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飛行家の経験と学習 (Maiden airport)
今日は経験と学習について数学的なセンスで議論してみましょう。 「未経験空域でのフラ
イトの状態遷移は、マルコフ的である。 事前にエンルート情報も目的空港の情報も得ては
いるが、フライトの状態推移はすべて新たな経験である。
」
※マルコフ過程とは、未来の挙動が現在の観測値だけで決定され、過去の挙動と無関係で
ある確率過程をいい、時間を離散的に取り扱う場合マルコフ連鎖という。
バージン空港へ初めてのルートで向かう学習過程は、試行錯誤を通じて環境に適応する強
化学習(Reinforcement learning)といえます。 パイロットは現在の状態を観測し、取るべ
き行動を逐次選択決定していきます。 またパイロットは一連の行動を通じて報酬が最も多
く得られるような方策(policy)を学習(learn)します。 これはロボットが試行錯誤で問題を解
決していく過程と同等です。 教師付き学習(Supervised learning)とは異なり，状態入力に
対する正しい行動 出力を明示的に示す教師が存在しません。 もし GPS 情報を利用した場
合が教師付き学習に相当します。 その代わり報酬というスカラー情報を手がかりに学習す
るが，報酬にはノイズや遅れが存在します。 そのため行動を実行した直後の報酬をみるだ
けでは，その行動が正しかったかどうかを判断できません。 その強制学習の手法には TD
学習と Q 学習が知られています。 未知の学習領域を開拓していく行動と既知の学習領域を
利用していく行動とをバランス良く選択することができるという特徴も持っています。 さ
て、TD 学習手法(Temporal difference:時間差分)を以下にまとめます。
・評価ルール f(v) に従って経験を得る
・経験をもとに状態価値 V の推定値を見直す
・最終的ゴールは状態価値を十分な精度で推定する
最適な方策は、状態価値 V が十分な精度で推定されていれば、推定を行うための更新ルー
ルさえ分っていれば十分です。 これは取りも直さず推測航法に他なりません。 状態遷移
に不確実性がない場合で、現在位置を状態として観測可能な迷路(Maize)を考えてみます。
このような場合、Q 学習(Q-learning)が知られています。 Q 学習では実行するルールに対
しそのルールの有効性を示す Q 値という値を持たせ、エージェントが行動するたびにその
値を更新します。 ここでいうルールとはある状態とその状態下においてエージェントが取
りえる行動をペアーにしたものです。 例えばエージェントの現在の状態を st とし、この
状態で可能な行動が a, b, c, d の 4 通りあるとします。 このとき 4 つの Q 値、Q(st , a)、
Q(st , b)、Q(st , c)、Q(st , d)をベースに行動を決定します。 行動の決定方法は理論上では
無限回数試行するならランダムでも Q 値の収束は証明されていますが、現実には収束 を
早めるため、なるべく Q 値の大きな行動が高確率で選ばれるように選択します。 迷路
(maze)のような状況とは偵察や救援または探検のようなフライトをさします。 実際目的空
港へ向かうフライトではロストポジション以外に迷路のような状況にはないし、何度も試
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行錯誤を繰り返すことは出来ません。 したがって Q 学習についてはこれ以上言及しません。
さて、路線を飛ぶ ATP には新たな発見というような経験も新たな学習も無いという人もい
ます。 一方ジェネアビパイロットには何かしら毎回新たな発見や問題を経験しており、そ
の都度問題解決のための学習を繰り返しています。 どちらがパイロットとして楽しいかは
多くの意見がありますが、私は後者を支持します。
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似たものを探す (Homomorphism)
似たものの議論には、前述した自己相似(フラクタル)だけではありません。 似たものを識
別することは、最も適用の広い数学概念です。 パターン認識(Pattern recognition)でも類
似の概念が理陽されます。 パターン認識とは自然情報処理の一種で、画像・音声などの雑
多な情報を含むデータの中から意味を持つ対象を選別して取り出す処理です。 例えば、人
間の音声を理解する音声認識、画像データの中から文字を認識してテキストデータに変換
する(OCR)、大量の文書情報や WEB 情報の中から特定キーワードを認識して文書の検索を
実施する全文検索システムなどの技術がパターン認識技術に含まれます。 人間の脳にとっ
ては自然で得意なプロセスですが、コンピュータで実現するには精度でも処理速度につい
ても容易ではありません。 認識技術では、「認識とは、すなわち、どのクラスに分類され
るかという識別問題に帰着することができる」という考えに基づき人工知能や統計学研究
と融合して大きな成果をあげています。以前マルコフ連鎖が Google 検索エンジンに応用さ
れている話しをしました。 Google が特許を持つ検索方法論では、引用を含んだデータベー
ス、ハイパーメディアドキュメントの任意のデータベースなどのリンク付けられたデータ
ベース中のノードに重要度ランクを付与していきます。 さらにドキュメントのランクは、
データベースを参照するブラウザがドキュメントに任意にジャンプする見込みを表わす定
数から計算されます。 キーワードを指定すると、このように演算されたランク分けから検
索を行い、高いヒット率を得ています。

US Patent 6285999 B1 資料
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過ぎたるは及ばざるが如し (More than enough is too much)
最近の GNSS アプリケーションを調査していましたら、FAA が承認した VFR チャートそ
のものをスクリーン上に表示し、その上で航空機の位置を表示するものが増えているのが
分ります。 その VFR チャートや Airway マニュアルは定期購読することで最新情報が得ら
れます。 VFR チャートを膝の上において飛んでいるノービスパイロットのアイデアでしょ
うか、チャートを追いかけながらのフライトはカーナビと同じです。 さらにチャート上に
は、常に最新の気象状態が表示されるものまであります。 S モード機でなくても、上空で
キャリヤやネットに接続できるのでしたらゲームのような感覚で飛べてしまいます。 しか
しながら、一寸待てよ！との思いがあります。 データ量が多すぎてこういったアプリケー
ションを搭載しているガジェットの性能に不安があります。 航法の初心者が考えるアプリ
ケーションのようですね。 16GB を超えるメモリと高速 CPU を搭載するなどガジェット
性能が格段に良くなってきていますので、そんなアプリケーションも可能になってきたの
でしょうか。 それにしても、エンルート設計に必要なウェイポイント、レッグの考え方が
稚拙です。 GNSS には FMS (Flight management system)が必須です。 途中どんな航空
ルートを選択すべきか、飛行禁止空域は無いか、目的とした経路の最適化や、ウェイポイ
ントの選択、仮説などの機能がとても重要です(これができれば、エンルートはオートパイ
ロットに委ねてしまっても良いのです。)
再度 GNSS と FMS 機能を再考してみましょう。 地上移動体は、道路や線路上に制限され
ますので軌跡は直線ではありません。一方、航空機は A 地点から B 地点まで移動するのに、
直線で結ぶのが最良の航路計画です。 結果として蛇行しながら飛ぶノービスパイロットも
いますがそれは無視しましょう。 だからといってロスからシスコまでダイレクトには飛べ
ません。 地上に高速道路や一般道や取り付け道路があるように、空にも高速道路に相当す
る航空路や空港への入出路があります。 入ってはいけない制限空域もあれば、管制区管制
圏が設定された空港周辺は自由にとべません。 VFR チャート上で A 地点から B 地点まで
直線を引いて飛ぼうとしても、そのような経路を取れないことは直ぐに理解できます。 そ
のため何箇所か変針点を設け、その間を直線で飛びことになります。 これをレッグといい
ます。 さてレッグとはどのように判断して設定されるのでしょう(IFR であれば地上の移動
体と同じように飛ぶルートが規定されますので、ここで議論する理由はありません）。
エンルート中に必要な情報は、航空機の速度、高度によって考え方がかわります。 (※アプ
ローチチャートは高速機中速機で共通と考えて省略します。)
A. 高々度高速機：高々度/低高度 IFR ルート、コース、HDG、ETE/ETA ※地上の情報は
殆ど不要
B. 中高度中速機：マップ、低高度 IFR ルート、空域、コース、ウェイポイント、ユーザ定
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義ウェイポイント、安全高度 (MSA) 、HDG, ETE/ETA
C. 低高度機・回転翼機：マップ (市街情報、道路、HDG、ETE/ETA) ※つまりカーナビ
に近い情報
なお低高度でのウェイポイントには以下のようなものが選択されます。
①駅舎やビル、山岳などのランドマークを利用する
②鉄道、高速道路、河川などで地点を特定できるものを利用する
③VORDME, TACAN などの無線援助施設を利用する（RNAV の利用を含む）
④RNAV や GPS 上でユーザウェイポイントを便宜上設定して利用する
さて、少し考えを整理してみましょう。
・高々度を飛ぶ場合には、地表の詳細情報は不必要
・低高度で飛ぶ場合には、VFR ウェイポイント情報が必要かつ自由に設定できること
つまり、航法に必要な情報は高度と速度に依存し、しかも航法装置はそれぞれに最適なも
のが選ばれてしかるべきです。
A. 高々度高速機： RNAV, ND (Navigation device)：コース、HDG が判断できれば OK
B. 中高度中速機： VORDME, MFD (Multiple Function Display)；NAVAID、スペース情
報、コース、MSA などが判断できれば OK
C. 低高度機・回転翼機： スペース、コース、市街地情報、場外離着陸場、MSA、送電線
などの障害物情報が重要ということで、A～C 全ての用途に適合するアプリケーションは非
効率且つ冗長的(too loud)
しかして、目的別に情報選択ができるアプリケーションが賢いといえます。でなければ、
目的別にアプリケーションをつくるべきです。何事も過ぎたるは及ばざる如しです。
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猫の利き手 (Which cat’s arm is dominant )
猫がちょっかいをだすときは右手それとも左手？ 最初にちょっかいを出すのが利き手で
はないかと推測して観察していれば猫の利き手が分るかもしれません。 何十回も様子を観
察した結果、我が家の猫達はどうも左手が利き手のようです。 しかし、利き手しか使わな
いかというと、そうではありません。 利き手ではない方もかなりの頻度で使います。 字
を書くことも箸を使って食事をしない彼らには、利き手の意識が無いのかもしれません。
さて、自然界には、左右があります。 左と右を入れ替えてもさしたる支障はありません。
我々の身の回りでは左右対称に保存性があるといえます。 しかしながら、素粒子の世界で
は、どうも左右対称に保存性はないらしいですね。 右だ左だという概念は、そんなに簡単
ではないようです。 話題を変えて、航空機の回転運動軸を考えてみましょう。 航空機に
は、機体の中心軸(ヨーイング軸)、機体の進行軸(ローリング軸)、主翼の中心軸(ピッチング
軸)の 3 軸があります。 ここで左右の概念に関係するのが、ヨーイングとローリングです。
この左右の旋回方向を変えてもボールを左右に滑らしても本質的な変りはありません。 見
かけ上、左右対象性が保たれているということができます。 しかし、ピッチングの場合に
は、重力と揚力の釣り合いに関係する回転ですが、上下の入れ替えはできません。 背面飛
行で自重と平衡する揚力を得るには大変です。 重力が働く場では、上か下かということに
は本質的な違いがあるということです。 ところで、左右の入れ替えに本質的な違いは無い
と書きましたが、航空機に働く力を厳密に議論すると差があることはパイロットなら誰で
も知っていることです。 プロペラ機は大きなコマを回しているようなものですから、ジャ
オロ効果(角運動量保存則)が現われてきます。 ジャイロ効果の上、P ファクタといったプ
ロップ特有の左右非対称効果が現われてきます。 量子力学に限らず航空機でさえ、スピン
という現象が付いて回るところでは、左右対称性はなかなか難しい問題です。
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コリオリの力 (Coriolis, forcible understanding)
航空教室では、コリオリの力(Coriolis force)の実験や説明をします。 北半球に発生する低
気圧や台風の渦巻く方向は決まって反時計方向であり、気圧傾度とコリオリの力の釣り合
った結果によって説明することができます。 バスタブに水をため静かに栓を抜くと、次第
に渦をつくりながら水が抜けて行きます。 これを使ってコリオリの力を説明しているもの
が少なくありません。 しかし、これは疑問です。 バスタブを南半球のある国に持ち込み、
栓を抜いて水流の渦を調べる実験を見たことがあります。 実験を意図した者は渦の回転方
向が北半球と南半球で逆になることを期待したのでしょうが、結果は意に反して北半球で
の実験結果と同じでした。 渦となった水流は早く排出できますので、製造段階で水流の流
れに渦ができるように考えて成型しているためです。 逆に実験が上手く行った（つまり、
北半球と反対に時計回りに渦ができる）とした実験は意図的に成型していた可能性があり
ます。 なぜなら、コリオリの力が働き、水流に渦をつくるには少し時間が掛かるからです。
その時間までに水は排出されてしまう実験が殆どです。 コリオリの力が目に見えるには、
かなり回転速度を上げるか大きな水槽である必要があります。
国立科学博物館にフーコーの時計があります。 24 時間で一回転する地球の自転の証拠とし
て有名な大きな振り子です。 もちろん振り子が回転する理由は、コリオリの力によるもの
です。 科学の常識であっても、これを証明しようとする実験には嘘が少なくないというこ
とです。
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飛び立つプロペラ (Flying blades)
巻頭見開きの写真を見てください。 プロペラのブレード(羽根)が一枚一枚期待から離れて
飛んで行きます。 デジタルカメラで飛行機から外の景色を撮影したとき、この現象に気づ
いた方がいると思います。 光学カレラで撮影しているときには、このような写真には映り
ませんでした。 同じデジタルカメラでも一眼レフでの撮影ではプロペラのブレードが飛び
立つことはありません。 何故かと航空教室の子供達に考えさせたあと、科学実験をします。
デジタルカメラの撮影は、実は、平面(2 次元)で画像を捉えるのではなく、捜査線(1 次元)
で撮影しています。 実験は簡単でストロボ写真の実験と同じです。蛍光灯は連続して光る
のではなく実は交流の周波数で点滅しています。 直線定規を左右に振りながら蛍光灯をみ
ると定規は、先ほどのブレードと同じように連続ではなく、離散状態に見えます。
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レッドテープ (Pinprick)
ジェネアビのメッカが「西の Y、東の T｣と云われていたのを懐かしく思います。 というの
も、T 飛行場に利用制限が掛って久しいからです。 国管理から都管理になり場外離着陸場
から正規飛行場になっても離着陸は未だに制限されています。 その理由は、地元との騒音
防止協定によるのだそうです。 何年もこの飛行場周辺に住まいしこの飛行場で飛んできた
ので、その辺りの事情はよく知っています。 そういう訳で定置場にしていない航空機は年
度毎に登録申請し許可を得なければ利用させてくれません。 しかも利用目的は、『整備と
給油だけ』に制限されています。 ある空港からの帰路、給油とトイレ目的でエンルート途
中にあるこの飛行場への着陸を電話で申請しました。 電話口で要件を伝えた後、暫らく待
たされた後係りの担当者に電話が転送されました。 係りの担当者は、
「何の御用ですか？」
というので、再度要件を聞かれたことに少し困った気持ちになりかけました。 最初から要
件を伝え直しますと、「事前申請は出ていますか？」と質問されましたので、「提出してい
ます」と答えました。 すると「目的は？」と聞かれましたので「給油です」と答えますと、
「それでは一ヶ月前に利用申請を出してください。」との返事でした。 「何を出すのです
か？ 利用登録は年度始めに出しています」と再返答しますと、「登録申請とは別に使用願
を郵送で送ってください」とのこと。 給油は、現在運航中の航空機に必要なのであって、
1 ヶ月先の給油予定を書類で提出することなどできません。 「いやこれから 1 時間後に着
陸したいのですが．．
．」というと、「それでは FAX でもいいですから、後で書類を郵送して
ください」とのこと。 燃料が残り少ないので途中で給油しようと思ったわけですから、書
類も持っていないし身の回りに FAX などもありません。あまりのお役所仕事(Government
Red Tape)に「給油や整備予定を前もって申請など出来ませんよ」と返して電話を切りまし
た。 非現実的な手続きは利用意欲を無くすためなのでしょうか。 そうだとすれば嫌がら
せもいいところです。 これでは航空燃料を販売する会社も新たな顧客を増やすことなどで
きないでしょう。
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よくあること (It's not unusual)
米国でもっともセクシーな男性歌手といわれたトム・ジョーンズの代表的な歌に、” It's not
unusual” があります。耐空証明(Airworthiness proof)が切れて少し時間が経過してしまい
ました。遅れた理由は耐空検査のための整備で見つかった不具合部品を米国で修理してい
たからです。 また予備品証明のタグが付いた部品でなければ交換できないため簡単な部品
交換にも時間が掛かります。 全ての整備が完了し耐空検査日程をやっと調整できたその耐
空検査当日にまた考えられないような箇所に不具合を見つけてしまいました。 査官殿曰く、
"It's not unusual!(よくあること)"だそうです。 年式の古い航空には、日常メンテナンスの
必要の無い箇所、考えられないような箇所に劣化による不具合を見つけるそうです。 一旦
流れた検査スケジュールを再々調整してもらうのも大変です。 欧米に比べて航空機数が少
ないので検査官が少ないのはしかたがないのですが、特にこの時期検査待ちの航空機が多
く、またスケジュール調整が 1 ヶ月単位なためどうしても時間が掛かかるとのことでした。
書類がなければ航空機部品交換ができないのには、かつて品質に不安のある部品やいい加
減な整備が存在したのでしょう。官が民を検査して許可や証明を出す制度も必要だったの
でしょう。それにしても検査の中心は飛行規程や書類がいかに完備されているかを確認す
ることです。検査作業の軽減と民間への委譲が進むことを期待します。

83

Daemon on the Prop 2

空のサーフィン (Surfing on the cloud)
8,000ft から 12,000ft 辺りの高度をフライトしていますと、辺り一面を覆う雲に出遭うこと
少なくありません。 このような雲を高層雲(altostratus)といい、パイロットにはお馴染み
の中層雲です。 オントップしてみると雪に覆われたなだらかな草原のような美しさに見と
れてしまいます。 高層雲ができる気象条件では気流も比較的穏やかです。 山岳や湖沼な
ど機温度変化があると、その上空のトップの高さも微妙に変化が付いています。 雲のトッ
プを飛行するには 1000ft の間隔を取らねばなりませんが、IFR であればその間隔を意識す
ることもありません。 そのときには、まるで湖上を進むクルーザーのような気分になりま
す。 時には波頭に飛び込むように突っ切ることもあります。 重量のある飛行機でトップ
を滑るように飛びますと、後方乱気流の渦が雲の表面を波立たせます。 こんな空のサーフ
ィンは天使と鳥とパイロットだけができる幻想的な体験です。
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放れ雲、千切れ雲 (Virga)
以前、天使と悪魔の顔と題して放れ雲・千切れ雲のことに言及しました。 ある気象本の説
明ではこれらの雲のことを Virga と言っていましたが、元々、Virga は雲間から零れる雨粒
が地上に到達するまえに霧散してしまうのを指していたと書きました。 まあ言葉の由来や
英語表記は別の議論としておきましょう。 ここでは千切れ雲がなぜできるのかを考えます。
千切れ雲は季節風の強いとき、その強風によって千切れるから千切れ雲という説明が少な
くありません。 しかし、少し待ってください。 空中に浮かんだ綿が風によって引き千切
られるわけではないので、どうもこの説明は納得できません。 雲には粘性も雲の水蒸気間
に引き合う力もありません。 雲の生成はあくまで水蒸気の凝結ですから、温度と湿度の分
布に不連続なところを生じるためにそのような雲ができると考えるべきです。ではなぜ不
連続なところを生じるかといえば、それは過流で説明できると思います。 強風下では山岳
波でも過流を生じますし、メソスケール、マイクロスケールの気象変化でも界面を生じま
す。 そういった不連続面には過流を生じます。 その過流の頂点に放れ雲・千切れ雲が出
現すると考えるのが自然ではないでしょうか。
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マイナスイオン (Negative ion and phony science)
Ion(英語ではアイオンと発音)とは日本語ではイオンのことです。 この言葉があまりにも非
科学的に使われているので不愉快に感じています。 因みに近所に似た発音のショッピング
センターがありますが、こちらは関係ありません。 エアコンやら空気清浄機やら美容機器
にはマイナスイオン発生器が付いていたりしています。 大手電気メーカから発売されてい
る家庭電器製品の中にもマイナスイオン発生を付加価値にしているものがあります。 メー
カの説明は「マイナスイオンとプラスイオンの反応により生成した活性酸素(OH ラジカル
など)のタンパク質変性作用がウイルスを不活性化(?) するから身体に良い」としています。
しかしながら少しでも科学を学んだ者には眉唾物にしか映りません。 先ず以ってこの化学
種さえ明らかではありません。 上記の説明では文脈からして何が何に作用しているかも不
明で非科学的です。 国民をだます似非科学製品は犯罪と言ってもいいでしょう。 先ずイ
オンとは負の電荷を帯びた原子を指し、単にイオン(negative ion)、正の電荷を帯びた原子
をカチオン(cation)といいます。 原子は固体(金属)ではカチオン状態にあります。 因みに
マイナスイオンという表現はありません。 どうも我々が使う化学用語のイオンとは違うも
のを指しているようです。 さて、別のブログで雷の発生メカニズムを説明した際、水に電
荷を与えることでイオン状態(H+と OH-)にあることを書きました。 しかし空気の構成元素
である窒素や酸素は常温では電荷が分離したイオン状態にはなりません。 空気は優れた絶
縁体です。 メーカがいうマイナスイオンとは空気中の水蒸気を微小化して電荷を与える技
術を指しているのかも知れませんが、健康に良いなどとの医学的根拠はありません。 ただ
静電気が空気中に浮遊する塵や化学物質を吸着する効果があることは知られています。 一
方、水滴を微細にする技術は工業的に面白いもので応用も色々考えられます。 帯電した微
小水滴を利用した悪臭除去装置とかもあります。 余談ですが微小水滴は気象学的にも興味
深いものがあります。 実は対流圏上部から成層圏にかけて微笑水滴の存在が知られていま
す。 この付近では雨滴の核になる塵がないため-40℃以下の過冷却状態で微小な水滴が存在
しているというわけです。 イオン化した水蒸気を吸ったからといって、身体の中の活性酸
素(hydroxyl radical)を無くすことができるという根拠はありません。 そもそも活性酸素の
存在は不安定であり、体の中での分子的な反応に、微細といっても大きな分子量の水蒸気
が何処でどう反応しているかを科学的に説明できません。 これもガン発生メカニズムで研
究されていた活性酸素への悪乗りとしか思えません。
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波状雲 (Waving cloud)
航空機から波状雲を観察することがあります。 波状のうねりを持った雲は巻積雲、巻層雲、
高積雲、高層雲、層積雲などで見られます。 もちろん地上からも波状雲を観測できますが、
それらは巻積雲など上層雲が一般的です。 層積雲や層雲など中層雲や下層雲で発生する波
状雲を上空から眺めていますと、その発生高度とそれ以下の高度の界面が波動しているの
が実感できます。 温度の異なる界面で波動があると、波頭(トップ)で水蒸気が凝結してい
るため縞状に見えるわけです。 その様子は洗濯板のように見えなくもありません。 界面
がなぜ波立たせられるのかは山岳波などの影響が考えられますが、ここでは議論しません。
かつて光は波動か粒子かという議論がありました。 直線に進んでくる光は直観では粒子の
ように思えますが、しかし同時に干渉という現象を起こすことから波と捉えることができ
ます。 波状雲を眺めていて、そんな波と粒子の同等性を考えています。
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雷電の発生メカニズム (The process of thunderstorm)
積乱雲(Thunderstorm)はパイロットの天敵です。 行く手に立ちはだかる壁のような CB か
ら雷光(lightning)が発生しているのを目撃すると恐怖感が膨らみます。 英語では雷鳴と雷
光を合わせて thunderbolt、雷光だけを lightning といいます。 日本では雷光のことを稲妻
とか稲光ともいいますが、何故「稲」という字を充てるのが興味深いところです。 聞くと
ころによると、稲の生育期である盛夏に多くカミナリが発生し、これが稲穂を結実させる
と信じられていたからだそうです。 雷電の発生メカニズムは、電荷の分離で説明されてい
ます。 以前は空気との摩擦により水蒸気が電荷を帯び、これが放電されるのが雷電と説明
されていたこともありますが誤りです。 水は固体よりも液体の方が結合解離エネルギーは
低いため、水滴中には多くの H+や OH-が生成されます。 ただし、H+は氷に浸透しやすい
ため、水滴・氷・霰が接触しあう環境では氷が正(+)、水が負(-)に帯電します。 CB 中には
氷と霰が存在しています。 霰は蒸発昇華し潜熱の影響で氷よりも温度が上昇します。 イ
オン結合の繰り返し過程の中で、拡散しやすい H+が低温側へ拡散するため、低温側が正(+)、
高温側が負(-)に帯電していきます。 気温が-10℃ - 0℃位の比較的暖かい雲中では、霰への
昇華に伴う潜熱で霰の表面に溶け水膜ができると、水膜中のイオンのうち H+は氷に浸透し
やすいので霰の各部分は正、水膜部分は負に帯電します。 この霰に外から氷晶が衝突して
くると、氷は霰の水膜の一部を取り去って霰を負に帯電させていきます。 上層(低温)と下
層(高温)の電位差が拡大して空気絶縁の限界値(約 300 万 V/m)を超えると電子が放出され、
放出された電子は空気中にある気体原子と衝突してこれを電離させます。 電離によって生
じた陽イオンは、電子とは逆に向かって突進し新たな電子を叩き出します。 この段階でも
雲中のパイロットは lightning として目撃することができます。 機体に付けられた放電索
(discharge cable)が有効なのはこのフェーズです。 さらにこの 2 次電子が逐次電子雪崩を
引き起こし、大規模で持続的な放電現象となって下層へ向った場合、正の電荷をもつ空気
を介してグランドアースである地表との間で放電されることを落雷といいます。 落雷の際、
大気を引き裂く空気振動が雷鳴です。
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あって然るべき (The necessities)
訓練機や曲技機を除き、自動航行装置(Autopilot)は航空機や船舶には必須システムです。
故障していた運航機の Autopilot(Navomatic 300A)がやっと動きました。 修理完了までに
2 ヶ月を要しましたが、これで一安心です。 もはやクラシックに近い機体ですが、オリジ
ナルのまま全ての機能が正常に働いてくれるのは嬉しい限りです。 分ってみれば単純な原
因でしたが、修理が遅れたことが悔やまれます。 因みに航空機の変位軸には 3 軸(Rolling,
Pitching, Yawing)ありますが、型式の古いものには 1 軸(rolling)しか制御できないものが殆
どです。 高機能なものは高度(altitude level)と上昇李/降下率(vertical speed)を制御します
が 1 軸に比べ複雑で高価ですので、年式の古い単発機には実装されていません。 それでも
1 軸だけでもシステムが監視(制御)しているとなると、人間の注意力集中力が軽減できる分
だけ別の作業ができるというものです。
ところで、自動制御とは目標値を定め結果との差異を検出して制御処理をすることをいい
ます。 制御方式には、大別してシーケンス制御とフィードバック制御があります。 シー
ケンス制御とはあらかじめ定められた順序にしたがって制御の各段階を逐次進めている制
御方式で、旧式のエレベータなどに使われています。 フィードバック制御とは制御量を目
標値と比較し、それらを一致させるように動作を行う制御方式で、閉ループ制御系とも呼
ばれます。 航空機のオートパイロットは、機械制御(サーボ機構)であって、位置方位など
を制御量として目標値の変化に追従するように構成されたフィードバック制御系です。 方
位の偏差は、DG(Directional indicator)と T/C(Turn cordinator)から、またコーストラッキ
ングの変位は、CDI 偏差から得られます。 それらの偏差を入力し、舵の変位と舵量を決定
しています。 このように変位量を制御することを比例制御といいます。 サーボへ伝える
変位量はアナログコンピュータが計算して信号伝達しています。 単純なコンピュータです
ので変位量は変位速度を一定にして作動時間であるいは目標値に達するまで ON/OFF、+/などの定性的な信号が伝達されます。 比例動作のほかには、積分動作(I 動作)、微分動作(D
動作)があります。 積分動作では偏差の積分値に比例した操作が可能な動作です。 比例積
分微分動作(PID 動作)は線形動作でも最も安定した動作で、比例動作が持っている定常偏差
を解消しつつ、 即応性のある制御が可能な制御です。 微分動作は偏差の変化率を検出し
変化率に比例した操作量で制御するものです。 偏差の変化率から将来どれくらいの偏差が
発生するかを予測して操作量が決めています。 つまり FD(Flight Director)は微分動作にな
ります。 この微分動作回路を組み込むことで偏差の変化に対しての過渡応答特性を改善で
き安定した制御が可能になります。 FD は多発機には装備されていますが、単発機では高
級機に限られます。 残念ながら私の飛行機には装備されていません。
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考えるパイロット 1 (Recognition and acceptability)
パイロットとは考える職業です。 パイロットは習熟した航空機から新たな航空機に乗りを
換えるたびに再訓練が必要です。 その再訓練には、以前乗っていた航空機のヒューマンイ
ンタフェースの違いや性能の違いが、新たな航空機学習の障害になることが少なくありま
せん。 こういった学習の障害を認識科学がよく説明してくれます。 パイロットはなぜそ
のような判断をしたのか、操作が遅延した理由など人間の能力から限界を理解することが
有用です。 認識科学は比較的新しい学問ですが、昨今驚きの成果を上げています。 現代
の航空機は電子システム化が進んでいます。 そのためヒューマンインタフェースが変化し
ていきます。 従前のインタフェースと必ずしも共通性がない場合も有りますし、改悪され
ている場合もあります。 ヘッドアップディスプレイ(Head-Up Display)のような人間の視
野に直接情報を映し出す装置もあり、慣れるまでに時間を要します。 このため操縦士が航
空機のインタフェースに合わせていかなければなりません。 インタフェースの変更は、実
年パイロットにはかなりの負担になります。 ここで求められる要件の一つが情報処理能力
です。 必要な情報を必要なときに遅延無く得るには、コンピュータや電子機器の情報処理
に十分な知識と習得が必要です。 そういった電子機器やコンピュータの手続きのすべてが、
使い勝手に優れているわけではないことが問題なのです。 グラスコクピットの欠点は、必
要な情報を得るには、画面を切り換えるなどの情報操作が入るからです。 すでに稚拙なデ
ジタル表示がデファクト・スタンダードになってしまった G1000 などにはパイロットが合
わせなければなりません。 操作に習熟していない場合、必要な情報を得るまでにかなりの
時間が掛かる場合がありますので、人によっては好き嫌いがあります。 そういった人間と
機械とのインタフェースの改善を図るのが人間工学です。 タッチパネル化などのインタフ
ェースの導入はその改善結果でしょう。 多くのパイロットの支持が得られるインタフェー
スの改善に期待します。
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帰納と再帰そして再入可能 (Inductive, recursive and reentrant)
似て非なるものの話の続きです。 帰納と再帰と再入可能の概念と使い方には誤訳が多いよ
うです。 具体的なものから普遍的な事実を導き出すことを帰納、逆に普遍的な事実から具
体例を導き出すことを演繹といいます。 コンピュータでより普遍的な何かを見つける演算
は帰納的といえます。 嘗て四色問題はコンピュータで解かれました。 演繹的な推論では、
予め普遍的な命題を与えられ具体的な解を見つけて行きます。 経験のない個々の事象から
でも普遍的なものを推論することはできます。 人間が行う推論には、経験が無くても可能
です。 余談ですが、予め人間には生まれながら普遍的なものを判断する能力を神が与えて
くれたと考えたのがカントおよび新カント学派です。 経験的認識に先立つ先天的自明的な
認識や概念をアプリオリ(a priori, gestalt method )といいます。 帰納法では個々の事例か
らより普遍的なものへとボトムアップに推論を進めて行きます。数学に帰納法という用語
が有り、これを数学的帰納法(mathematical induction)と呼びましょう。 数学的帰納法と
は、命題 P(n)が全ての自然数 n に対して成立することを証明する際に、初期段階として、
その性質が n=0 に対して成立することを証明します。 次に帰納段階として、その性質が自
然数 n について成立するならば自然数 n + 1 に対しても成立することを証明します。このこ
とで P(n)がすべての自然数に対して成立すると証明する方法です。 ところで、新しい数学
的構造を定義する際に同様な方法をとることができます。 例えば、自然数 n の階乗 n!を定
義することを考えます。 一般に、自然数 n の階乗とは、自然数の集合 N から自然数の集合
N への関数：n → n! という形で表されますが、その定義は、先ず n = 0 のとき n! = 1 とし
ます。 次に n!が分っていれば (n + 1)・n!と帰納します。 このようにして自然数 n の階乗
n!の定義が完結します。 このときの左辺の (n + 1)! を定義するのに右辺の n!を用いていま
す。 すなわち、階乗!を用いて階乗!を定義しています。 帰納段階でこのような定義を再帰
的(recursive)に利用していますが、数学ではあくまで帰納的(inductive)定義です。 コンピ
ュータサイエンスから見れば、数学的帰納法は再帰的証明に外なりません。 こういう事情
もあって、帰納と再帰が混同して訳されてきたのでしょう。 さて、再帰(Recursive)につい
てもう少し考察してみましょう。 あるものについて記述する際に、記述しているものそれ
自身への参照が、その記述中にあらわれることを再帰といいます。 定義において、再帰が
あらわれているものを再帰的定義といいます。 英語で書かれた英語辞典には再帰的定義が
多用されています。 日本人には概して嫌われる説明です。論理学的に見れば、これはラッ
セルのパラドクスに陥り易いもので、一見正しいようでも数学的には正しくない場合が少
なくありません。 その例はカントールの集合論で露呈しました。 因みに、ラッセルのパ
ラドックスとは、 例えば、本冊の索引のページに索引自身へのページ番号が掲載されてい
るような論理矛盾のことです。ある筆があったとして、その筆の柄にその筆で字を書こう
とするものです。 さらに、似た用語に再入可能(Reentrant)があります。 再帰とこの再入
可能はさらに誤って訳されています。 複数のプログラムルーチンから同時かつ非同期に呼
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び出されることが可能なプログラムルーチンを再帰可能またはリエントラント・プログラ
ムといいます。 複数のプログラムを同時並行に実行できるマルチタスク OS では、特定の
プログラムルーチンを実行中に、さらに別のプログラムから同じルーチンの実行が要求さ
れます。 このようなルーチンが、例えば固定された特定のメモリ領域や I/O を使用するよ
うな設計がなされていると、同時に実行要求が発生したときにレジスタやワークエリアを
破壊してしまうなど、正しく動作しません。 したがってワークレジスタは同時に動き得る
タスクの数だけ用意されなければなりません。 コンピュータ関連の技術解説書で再帰と再
入を混同して英訳したり和訳したりしますと、似た用語であるからして全く意味が通じま
せん。
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エンルートの選択 (Topological question )
ケーニヒスベルクの橋(The Seven Bridges of Königsberg)といえば、トポロジーの問題とし
てよく知られた問題です。 7 の橋を 1 度だけ渡ることを許し、すべての橋を渡ることがで
きるかという問題です。

このグラフが一筆書き(one stroke)が可能であれば、ケーニヒスベルクの橋を全て 1 度ずつ
通って戻ってくるルートが存在することになるのですが、オイラーLeonhard Euler
(1707-1783) は、このグラフが一筆書きできないことを証明し、ケーニヒスベルクの問題を
否定的に解決しました。 この問題をクラフ化してみましょう。 ケーニヒスベルク問題の
場合は、道をノード(node)で表し、橋を通過するルートと捉えて線(kine)で表しますと問題
の意図がわかり易くなります。 トポロジカルに一本の線ですべてのノードを通過すると、
次のルールが導かれます。

・すべての頂点につながっている辺の数が偶数(even)である (閉じた回路で起点に戻る)
・次数が奇数である頂点の数が 2 で、残りの頂点の次数は全て偶数である (回路は閉じてい
ないし起点に戻れない)
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そこで質問です。
ある空港を起点に離陸し、下図にある東北地方の空港を周遊するエンルートをすべて網羅
したいとします。 設定されたエンルートはチャートにある通りです。 勝手にディレクト
コースを設定してはいけません。 ノードである空港上空は何度通過してもかまいませんが、
一度通過したエンルートは 2 度通過できません。 さて、どの空港を起点にしたら一筆書き
で飛行できるでしょうか？ また起点空港に戻ることができますか？ 起点空港と終点空港
を決定してください。

※ 上記のエンルート問題では、空港をノードとし、エンルートはそのままラインで結びま
す。
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米国操縦士は英語が話せない? (English proficiency)
ICAO 勧告により英語証明なる資格がパイロットに課せられています。ちなみに米国は英語
圏の国です。 英語を話せなければ移民として原則受け入れてもらえません。 米国民は皆、
英語が話せて当たり前と思っているのです。 もちろん FAA パイロット資格を取得するに
は英語が話せないと取得できません。 FAR には英語を話し書き理解できることが最初の資
格条件として書かれています。 Be able to read, speak, write, and under standard the
English language と話せることが条件ですから、特段英語の英語証明試験は実施されてい
ません。 ただし、外国免許から FAA 免許に書き換えは、FAA 事務所に出向いて、係官に
よる面談の上行われます。 その様子は、試験というほどではないですが、提出した書類の
内容に対して説明を求められ本人素性について質問されあるいはトランシーバーで空港の
ATC 内容を説明させられもします。 つまり英語が話せないと外国ライセンスから FAA に
書き換えてくれません。 切り替えで無く、最初から FAA で試験を受ける場合には、先ず
口頭試問があり、試験管が矢継ぎ早に(当然英語で)質問してきます。 しっかり勉強してい
れば回答できる設問ですが、生の英語ですから早口で聞きにくい試験管もいます。 最初の
設問に答えられないようですと試験そのものが成立しませんので、試験そのものがリジェ
クトされてしまいます。 その米国で英語の必要なパイロット資格を取得したのですから、
米国連邦航空局が発行する免許証(certificate)には、English proficiency が付いてきます。
一方、日本で英語能力の証明を始めたときに、米国の免許保持者には当然英語証明を発行
すると思いきや、自動で書き換えはなりませんでした。 一方、カナダやオーストラリアな
どでパイロット資格を取得してきたものには、英語証明を書き換えています。 しかも無期
限で証明書が発行されています。 その理由は、そういった国では ICAO 勧告の英語能力試
験が実施されているからだとか。 一方、米国ではそのような英語試験が無いため英語証明
を出せないといっています。 嘗て米国には英語のできない日本人を受け入れていたフライ
トスクールがあったのも否定できません。 しかし、条約を批准した国の関係において、こ
れは頗る不公平です。 もう一度言及しますが、FAA パイロット資格は、英語が話せること
を前提に発行されています。 米国内で ICAO 勧告の英語能力試験が実施されているかいな
いかは問題ではないのです。 そもそも ICA 勧告は米国などでスペイン語圏パイロットとイ
ンド国籍パイロットによる英語理解不測による事故が相次いだためです。 それにも係わら
ず、日本ではそれを認めていないのは現地事情の認識不足です。
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関東平野の夕日
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Daemon 3
国際標準 (De facto standard)
成田空港の同時平行離発着が開始されましたが、先進国での平行滑走路同時進入
(Simultaneous parallel independent & depend approach)は中堅空港でも珍しくありませ
ん。 日本では航空機の離発着に国際基準に従って必ず 3NM～6NM 程度のセパレーション
を取らされています。 変則的な滑走路運用を強いられている成田空港の離着陸数増大に対
処するには、平行運航の開始は当然の帰結でしょう。 ICAO 基準によれば、離陸時の平行
滑走路間隔は 2500ft 以上でコースが 15 度以上であること、着陸時の間隔は 4300ft(FAA は
3400ft 間隔)以上となっています。 FAA は長年、平行滑走路への Depend アプローチを使
用しています。 少なくとも 3000ft 隔てられていた滑走路間隔を 1983 年には 2500ft に再
設定しています。 成田空港の AB 滑走路間は 8200ft ですから FAA にも国際基準にも問題
はありません。 離発着数増大ニーズに対応するため、飛行方式の変更に踏み切ったのでし
ょう。 悪天候時の同時平行着陸にはレーダーサービスだけでなく RNP に高い品質が求め
られます。 さらに騒音問題に対し千葉県との合意事項としてルートと高度制限を設けてい
ます。 騒音被害住民からすれば当然の合意事項でしょうが、高度を下げて着陸体制に入る
のを遅らせるほど、経路のアプローチコースがさらに長くなり非効率です。 そもそも成田
空港の拡張計画は問題だらけでした。 空港候補地として成田を指定した時点からボタンの
掛け違いが始まりました。 私の学生時代、今から 30 年～40 年前、地元民の理解なしに空
港候補地として設定し、地主農民の大きな抵抗を受けた農地強制収用の記憶は拭い去れま
せん。 その後、対決から話し合いへと政府の姿勢を変えたことのより、短い B 滑走路の建
設は可能になったものの変則的なものでした。 したがって、C 滑走路などの拡張計画は何
も進んでいません。 世界の先進国工業地域にある国際空港は平行滑走路を何本も持ってい
ます。 成田空港のマップを見れば空港のほぼ中央に民有地を抱えている空港が如何に変則
的なものか理解できるでしょうし、このような空港を作ってしまった政治の不毛さがが現
在の日本の低迷を象徴しているように思えてなりません。
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成田特別管制区拡張 (Extended PCA)
2011 年 10 月 20 日から成田空港の飛行方式が変更されました。 2 本の滑走路における同時
平行進入が始まります。これに伴って、新たなウェイポイント設定、成田の特別管制区(PCA,
positive control area)が拡張されます。 具体的には霞ヶ浦管制圏の南側周辺が PCA に接し
下限が低くなります。 龍ヶ崎飛行場 1500ft 上空が PCA でしたが、その北側から霞ヶ浦ま
で 2000ft 上空が PCA に入ります。 霞ヶ浦管制圏上空は 3000ft までですが、実態はこれ
までとおり、南風運用時は 2800ft で押さえられていますので、保護域を考えると管制圏を
通過しようとする VFR 機は 2300ft 以下で飛ばなければなりません。 霞ヶ浦管制圏に南側
から入る場合には、2000ft をこえられませんし、保護域を考えると 1500fr で入圏して阿見
に降りることが求められます。
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マップに載らないPCA (Missing positive control area)
GARMIN ばかりでなく他の GNSS マップにも PCA (Positive control area)が掲載されてい
ません。 PCA とは航空交通が輻輳する日本の大空港周辺に設定される空域(Airspace)で、
計器飛行方式(IFR)で離着陸する航空機しか原則入域できません。 そんな PCA に誤って侵
入(incursion)しないようにするために VFR 機にとっても重要な情報です。 PCA は 1/25 万
の TCA に明記されています。そんな PCA が電子マップに表示されないのは甚だ不都合で
す。 そういわれて G1000 の MFD も調べてみましたが、PCA は記載されていませんでし
た。 その理由は、日本の空域定義が米国や他の ICAO 加盟国と違っているためかもしれな
いと思いあたりました。 IFR 機だけに飛行が許される空域は ICAO の空域定義ではクラス
A ですが、クラス A は一般には高々度飛行の空域に割り当てられています。 管制が敷かれ
ている空港には飛行場管制と進入管制を併せてクラス B～D が割り当てられています。 米
国では航空交通量が多い大空港にクラス B が割り当てられています。 クラス B 内には
30nm の Mode C Veil という制限区域が設定され、許可無く入域できません。 これが PCA
に相当していると考えられますが空域の考え方や使い方が 1993 年を境に大きく変化してし
まいましたので全く同じものとはいえません。 中途半端な概念導入の結果、分類の上で矛
盾を生じてしまったのでしょう。 新たな分類の導入時には、既存の概念をのこさず、新た
な分類に振り分ける努力が必要です。 もはや PCA という定義がないものですから、電子
マップ作成時に落としてしまったのではと穿ってみています。

米国のエアスペース定義
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未確認飛行物体 (Even the best man meets his match)
米国のエアスペースの分類は前段の記事で図示したとおりです。 18,000ft から FL600 ま
でをクラス A とし、その上空はクラス E と定義しています。 日本では FL290 以上の高度
をクラス A とし上限が定義されていません。FL600 を超える高度で航行できる航空機を想
定していないということでしょう。 FL290 以上で航行できる航空機はジェットで、殆どが
民間商用機です。 B737 のサービスシーリングは、35,000ft から 41,000ft、B787 で 43,000ft
です。 因みに、その上を民間プライベートジェット機が飛んでいるのをご存じでしょう
か？ Learjet、Bombardier、Dassault などのビジネスジェット機のサービスシーリングは
45,000ft から 51,000ft ですし、Citation、Eclipse、Honda-Jet などの軽ジェットでもその
シーリングは 41,000ft から 43,000ft もあります。 つまり通常ライン機が飛んでいる高度
のさらにその上を 6 座席しかないようなスモールジェットがマッハ 0.6 で航行しています。
上には上があるものです。 さらにその上を未確認ですが、Unidentified Flying Object が
飛んでいます。 彼らは地上から管制指示を受けていませんから IFR で飛行しているとはい
えませんので、FL600 から降下することは禁じられています。
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考えるパイロット 2 (A sensible pilot)
パイロットとは考える職業です。 考える前に飛べてしまう天才的な人もいますが、一般に
は、良く考えてなければ人間が作った機械で鳥のように 3 次元を飛べるようにはなりませ
ん。 さて、空を飛ぶには数学的センスが役立ちます。 例えば、ランウェイ上のクロスウ
ィンド成分や WCA や側風を計算するのは三角関数です。 上昇降下率そして進入角の計算
も三角比が使われています。推測航法で、倍角修正や AB 修正法などの図学的なセンスは、
三次元を移動する鳥人間の基本センスです。 速度と時間を乗じると移動距離になるのは、
誰でも知っています。 敢えて数学的センスというには言い過ぎかもしれませんが、一応言
及しておきましょう。 パイロットは、常にターゲット地点への到達時間(ETE)と時刻(ETA)
を計算しています。 これがノービスパイロットには易しくありません。 DME や GNSS
を搭載した航空機であれば、表示されたデジタル数字を読むだけで済みますが、そのよう
な計器に依存しなくても計算できなければなりません。 消費燃料と残燃料の計算も消費率
と所要時間の演算ですから、速度と時間の関係と同じです。 そういった計算には、円形計
算尺(E6B Flight computer、またの名を whiz wheel)が有用です。 この計算尺は、真速度
や真高度を求めるときにも使います。 ウィークエンドパイロットの中にはこの計算尺を使
えない人が結構いますし、そもそも触ったことも見たこともない人がいます。 これは問題
です。 航空機は揚力が発生して初めて離陸することができます。 翼に働く空気力すなわ
ち揚力というエネルギーは、速度の自乗に比例することは物理学の運動力学の基本法則で
す。 航空機の旋回半径の計算、旋回時に航空機に掛る G がバンク角によって変ることと、
失速速度が G により、つまり旋回時のバンク角で変ることなども簡単に計算できます。 そ
れにも拘わらず、デパイーチャー(旋回上昇中)にスピンに陥るのは、こういった数学という
か物理学の知識が不足しているからかも知れません。 さて、グラフの理論や待ち行列理論
やゲームの理論を扱うオペレーションリサーチなどの数学知識が航空機運航にすこぶる役
立ちます。 飛行場に離発着する航空機のトラフィックを評価するにはこの待ち行列理論で
計算できます。 実際に計算した事例を、新航空講座 I の第 36 回、空港の待ち行列に掲載
していますのでご参照下さい。 パイロットに機上で待ち行列計算する能力を求めているの
ではなく、計算結果が常識と異なることや、結果の性能などを知っておくことに意味があ
るわけです。 飛行規程に書かれた航空機の性能を見る場合、統計処理の手法が役立ってい
ます。 性能表には、例えば温度が 0℃、15℃、30℃のデータがしか掲載されていない場合、
マイナス 10 度とかプラス 40 度のデータが欲しいときに、外挿法(extrapolation)、18℃の
データを読むには内捜法(interpolation)などが役立ちます。 以前、気象学は経験を整理し
た形態学でした。 しかし現在は地球全体の熱交換システム(宇宙船地球号)の熱流体力学で
す。 コンピュータを使った数値計算で時系列に気象予測を出しています。 航空機を運航
する立場では、計算結果を利用するだけですが、現代気象学が離散数学やカオス力学系の
成果であると数学的センスで眺めていることは有益です。
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フラグシップ (Which one is the best flagship?)
ANA が 3 年遅れで B787 の 1 号機を工場から引渡しを受け、この秋(11 月 1 日)から国内便
(羽田岡山路線)に就航始めました。 世界に先駆けての路線導入だったそうです。 この機体
は、主要部分に軽量のカーボン素材を用いることで従来に比べて燃費を 20%向上させ、中
型機ながら大型機並みの長距離フライトを可能にする性能です。 ANA は B787 を 2017 年
までに 55 機を波注しており、100 億円のコスト削減を図る計画だといいます。 一方、日
航も今年 3 月に、導入予定の B787 のテスト飛行を実施しました。 JAL はリエンジニアリ
ングの中で所有機数削減を図っている中で、この B787 を導入していくとのことです。 し
かしながら、新型機導入プロジェクトはメーカであるボーイング社と国交省の承認が無け
れば進まないので、ANA にかなり遅れた共同プロジェクトになることでしょう。 フラグ
シップ航空会社の経営陣の計画性の無さを感じざるを得ません。 既にフラグシップは、経
営破たん時点で JAL から ANA に移ったということなのでしょうか。 それでも JAL はリ
エンジニアリングの一環で保有機の売却を進めた結果、この期には大きな経常利益を上げ
ました。 元一口株主として、只では首座の位置を譲らないことを期待したいものです。
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途中下車 (Through flight)
整備機のフェリー途上、パッセンジャーストップ(PS)で途中下車(stop over)した軍民共用飛
行場で緊急着陸を目撃しました。 私の着陸後にエマージェンシーを宣言した進入機あり、
ランウェイが閉鎖されてしまいました。 緊急着陸したのは空自ファイターで、推測するに
テスト飛行中にオイル漏れがあったようです。 幸い事故には至らなかったようですが、エ
アブレーキ用のパラシュートを開きランウェイ上に停止したまま暫らく動けない状態が暫
らく続いていました。 おかげで目的地へ向かう時間を過ぎても離陸できず、時計とにらめ
っこです。 ランウェイ閉鎖が解除された後、離陸しようとしてグランドへ TAXI をリクエ
ストしたところ、 「あなたのフライ
トプランがファイルされていないので、このリクエストは受け付けられない」との管制の
返事です。 ここまでスルーのプランで飛んできたわけですからプランがファイルされてい
ないとはどういうことかと管制に問い合わせましたら、PS でプランがクローズされたとい
うことでした。 「いや、スルーでプランをファイルしたのですから、ここから先の最終目
的地までのプランが消える筈はない、何かの手違いでは!?」と再度問い合わせしました。
「何処へプランをファイルしたのか?」 との再質問があったので、出発飛行場とそのときの
CAB 事務所を告げたところ、事務所間で電話のやり取りをしていたようです。
私もファイルした CAB 事務所へ電話して、何故プランが消えてしまったのか、プランの復
活はどのようにすればいいのか相談し、最終的にプランが復活でき、無事離陸することが
出来ました。 どうも ROUTE での PS の指定に問題があったようです。 エマージェンシ
ーの後始末で多忙な管制の方には迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。 しかし小
規模飛行場では電話でファイルするところに、このような行き違いを生じる原因があった
わけです。ところで別な問題ですが、出発地や最終目的地に ICAO コードがない場合には、
フランには ZZZZ と記述 し、OTHER INFO.に DEP/ ｘｘｘｘや DEST/ｙｙｙｙと指定し
ます。 しかしながら管制の間で持回る情報には、OTHER INFO.は含まれないのですね。
ACC や APP とコンタクトしたとき、度々最終目的地は?と聞かれるので、今まで訝しく思
っていました。 I プランでは最終地がはっきりしていますが、Y プランで ICAO コードを
持たない飛行場へ向かう場合はいちいちパイロットに質さないと分りません。 おまけに I
プランが終了するウェイポイント名と V 切換後着陸する飛行場名が同じ場合、どうしてウ
ェイポイントが最終目的地なのかと勘違いされます。 管制の立場に立って考えてみると、
我々が提出するフライトプラン情報にはまだまだ改善の余地があるようですが、ICAO 様式
は米国を除き加盟国共通ですから容易には改善できません。 出来ることなら小さな飛行場
でも ICAO コードを要求しておくべきでしょう。 さらに最初の問題には、スルーなど複雑
なフライトプランは電話でファイルするのではなく、ファックスやメールを利用するよう
に心掛けることで回避できそうです。
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森と湿原と野鳥 (Forest, marshy and migrators)
道東クロカンでは自然の雄大さと美しさを満喫して来ました。 釧路・中標津周辺の湿原と
海岸線のバードビューは格別です。 湿原は渡り鳥たちの恰好の餌場となって、多くの野鳥
が生育しています。 深い森は虫や小動物の棲家でもあります。 そこではカナダをフライ
トしているような錯覚さえ覚えます。 疲れた頭で操縦桿を握りながら羽を伸ばした甲斐が
あったというものです。 根室に近い空港は中標津ですが、管理事務所は針葉樹を使った洒
落た建物でした。 ターミナルの内装にも木がふんだんに使われています。 帯広や大館能
代などのターミナルの床などの内装の一部に木を使っていましたが、こういった木の建造
物はいいものです。 木であっても重厚さがありますし、もちろん温もりもあって周囲の小
鳥や小動物とも馴染み易い感じがします。 航空機が空港へ着陸するたびに着陸料が掛りま
す。 ところで自動車の駐車料金と同じように、航空機にも駐機料金を徴収する規則があり
ます。 しかしながら、閑散な地方空港で徴収しているところは多くありません。 ここで
も 3 時間を越えると着陸料の外にステイ料金を追徴するとのことです。 こんなところで僅
かでも料金を徴収したら誰も行かなくなりますよ。 観光地としての自覚が足りないようで
す。 考え方というか姿勢というか、公共交通に対する原点を忘れないようにして欲しい限
りです。 さらにシーズンに限定して小型機来航を誘う観光キャンペーンを企画したらいか
がでしょうか。
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閑散空港 (A deserted airport)
素晴らしいランウェイを持ちながら閑散とした空港は日本のいたるところに存在します。
閑散としていますので訓練にはもってこいです。 そういう意味で関東周辺では福島空港や
松本空港を良く利用しています。 ところで、ILS が敷設された 2,000m 級のランウェイを
持った空港が RADIO から REMOTE に変わっていたのですね。 秋田の北内陸部にあるこ
の空港の利用率については以前から心配していたのですが、現在日に 2 便の羽田便にまで
減便していました。 それで情報圏から仙台リモートに変わったとのことです。 しかし、
空港設備は立派です。 管理塔はレンガ貼外壁ですが、使われていません。 ターミナルは
コンクリートに地場の木材を使った洒落たデザインで小さいながら好感が持てます。 便が
ない時間帯でもレストラン・お土産屋も営業しています。 訓練機が立寄るには良い空港で
す。 リモートで IFR 訓練が可能な空港は、他には石見空港がありますが、我々のホームベ
ースからは近場ではありません。 管理事務所の方にも小型機訓練に使用したい旨お話しま
したら歓迎するそうです。 当初小型機の来航を五月蝿く思っていた県も背に腹は変えられ
ないということでしょうか。 今後、活用を考えて見ましょう。 しかし一点、空港へのス
テイ時間が 3 時間を越えると着陸料の他にステイ料を課金するといっていましたが、それ
は勘違いも甚だしい話です。 そんな一律の規則を適用していたら誰も来なくなりますよ。
街に買い物に来た自動車に買い物以上の駐車料金を支払わすような状況にはして欲しくは
ありません。
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北方領土 (Northern domain)
2011 年夏の終わり、函館から釧路方面を飛んできました。 ご存知のように釧路は CAT/III
が適用されている空港で一年を通して霧の多い空港です。 前日まで悪天候が続いていまし
たが、幸い当日は好天でしたので中標津から知床・根室の海岸線を撮影してきました。 国
後島が手に取るように間近に見えています。 この方面を飛行する際には、ダイバーコント
ロール 123.1 とのセッションが義務付けられています。 納沙布岬からロシアが実行支配す
る貝殻島までは僅か 2NM ですから、この辺りのフライトには神経質です。 わが国の主権
(sovereignty)が及んでいれば、観光資源としても素晴らしいエリア(domain)です。 このと
き高解像度カメラを積んでいなかったのが残念でしたが、古い携帯電話カメラで撮影した
画像を添付しておきましょう。

国後島を望む

知床半島
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非民間空域でのハンドオフ (Passer by in an army street)
気象条件がオーバーキャスト(OVC)またはブロークン(BKN)で、且つシーリングが低いとき、
雲のトップに出たい場合があります。クラス G の私設飛行場から Z プランで離陸する場合、
エリア管制(ACC)から IFR クリアランスを受領できる最低レーダー誘導高度(MVA)まで上
昇できなければ、結局 IFR(計器飛行方式)に切り換えることができません。 しかしながら、
CLIMB IN VMC (IFR に切り換えるまで VFR で上昇)では雲を突っ切ることはできません
ので、低高度でもコンタクトできる進入管制区(ACA)やターミナル管制区(TCA)を利用して、
クリアランスをハンドオフして貰うことになります。 しかし周辺に非民間用空域しかない
場合どうしますか。 最寄りの非民間用空域で IFR クリアランスを得ることができれば、
ICAO コードも付与されていないようなクラス G の飛行場や場外離着陸場の悪天候時の利
便性が増すというものです。 基本的に管制区であれば国土交通省でも防衛省でも同じ筈で
す。米軍が管轄する横田 RAPCON (radar approach control)では簡単にエアーで IFR クリア
ランスが貰えます。 調布飛行場やホンダエアポートに帰還する際の天候悪化時には有効で
しょう。 しかし中には、防衛上の問題で民間機への IFR クリアランスのハンドオフを面倒
臭がるところもあります。 茨城方面にあるクラス G 飛行場から Z プランで離陸し、百里管
制からエアーで IFR クリアランスを貰おうとしたところ、業務多忙の理由で事前調整が必
要ということになりました。 具体的にいえば、直接、百里のエリアに入域してクリアラン
スを要求するのではなく、最寄りの霞ヶ浦基地などの管制圏に電話をし、フライトプラン
を送信宛先に CC で送信した上で、入域して欲しいとの指導でした。 防衛業務との調整で
すから民間機側はそれ以上何もいえません。 忙しい横田 RAPCON でも便宜を図ってくれ
るのに何か勿体ぶった言い方に感じますが、これまでこの空域で、Z プランで離陸する小型
機が無かったのでしょう。 また悪天候時にトランスポンダをスタンバイ(STBY)のまま IFR
クリアランスを要求してきた小型機があって甚だ業務に支障がでたためとか。 防衛省の民
間小型機への配慮がまだ不足しているのではと思う面もありますが、防衛業務を妨げるよ
うな不心得な小型機が存在する以上、止むを得ないのかもしれません。

Handoff
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知らぬが仏 (Ignorance is bliss)
夏シーズンのクルーズには、関東から富山や能登、庄内など、日本海側へ出かけることが
少なくありません。 9,500ft を越える北アルプスを越えるなら、松本から富山へは僅か
45NM、約 20～30 分の距離です。 12,00ft 以上でクルーズできる多くのオーナー機が夏の
アルプス越えを満喫しています。 ところで、このコースには 20,000ft 以下の低高度エンル
ートは存在しません。 民間機をモニターしてくれるレーダーサイトが無いのです。 実際、
富山を離陸し ACC にコンタクトしても直ぐにセッションが切られてしまいます。 その理
由は、地表から FL200 まで自衛隊の訓練及び試験空域(J-2/J-3)が設定されているからです。
この区域を安全に往来するには、自衛隊のレーダーサイト(OFFSIDE)へのコンタクトが必
要です。 危険な山岳越えフライトをする小型機の安全を担保してくれるためのレーダーサ
イトはこれしかありません。 知ってか知らずか、このコースで自衛隊のレーダーサイトへ
コンタクトするオーナー機は多くないようです。 このエリアがアクティブだったとすると、
高々度山岳フライトの危険に加え、自衛隊機とのニアミスの危険性もあるわけです。 レー
ダーサイトへのコンタクトなしに通過する危険性を再認識しましょう。
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必要のないスイッチ (An unnecessary switch)
衛星対応 ELT (Emergency Location Transmitter)への切換猶予期間が今月末で終了しまし
た。 期限に間に合わせて装備しましたが、TV のデジタル化と同じようにインフラ変更を
理由にユーザに負担を強いるのは止めて貰いたいものです。 今回搭載した ELT はポータ
ブル型です。 固定型 ELT は電源を機体から供給を受けているため、スイッチを常に
ARMED 状態にしておきます。 携帯型の電源は OFF のままでもよいとのことです。 その
ような指導が回覧されてきました。 この状態ですと、何かあっても自動で遭難信号を発信
しません。 操縦者が電源を入れることができない状況に陥ったとすれば搭載してもしてい
なくても同じことです。 携帯型でも ARMED 状態で常に電源を消費したままにしておくの
が順当でしょう。 内臓バッテリーには 2 年間分の容量があるはずです。 もし運航の度に
ARMED と OFF を切り換えていますと、かなり早くバッテリーを消耗してしまうことが分
っています。 この件に関して、』当初勘違いして指導している者がいたことが原因だと思
いました。 しかし、後日耐空検査の斎に検査官殿にその理由を確認したところ、多くの誤
発射があるので、そのような通達になったとのことでした。つまり小型機の遭難にはあま
り関心が無かったということです。ちなみに、ELT を機体に固定する場合、その向きに決
まりがあることをご存じでしょうか。 ELT は、衝撃時の G で作動しますので、内臓セン
サーの感知する向きに設置しなければなりません。 固定翼機はロール軸方向に、回転翼機
はロール軸方向かつ斜め下 45 度に向けて設置します。 ただ機体の中に、アンテナもセッ
トせず、トランシーバーのように座席のポケットにしれておくものではないようです。 と
にかく装備はしましたが、いずれ自動発信できるように固定で設置しなければならない規
制が出てくると思います。

新仕様 ELT
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スポーツそれとも余暇か (Sports or pleasure)
運送事業・使用事業を除き、小型機運航の形態には、消防警察業務、フライングクラブ(訓
練)、ビジネス自家用、 スポーツ、プレジャーなどいろいろです。 因みにプレジャーとレ
ジャーは違います。 自社の社員や家族を乗せて飛ぶビジネス自家用でも運送事業に準じて
操縦士には事業用操縦士資格が必要ですし、 フライングクラブでの訓練業務にも厳密に言
えば事業用操縦士資格が必要です。 ところで、自家用機で可能な形態にはスポーツ目的と
か、家族友人を乗せて飛ぶプレジャー目的などがあるかと思います。 フライトプランの
OTHER INFORMATION 欄には、運航者名と目的を記入します。 例えば航空機空輸の場
合、OPR/PV RMK/MSN PF と記入します。 ちなみにオーナー機の場合、その他(OTHERS)
の意味で MSN PO と記入しますが、PO の後にさらに目的の詳細を付加してもしなくても
構いません。 それでも訓練の場合には TRNG、プレジャーや遊覧の場合には PLSR や
EXCURSION と書いたりしますが、SPORTS と明記することはあまり聞きません。 この
スポーツとプレジャーの違いは何でしょう？ 私見ですが、プレジャーは一般にカードライ
ブを楽しむように、空の散歩というか安全な移動経路を楽しみながらフライトするような
飛び方だろうと思います。 オーナーパイロットの方の多くには飛行の途中で温泉や美味し
いレストランでの食事を楽しむ方も多いようです。一方、スポーツには何かしら不確定で
危険な要素が入り込んでいるものを指すのではないでしょうか。例えば、アクロバット、
パイロン競技、時間や速度や着陸の正確さを追求するフライト、危険な山岳越えフライト
などなど、かなり神経を使うフライトです。 何度も同じ挑戦をしても同じ結果を得られる
とは限りません。 多少命の危険を感じることもありますが、その反面、飛行後の開放感や
達成感は大きいようです。 最近加齢によりプレジャーフライトが多くなってきたようにも
思いますが、MSN PO の後に NAV TRNG 以外記述したことがありません。 やはり基本
は正確に飛ぶことを目的にしたスポーツだろうと私は思っています。
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プロペラの手回し (Counterclockwise)
かつての訓練機であったエアロンカ 7AC のエンジン出力は 65BHP、木製プロペラで手回
しで始動していました。 タンデム 2 座席でフラップも無線機も無く、鋼管帆布張りの機体
でした。 少年時代の初等訓練に乗っていた機体ですので、身体が小さい少年にはラダーペ
ダルやブレーキまで足が十分届きません。 指導して下さる教官が機体の外で「ブレーキ!」
と叫ぶと思いっきり足を伸ばしてブレーキを踏みこみます。 そこで、「コンタクト!」と合
図しますと、教官がプロペラに向かって手で叩くように反時計回りに回して始動したもの
でした。 RC エンジン機で遊ばれた方は標準ピッチプロペラの回転方向をよくご存知でし
ょうが、一般の方の中にはプロペラの回転方向は前から見て時計回りと思っている方が多
いのに気づきます。 最近の米国などでの訓練所ではプロペラの手回しはしていません。 そ
ういう事情は依然異も書きました。 プロペラに触って誤始動する事故を防ぐため、そのよ
うなランナップ手順に変わってきました。 もっともハイパワー機のプロペラは手回しでき
ません。 航空教室で子供達にゴム動力機の製作と滞空時間尾競技会を実施しています。 先
ず、プロペラの回転方向は？と質問しますと殆どの子供達は時計回りと答えます。 プロペ
ラの回転方向を説明した後、ゴム動力のゴムを巻かせると、今度は反時計回りに巻いてし
まい、後方へ飛び出す機体もでてきます。 因みに、回転方向は見る側から変ります。 反
時計回りに手回ししてもコクピットの中から見ればプロペラは時計回りに回転しています。
基準を変えれば向野説明がかわります。 電子のスピンの回転方向でも上向か下向かの 2 種
類ありますが、磁気の向きで議論することになります。 子供達の回転方向に対する意識が
薄いのは基準軸に対する理解が足りないからでしょうか。
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簡易型フライトレコーダーの工夫 (simplified flying recorder)
フライト・データ・レコーダー(FDR)とかコクピット・ボイス・レコーダー(CVR)は航空機
事故の原因究明のために運送事業用航空機などに装備されるブラックボックス型の装置で
すが、一般の小型機には装備されていません。 自動車にはイベントデータレコーダー(EDR)
という航空機のものと同じような装置もありますが、特殊な車両にしか装備されていませ
ん。 最近タクシー業界などでは、ビデオカメラを使って走行中の映像を記録し衝突事故時
の原因究明に役立てています。 これには小型軽量ビデオカメラの普及が貢献しているのだ
ろうと思いますよ。 それならと、こういった映像中心のムービーカメラを小型機に取り付
けたらどうかと考えるのは自然です。 ただし火災になれば簡単に燃え尽きてしまいますが、
それは簡便装置ですから考えないことにしましょう。 装置の電源はシガープラグから得る
のなら問題にはならないだろうということで、早速、自動車用のドライビング・レコーダ
ーをいろいろ物色してみましたが 3～4 万円位で購入できることがわかりました。 実験で
すから高額なものは不要です。 さらに安価なビデオカメラはないものかと探してみました
ら、6 千円から 8 千円位の親指位の大きさの超小型軽量ビデオカメラがあることもわかりま
した。 そのうちの１つを購入して使用してみました。 記録は 5 分間隔でファイルへの書
き込まれるのが多いようです。 もし万が一の場合にはセンサーの感知でそのイベントの前
後 10sec から 20sec が記憶されます。 記録媒体は MicroSD で、映像と音声を 2 時間位記
録できますので航行記録そのものにもなります。 エンドレスモードで使用すれば毎回デー
タを削除する必要もありません。 ということで記録を残す用途には有益なことがわかりま
したので暫し実験的に使用してみましょう。
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聖戦とドーム (Jihad and Dome)
bin Laden's dead のニュースが世界を駆け巡りました。 テロへの反撃とイスラーム世界へ
の攻撃とを混同した前米大統領がいたが、ホワイトハウスの発表に対する米国市民の歓喜
の様はそれを思い出させました。 Obama は国内選挙対策向けにこの作戦を発表したのか
も知れないが、国際社会からはさらなる報復合戦が続くのではと懸念されるだけです。 キ
リスト原理主義に立った指導者達はイスラーム原理主義=テロリズムと見做そうとします。
しかし、イスラームの聖都を攻撃し略奪してきたクルセーダーの歴史を見れば、どちらも
同じように相手を理解する寛容さを忘れた同じファンダメンタリストの衝突でしかないと
見えます。 現代のイスラームの社会は、西欧社会に比べより宗教的なライフスタイルを守
ろうとする人々が多いように見えます。 本来なら、イスラーム社会はより平和な社会とい
えます。 そもそも、西欧社会はこのような部族中心の異教徒のライフスタイル、価値観を
理解する度量を失っていることが問題です。 しかも、国際的な政治問題を宗教問題にすり
替え放置してきた外交政策がツケとなって西欧社会も自分達の首を絞めています。 これら
困難の元凶は、パレスタインやカシミール地方などのイギリスの二枚舌外交のツケであっ
たし、西欧列強による植民地政策の無責任な後始末が紛争の元凶になっています。 インタ
ーネットが世界を変えてきてはいるが、宗教対立という対峙の構図で矛盾を捉える限り、
長い時間軸でしか解決できない問題だと感じざるを得ません。

嘆きの壁と岩のドーム
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長距離フライヤー (The long distance flyer)
この称号を与えられたフライヤーは、実は翼長 75-85cm の北極アジサシ(Arctic tern)、学
名(Sterna paradisaea)というカモメ科の渡り鳥です。 この中型の鳥は、以前から、この地
球上で最長の移動を繰り返す動物として知られています。 アジサシの仲間には 44 種類も
あり、種類によって生態が違います。 日本各地の湿地でも見られますが、中標津ではクロ
ハラアジサシの仲間のようです。 戦前、新聞社の非戦闘用航空機が世界一周の記録を作り
ました。 概観を見てもアジサシのような速さを感じさせてくれる素晴らしい機体です。 当
時の航空機設計の技術の高さが窺えます。

1939 年 世界一周を果たしたニッポン号
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ブッシュ・エアポート (Bush airport)
いささか変則的なエアポートの話です。 丘陵地帯やジャングルの中にあり周囲を灌木で囲
まれているような飛行場は 、ブッシュ・エアポートとも呼ばれます。 そこを本拠に飛ん
でいるパイロットはブッシュ・パイロットというわけです。 そんなブッシュ・エアポート
が、フラットな関東平野の真只中にもあるのですね それも国内で 2 番目に大きな湖に隣接
して存在しています。 VFR の進入角 4 度のファイナル上でランウェイを見てもシュレッシ
ュが樹木に邪魔されて見えません。 これで進入表面が取れているのかなと訝しく思います
が、一度問題のある立ち木を伐採したと聞いています。 立木は高さを変えますので暫らく
するとまた背を伸ばしてきますのでイタチゴッコです。 計器着陸用以外のランウェイで幅
が 30m 未満の場合には 接地点標識の設置が規定されていませんので、多少立ち木が進入
を邪魔したとしても接地点を先に伸ばすことで実際上の運航の問題を解決しています。
さらに、こういう飛行場の風は樹木や丘陵の地形に影響されて複雑です。 ランディングテ
クニックについて、新航空講座 I の第 3 回で 500ft での Stabilized Approach 確立の話をし
ました。 こういう状況では、スタビライズドアプローチがしにくい状況です。 このよう
な場合、オブストラクル・ランディングといいい、その後の停止までの距離が短いときに
はショートフィールド・ランディングというブレーキ音を鳴らして止まれるスキルが求め
られます。 ブッシュ・エアポートでハイパフォーマンス機を運航しているブッシュ・パイ
ロットの皆さんは実にスキルフルということでしょう 。 ところで、ランウェイのシュレ
ッシュホールド上何ノットで通過すべきかを VRef と呼んでいますが、これは着陸時のウェ
イトに依存します。 これが意外と幅があり、300kg～500kg の着陸重量の範囲で 10kt も変
わってきます。 燃料が満タン且つフルシートで降りる場合、しかも風が複雑なときは VRef
を前以て計算しておくのは大切です。 例えば、最大離陸重量に近い状態でファイナル進入
する場合、しかも風が複雑なときは VRef を計算しておかないとシュレッシュホールドでス
ロットルを絞った途端機首を落としてポーポイズに陥ったりすることがあります。 一方、
VRef を過剰に評価しますと、接地点がかなり伸びてしまい、オーバーランの危険性も増し
ます。 ブッシュ・エアポートはそんな VRef とテクニックをよく教えてくれる所といえま
す。
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曖昧な地域認識 (The grey area)
ホームベース飛行場のある茨城県は東北地方に属すると思っておられる方が多いのに気付
きました。 関東地方の北東に位置し東北の県の福島県に接しているのだから、どちらに属
していても構わない話です。 県南の取手市などは都心から僅か 30km ですから明らかに都
市圏ですが、福島県の隣接地域は 160km 程離れています。 元々、地方の分割は、山岳や
河川などによって分断されていたことに由来しています。 しかし茨城を東北の県というと
東京圏から除外されているような疎外感を感じる県民も多いようですよ。 また原発事故で
苦しむ福島を嫌う感情が首都圏に近い住人の中にかなりあるとか、愚かな感情です。 さて、
他にもどちらのグループに属しているか判然としない県があるようです。 先ず新潟県です。
東北地方に属するのか中部地方に属するのか、どうもグレーゾーンの中にあります。 新潟
空港(RJSN)は東京航空局が管理していますが、ICAO コードの付け方からすると仙台や山
形と同じ東北グループに属していますので東北のグループです。 航空気象台の管轄では、
新潟は中部国際や静岡空港と同じ中部グループです。 無線局は総合通信局というところで
監理されていますが、新潟は福井などと同じ北陸総合通信局のグループに属しています。
道路などが北陸整備局に属していて、これは総務省と同じ分け方です。 一方で道州制の導
入が検討されていますが、道州制では新潟(中越・下越)は北関東州に属す案のようです。 ち
なみに茨城と静岡は 2 分され、茨城北部は北関東州、茨城南部と静岡東部は首都圏の南関
東州に含める案になっているそうです。 まるで江戸時代の分割に戻そうとしているような
分割案です。 この線引きは歴史的文化的な背景を重視しようとしているようです。 信濃
の長野県は北信・東信と中信・南信からなります。 廃藩置県直後は北信と東信は旧長野県
で、中信と南信は旧筑摩県となりました旧長野県域と旧筑摩県域はいまも張り合っていま
す(笑)。 藩による統治で地域が分断統合されてきたことが、未だに地域の文化圏や風土形
成に影響を残しているということです。 そのような例は未だあります。戦国時代に越後を
治めた上杉氏は、江戸時代になると会津からさらに米沢に移封されたため、福島や山形と
も近い文化圏を維持されてきたといえるでしょう。 地理的に分断されてきた例びは、例え
ば越中富山と越後新潟の間には地理的難所の親不知があります。 かつては親不知が人の行
き来を分断していました。 関東平野を流れる利根川は、江戸時代から近代にかけて治水工
事が盛んに行なわれました。 利根川の南岸、鬼怒川の西岸が下総で、東岸が常陸でした。
このため藩の配置や文化圏が少し違ってしまいました。 結城市など茨城県西部が千葉県と
同じ下総グループに含まれているのはそのためです。平成の市町村大併合で新たな名前の
市が多く誕生しました。 この地域でも、下総と常陸にある市町村が合併するので常総市と
いう新しい市が誕生しました。 しかし当初の思惑とは異なり常陸側にある市が合併計画を
反故にしたため、下総川の市町村で新しい市制を始めたと聞いています。合併の実態を表
さない市の名前では、後々合併の歴史を検証しようとしたときに困ってしまうでしょう。
さて、地学的なエリアの分け方もあります。 それがフォッサマグナによる西日本と東日本
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の分け方にもなっています。 フォッサマグナは、本州中央部、中部地方から関東地方にか
けての地域を縦断位置し、西縁は糸魚川静岡構造線、 東縁は新発田小出構造線及び柏崎千
葉構造線とされています。 ここで話を脱線しますが、構造線上に、東京電力柏崎原発と中
部電力浜岡原発、さらに中央構造線上東端に東海原発が位置しているのは偶然でしょうか。
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花見酒 (Sum zero game)
2011 年ギリシャに始まった欧州の金融危機がイタリア、スペインと拡散し、さらに拡散す
る傾向にあります。 最近では EU 主要国の国債格付けにも影響が出てきています。 欧州
危機は、国債を発行した国の財政が困窮し国債の償還ができない状態、即ちデフォルトと
いう状態になると、それらの国債を持ち合っている各国の財政に大きな影響を与えること
を危惧していることに他なりません。 このような状況に対して、過敏に反応する市場での
お金の動きが為替や株価に影響を与えているという構図です。 財政危機にある国の予算に
占める国債=借金の占める割合は 150%程度であるのに対し、日本での比率は 200%を超え
ています。 つまり財政構造では日本の方がより危機的状況にあるといえます。 それにも
拘わらず、日本は他国から借金しているわけではなく、国内の貯蓄が国債に回っているだ
けで、デフォルトにはならないといっています。 だからといって問題を先延ばししていて
いいのでしょうか。

日本の経済は決して弱くありません。 GNP も中国に抜かれる迄世

界第 2 の経済大国です。 GNP は人口が大きいほど大きくなりますので、14 億人の中国と
1.2 億人の日本では GNP だけで国の活力を比較でできません。 問題は日本が 1,000 兆円に
も及ぶ国際を発効していることです。 もし一旦デフォルトに日本が陥ると大変です。 こ
れまで多額の米国債を保有しています。 現在は中国が米国債を買い支えています。 そん
な米国でさえ累積した財政赤字によりデフォルトの危機にあるわけですから、どこから火
の粉が飛んでくるかわかりません。 花見酒という古典落語があります。 熊さんと八さん
が花見で金儲けを企み、なけなしの金で樽酒を買い込み二人で樽を担いで花見の山まで担
いでいきます。 樽が揺れる度に酒の匂いが酒飲みの欲望をそそります。 すると熊さんは、
「丁度これだけ小銭が残っている、これで一杯だけ飲ましてくれぇ」と、その小銭で一杯
の酒を買い呑みします。 それを見ていた八さんも、売り上げたそのお金で「俺も呑みてぇ」
と、一杯呑みます。 結局、次が俺だ、次は俺だと、そのお金を出しては買い呑みし続けま
した。 樽酒が空になってから、熊さんは「これだけ売り上げたのだから随分の儲けになっ
ただろう」と売上げ篭の中をのぞくと熊さんが最初に入れた小銭だけ、「一体、売上げは何
処へ行ってしまったんだぁ？ (チャンチャン)」というオチです。
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これが国債の持合という花見酒経済です。 日本では、他国から借金して他国へ返済してい
ないから問題ないという専門家がいますが、それは明らかに間違いでしょう。 国という境
界条件設定の違いでしかありません。 国民の貯蓄は財政投融資や国債の受け皿になってき
ましたが、インフラストラクチャーの整備という名目で不要な公共事業にまで注ぎ込んだ
コンクリートの塊はいずれ劣化して土に還元されてしまいます。 一千兆円にも及ぶ負債を
放置していれは、いずれ国債償還の利率はジワジワと上昇してくるに違いありません。 欧
州金融危機もこの先どのような状況になるのか不透明です。 それに前述したように米国債
が紙くずになったりしますと資本主義経済は大きな混乱に陥ってしまうでしょう。 その前
に国民が国への不審からすべての貯蓄を引き出そうとすれば国内事情だけでも日本の財政
はデフォルトに陥ることでしょう。 経済環境の相違だけで日本は大丈夫だという説明をし
ている政治家には全く共感で着ません。
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IT界の巨星堕つ (Stay hungry stay foolish)
今年 8 月に Apple 社の最高経営者(CEO)を退任したスティーブ・ジョブス(Steve Jobs
1955-2011)が亡くなりました。 56 歳でした。 私が大型汎用コンピュータのソフトウェア
のシステムプログラム(OS)を書き始めた 1970 年代中頃、ガレージ・ビジネスから起業した
アップル社はパーソナルユースのコンピュータを市場にだしてきました。 その Apple II は、
私だけでなく多くのプログラマの憧れでした。 何せ、小さなコンピュータとはいえ、コン
ピュータを個人が占有して使用できたからです。 Windows の時代が来ても MAC の先進性
は変わらず、ソフトウェア・エンジニア、グラフィック・デザイナの中にはジョブス信奉
者が少なくありませんでした。 Windows がまだ MSDOS の時代に、マウスインタフェー
スやウィンドウの概念を導入したのも Apple 社が先駆けだったからです。 マイクロソフト
社のビル・ゲイツはジョブスのグラフィック・インタフェースのアイデアを追いかけて
Windows をオフィス市場に投入してきたに過ぎません。 その当時のプログラマの多くは、
Windows の機能不足に嘆いていた。 そんなジョブスも一時アップル社を追放されていた時
期がありました。 経営方針が他の役員達に受け入れられなかったためですが、スティー
ブ・ジョブスのいないアップル社が経営的窮地に陥っていた時期、ビル・ゲイツに支援を
受けていた時期があったことを知っているエンジニアが少なくなってしまいました。 最早
アップルは消えていくテクノロジーなのかと諦めの気持ちで眺めていたのです。 ジョブス
がまたアップル社の経営者として返り咲いたとき、おや！と思ったことを記憶しています。
彼が帰ってきてからのアップル社は PC からポータブルでスマートな情報端末の技術と市
場開発に向いていった。 iPod と iPhone の成功はつい最近のことだが、明らかなテクノロ
ジーの先進性と新たな市場をもたらしました。 これはまさにエンジニアやマーケターから
見て来るべきものがきたという感覚だった。 ジョブスはまさに天才的なエンジニアだった
し、ニーズにこたえるのではなくニーズを生み出す、つまりシーズを生みだす天才でした。
日本には、Apple の情報端末技術には特段先進性が無いと嘯く企業研究者や技術者が少なく
ありません。 確かに日本製携帯電話に詰め込んだ夫々の技術は素晴らしいが、私に言わせ
ればピントがずれているとしか思えなません。 国内大手電気メーカでさえ、炊飯器とラジ
オが付いた扇風機を中東やアジア向けに販売していたような感覚です(笑)。 日本製携帯電
話がいくら多機能でも使えるアプリケーションがないのでは、只の文鎮にしか過ぎません。
市場を生み出す技術革新とそれらを支えるソフトウェアの発想が、日本の技術者に不足し
ていることを悟るべきです。
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奇天烈斎 (The greatest genius that invented a airplane in Samurai Era)
レオナルド・ダ・ヴィンチ (Leonardo da Vinci, 1452 年 4 月 15 日 - 1519 年 5 月 2 日) は
イタリアのルネサンス期を代表する芸術家で且つサイエンティストで、空飛ぶ機械を考え
ていました。 彼が考えた回転翼機械がかつての ANA のシンボルにもなりました。 ヘリコ
プターを使った航空輸送会社として前身の日本ヘリコプター輸送株式会社が起業されたか
らでしょう。 さて、江戸時代の日本にも空を飛ぶ機械を考えた発明家がいました。 江戸
時代の中期、このつくばの地谷田部にからくり人形(ロボット)を作り、酒屋へ酒を買いに行
かせたという天才的な技術者、名前を飯塚伊賀七といいます。 谷田部という街は研究学園
都市つくばの中心地ですが、当時は江戸から離れた１万石ほどの外様小藩です。 伊賀七が
生きた時代は、飢饉や熱病、火山の噴火など農村受難の時代でした。 1762 年、谷田部で生
まれた伊賀七は名主を務めるかたわら、巨大な和時計、天元術用そろばん、地形測量用距
離測定器、脱穀機、自宅の門の自動開閉装置などを作ったといいます。 間宮林蔵が測量に
使った測量器も彼が考案したものです。 彼の発明に、酒買い人形や自転車などがよく知ら
れているが、彼が飛行機を考案していたことは余り知られていないのですね。 伊賀七は飛
行機を作って筑波山から飛ぼうとしたが藩に許可されなかったといわれています。 レオナ
ルド・ダ・ヴィンチのような天才偉人が郷土の身近な地にいたことに驚きます。

日本初 オートマトン
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椅子取りゲーム (Playing Musical Chair)
Insight Review 誌で、地球上の生物の営みはすべてが椅子取りゲームであり、これを自然
だと書いています。 つまり自然淘汰(natural selection)ということです。 椅子の数はもち
ろん有限であって、ゲームに参加するも生物の数は、彼らの生活範囲と影響力の大きさに
よって決まってきます。 椅子の数が有限(finite)であることを知らない種は、同種間の競争
によって自滅していきます。 そこに賢さが生まれると、飽和状態で競争を止め共生を始め
ることもあります。 それを妥協(compromise)と呼びます。 さて政治や社会の中でも同様
のことがいえるのではないでしょうか。 どこかの国の不人気な首相の退陣により、新たな
首相候補となる与党党首選挙が行なわれるようですが、どう見ても集団の母数が大きくあ
りません。 つまり変化に影響力を与えるだろう候補者が見当たらないのです。 自然界で
言えば小さな局所の競争です。 これをどんぐりの背比べ(one is pretty much like another)
に例えたら気の毒でしょうか。 しかし勝手椅子取りゲームに負けた敗者と連携しようとす
る選択だけは止めて欲しいものです。 何度も Insight Review 誌に書いたが、内向きの議論
(Silo mentality)しかできない生物は絶滅していくだけです。
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国民総幸福量 (GNH)
ブータン国王夫妻の来日で GNH (Gross National Happiness 国民総幸福量)という国家の
指標が注目されました。 国家の役割は経済一辺倒の発展を達成することではなくて、国民
の幸福を最大限に導くことだとしているこの指標は、閉塞感に包まれている日本では少し
新鮮な響きがありました。 先進工業国が指標としてきた豊かさ=国力の指標は、GNP(Gross
National production 国民総生産)です。 これに対し、秘境の小国の目標は自然環境と調和
した伝統社会を維持するによる国民の幸福感を追求しているといいます。 グローバルな金
融危機などの金融至上資本主義経済による弊害が顕わになった昨今の国際社会に対し、パ
ラダイムの変換を示唆しており新鮮さを感じさせてくれたということでしょう。 これまで
いかなる国も外圧を排除できる力を持たなければ均衡を破られ侵食されてしまうのが歴史
の教えるところでした。 共生のためには、均衡を保つ国力が必要だったということです。
そのため多くの国の政府は、国民を犠牲にしてまでも国力増大を優先してきました。 自然
環境など、経済発展の前には配慮の対象外だったということでしょう。 秘境にある彼の国
は、森林を守ることで伝統的な生活習慣を守ってきました。 物質ではなく幸福感を追求し
ていく国の目標はユニークです。 理想を掲げながらもいずれは国際社会との調和を求めら
れ、西欧化が進んでいってしまうのではないかとも思えなくはありません。 情報の平滑化
による影響は、エントロピー増大則から見れば至極当然なことです。 インターネット普及
によって異文化交流が進んで行くでしょうから、伝統社会を維持するだけで国民は幸福感
を維持できるのかも興味があるところです。 エコノミストから見れば、国際社会が資本主
義市場を基に成り立っている以上、国際社会に係わろうとすれば、それなりに境界条件を
揺さぶられ、影響を受けざるを得ないといいます。 鎖国状態(閉じられた系)で国の平和と
安定を図ろうとしたかつての日本と同じことで、政治的には外圧が無ければ安定し、それ
なりに幸せな生活ができるかもしれません。 しかし、境界条件とは、内側からだけみて決
まるものではなく外側の変化により変動するものですから、局所の平穏さとは局所解・特
異点(singular point)のようなものです。 地球の大きさが有限であると強く感じられる昨今
では、人類が平穏に共存して行くにはどのような経済活動が望ましいのでしょうか？ そも
そも幸福とは各人各様に感じるもの it varies person to person ですから定義さえできま
せん。 達成度合いを評価する算式もありません。 定義できないから無意味だという乱暴
な結論を述べるつもりもありません。 数学的センスでいえば、複数の局所解から一般解
(global solution)を探る過程です。 その局所解にこういうパラダイムが参考になることは確
かです。 国際社会は、大国の利害調整のために存在していといっても過言ではないでしょ
う。 夫々の国・地域が平穏で安定した経済活動と生活を維持するにはどういうソリューシ
ョンがあるのか、国際社会がそれを見つけ出すのは易しくないと思いますよ。
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日本の常識世界の非常識 (Political profits under the cloak of the public interest)
楽天イーグルスのホーム開幕戦に合わせ、航空自衛隊松島基地所属のブルーインパルスチ
ームが 27 日、クリネックススタジアム(宮城球場)上空をデモ飛行することになっていた。
仙台でのプロ野球開幕に花を添えるのが目的だが、人口密集地上空を飛ぶのは危険として、
24 日市民団体が飛行中止を申し入れたそうだ。 楽天は安全性に配慮し編隊飛行を中止した
という。 ところで、この市民団体とは、どんな団体なのでしょう？ 住宅地上空を通過す
る航空機に安全上の問題があるというなら、都市空港周辺の町は殆ど危険極まりないとい
う話になってしまいます。 もちろん、デモ飛行における航空機事故は 100%あり得ないな
どと強弁するつもりはないのですが。 パイロットである我々は、予め計算されたルートに
従い、住宅密集地上空も安全高度を維持して通過していきます。 その間も常に非常事態を
考慮し、安全な飛行に努めています。 編隊飛行、デモ飛行だからといって特段危険な飛行
はしません。 それでも住宅地の上空を飛行する航空機を毛嫌いする人達がいるのも間違い
ありません。 その中には、頭の上に空が落ちてこないかと心配する杞憂のような人たちも
いるのでしょう。 そもそも自分の頭の上を航空機が勝手に飛ばれるのが嫌いな人たちもい
るようです。 また、航空機騒音問題をあげ、空港そのものの存在を否定する人たちもいま
す。 さらに、航空機や自衛隊といえば、無条件に拒絶反応を示す平和団体という人たちも
います。 自衛隊といえば、3 月 11 日の大震災後、災害救助に大きな役割を果たしていると
実感した国民が少なくないと思いませんか。こういうときのために、国は非常時の組織を
維持していたのだと理解できたと思います。 ここで、一様に市民団体を非難するつもりは
ありません。 ただ、市民団体と称する団体や平和団体などの視野の狭い方に少々意見を述
べたいと思います。 皆さんの常識は世界の先進国の常識とはかなり乖離しているように見
受けられるからです。 こう表現すると反動的な好戦主義者と思われがちですが私は与えら
れた命を大切に思うクリスチャンです。 先進国で軍隊を持たないのはアイスランド位では
と記憶していましたが、過去、国という集団には必ず非常時のための組織が必要とされて
きました。 それは好むと好まざるとに係りなく必要とされてきました。 またそういった
組織を維持するためにも、国民に尊敬されるべきものとして扱われてきました。 しかしな
がら、わが国では、先の敗戦後、軍隊に対して過剰なアレルギー反応を示す団体が存在し
てきのも事実です。 日本の平和主義の視点は、どうにも狭いとしか言いようがありません。
一般市民を守るための組織を市民団体が排除しようとする矛盾に気付いたら、メディアも
市民団体という表現を止めてもらいたいものです。
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座標軸の相違 (North Up or Heading up)
日本では鋸(saw) は引いて切りますが、欧米では押して切ります。 相手を呼ぶときには掌
を下にして招きますが、欧米では掌を上にします。 欧米には招き猫はいないようです。 TV
番組でアジア人と欧米人の認識の違いを説明していました。 興味深い実験でしたので少し
引用しましょう。 下図のように中央に木製の円柱があって、その両側に青い色でまったく
同じサイズのプラスチックの円柱と木製で同じ高さの四角柱を置きます。 そこで、多くの
人に「中央のものと、おなじと思うものを両側から選んでください」と質問します。 する
と、実験に参加した殆どのアジア人は木製の四角柱を選び、殆どの欧米人は青い円柱を選
んだとのことです。 アジア人には同じ色で同じ性質(property)をした木製のものが同類だ
と判断しました。欧米人は同じ形状のものを同類と認識しました。文字通り、相似(similar)
あるいは合同(congruence)の意味で青い円柱を選ぶのが数学的な認識です。

また、次の図の中で、順番を付けるとしたら先頭のものはどれでしょうかと質問します。 す
るとアジア人の多くは自分に近い手前のものを選ぶ傾向がありました、欧米人の場合は自
分から最も離れたものを先頭のものとして選びました。 アジア人は自分を離れ、相手から
自分を見るような順番付けをしているようです。 一方、欧米人は自分を中心に離れていく
ものの順番と捕らえる傾向にあるということがわかります。 人に道を聞かれて、「あの道
を行きなさい」という意味では、アジア人は客観的で地図を見るような説明をします。 英
語では、「あなたの前に出てくる道をまっすぐ進みなさい(go down the street)」というよう
な、自分の目の前に広がる様相をいいます。 因みに down は真直ぐ前に進みなさいという
意味です。 古都の住居表示のように北に上がるとか南に下がるとかいう意味はありません。
このような意識差は、哲学や政治にも現れているように思えます。 余談ですが私の経験に
よりますと、インド人に道を聞いても目的地に行き着けない場合が少なくありません。 彼
らはアジア人でも欧米人でもない感覚で道順を教えようとしていたからでしょうか。 それ
とも道を聞かれて知らないと言えない文化なのでしょう。 さて、パイロットの意識にも差
異があるようです。 優先権ルールを考えるに、日本人パイロットは全体の中で自分の順位
を達観するように理解し行動します。 座標はあくまでデカルト座標系で、その中に自分が
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置かれていると判断します。 地図は常に北を上にして位置関係を把握しているようです。
また、他機との協調性はプロパイロットとしての器量というわけです。 一方、欧米人パイ
ロットは、必ずしも他機との強調を自ら取りません。 あくまで座標軸は自分に起点があり
ます。 自分のヘディングを 12 時にしてトラフィックのセパレーションを考える傾向にあ
ります。
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金の生る木 (Cash cow)
政府は次期主力戦闘機(FX)に米ロッキード・マーチン社の F35 ステルス型戦闘機を選定し
たと発表しました。 1 機当たりの価格が 99 億円で 42 機の導入を予定し、来年度に 4 機分
の予算を付けたとのことです。 国内の航空機製造業界には国産機で潤いたいとの思惑もあ
りますが、米国と安全保障体制を組んでいる日本が、米国製の戦闘機を使用しようとする
ことは自然です。 一方で、米国製の高額な戦闘機を購入することで米国との貿易収支に配
慮をしなければならない政府の思惑も読めます。 確かに高額な戦闘機ですが、機種選定理
由の国民向け説明では、この機体の 40%は国内で製造できると補足的な説明をしています。
しかしながら民間機であるボーイング社 B787 の場合と異なり、ステルス戦闘機の場合はラ
イセンス生産ということになります。 ライセンス生産とは軍事機密である開発そのものに
は参画できていませんし、高いライセンス料を支払っても製造工程の全てにおいて製造者
側の裁量はないため、コストはさほど安くなりません。 高額な買い物をしたときの言い訳
は概してこのようなものでしょう。 ただ未だ開発途上にある航空機ですので、計画通りに
配備されるかは不明です。 ではなぜ完成もしていない時期に機種選定が決定されたのでし
ょう。 良くとればプロジェクト成功を支援するためということでしょうし、深読みすれば
こういう時期の決定だからこそ、プロジェクトに参画している関係企業との間に利権が生
じるのでしょう。 しかも米国側の思惑としては、米国の期待通り高額な買い物を決め、前
払い金を支払う国が友好国と感じているに違いありません。
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RED (Retired Extremely Dangerous)
米国アクション映画のタイトルに、RED (2011 年)という映画がありました。 ブルース・
ウィリスにモーガン・フリーマン、ジョン・マルコヴィッチら大物俳優たちが集結したス
パイ・アクション・ムービーです。 第一線をリタイヤした元 CIA スパイの想定で凄い活躍
を見せます。 また、このタイトルの付け方がいいですね。 Retired Still Extremely
Dangerous で RED です。「現役を退いてもまだまだ危険」ということでしょう。 そこで、
RED から派生して考えてみました。 RED: Retired still Extremely Deadhead (役立たず) /
Dumbhead (バカは死ぬまで直らない) REP: Retired still Extremely Reproductive (まだ
まだあっちの方も現役だ)
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悪役の魅力 (Once a villain in samurai films)
時代劇(Samurai movie)評論家を自称してきた私ですが、出演した俳優の名前をすべて覚え
ているわけではありません。 まして悪役となると名前を知らない俳優も少なくありません。
再放送の時代劇で憎々しい悪顔を見せられる度に名前を思い出そうとしても思い出せない
名前がありました。 水戸黄門や暴れん坊将軍で、悪代官役で有名な俳優さんです。 最近
の TV 時代劇ではこの俳優さんの顔を見たことがありません。 そこで記憶をリフレッシュ
するためネットで調べてみました。 俳優名が分らないのですから、検索は易しくありませ
ん。 出演していた映画のキャストを一つ一つ調べていくのですが、主役や準主役と違い、
ストーリー毎に出演する俳優の名前は見つかりません。 それでも注意深く調べて見つける
ことができました。 スガカンという愛称で呼ばれた俳優さんで、インターネットで見つけ
た画像は、役作りの悪役顔とは大違いの二枚目の写真でした。 しかも 10 数年前に事故で
亡くなっていたのですね。 そういえばそんなニュースの記憶が甦りました。 ちなみに悪
役専門の俳優さんって、個性的で魅力のある方が少なくありません。 昔、世田谷に住んで
いたとき、撮影所があったせいか周囲にたくさん俳優さんが住んでいました。 悪役商会と
いうグループで有名になった俳優さんとは小田急線の駅のホームでよく顔をあわせました。
多くの悪役俳優の方は年を取られて主役をやられたり、バラエティで活躍したりと、悪役
だけで終わらないようです。 事故で早世したのが惜しまれます。
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24 時間の情事 (Mon amour)
嘗ての社会派俳優が TV 時代劇の悪役で出演しているのを観るのは寂しいものです。 例え
ば岡田英次がそうでした。 1959 年カンヌ映画祭で受賞した Alain Resnais 監督のフランス
映画「ヒロシマ・モナムール」(Hiroshima, Mon Amour)」に主役で出演した名優で、
Emmanuele Riva との共演は印象的でした。 最後に演じた時代劇での悪徳代官役では明ら
かに役不足でした。 亡くなる 1995 年のことでしたが、俳優業の晩年には仕事が無くなる
のか、そんな名優を使えるディレクタがいなかったのか。 頭脳の片隅にあったそんな記憶
が連鎖で思い出されて、失った記憶のチェーンが繋がった思いがしました。
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特異な国 (Japan is unusual)
多くの犠牲者を出した事故の責任者の過失を裁く裁判で、無罪判決が続いています。 誰も
責任を取らないこの国の体質は問題です。 条文主義に立脚する司法は国民の利益・立場を
見ていないようです。 犠牲者の鎮魂もできない判決を言い渡すだけでは、社会的な事件の
解決にならないばかりか、現法制の不備や官僚制度の是正にも繋がりません。 どうもわが
国の司法は遅れています。 「遠山の金さん」という TV 時代劇がありますが、裁判官が司
法警察官を兼ねた潜入捜査を行い、
「この櫻吹雪を見忘れたとは言わせねぇ」という台詞で
悪党どもをギャフンと言わせる娯楽時代劇です。 こんな感覚で司法と行政の距離が近過ぎ
ることに国民は疑問を抱かなくなってしまったのでしょうか。
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韓流時代劇の公式 (The formula of Korean samurai films)
日本の時代劇が勧善懲悪など単純なストーリーを繰り返すだけの筋書きが多い一方で、韓
流ものは執拗な心理合戦が展開されるので当初新鮮に映りました。 時代の流れに沿った順
位で放映されるので、半島の歴史を知るよい機会になりました。 時代劇だけでなく現代ド
ラマでも激しい人間関係が描かれています。 最近のように同じようなドラマが何本も放映
されていると少し食傷気味ですが、日本のドラマにはない何かが感じられます。 どうも韓
国政府がエンターテイメントの輸出を支援しているようです。 日本の脚本家・TV プロデ
ューサーの皆さんもしっかりしてください。 韓流時代劇の面白さは女優さんが美しいこと、
主人公はあくまで英雄であり目標を見失わず邁進し続けることなどでしょうか。 それに百
済や伽耶は日本との関係も深かったため、史実を確かめたりするところにも面白さがあり
ました。 それらの韓国時代劇の殆どが王朝の成立や王朝内の権力闘争を描いたものであり、
陰謀術策が渦巻く中、見方が敵になり敵が見方になるといった繰り返しを描いています。
しかしながら脚本は史料でなく神話や伝承から描かれているようですから、ドラマと史実
とは少し異なっています。そこで、韓流ドラマのストーリーに公式を導いてみました。
1.ドラマの底流にあるのは、東アジア共通の儒教朱子学のようです。 血の繋がりと年長者
を敬う礼節が前提にあって、それに反するものが現われます。そこに権力抗争が生まれ激
しいドラマが展開されています。 時代劇なら、伝説の英雄を主人公にして王位に就くまで
をテーマにしています。 順当に王位に付いた場合は史実でも簡潔に伝えられるだけで、ド
ラマになりません。 しかし王位継承権の低い王族や王族でなかった者が王位に就こうとす
るとそうはいきません。 順当でない者が王位に就いた場合には、正当性を後世に伝えるた
め神話や伝承が作られます。 これは世界史では共通事項で、そういった人物がドラマにな
るということです。
2.ドラマを動かすものは、陰謀と復讐と取引です。 嘘で周囲を欺き、敵を貶めることから
ドラマが展開します。 この陰謀が何度も繰り返されることでドラマの回数が引き伸ばされ
ていきます。 嘘で惑わされるのを何度も観せられるのは、日本人にはウンザリです。 島
国文化の日本では、一度欺かれると決してその人間の言動は信用できないと思うものです。
「昨日の敵は今日の友。今日の友は明日の敵」と何度も同じような裏切りのストーリーが
展開していきます。 この権謀術策を観ている日本人にとってかなりストレスになっていま
す。 日本の時代劇でしたら、チャンバラでハラハラドキドキの場面を作りますが、主人公
は決して傷つくことはありませんし、安心してエンディングを迎えます。 一方、韓流時代
劇では、格闘シーンはあくまで背景で、見せ場は陰謀と取引シーンでの駆引きです。 した
がって毎回の見せ場を作るために、嘘と陰謀が毎回必要になるということでしょう。
3.主人公が男でも女でも最終的は王位奪還やら復讐やらの目的を果たします。 原則はサク
セスストーリーですから、観劇の後には満足感が得られるべきなのですが、史実に合わせ
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ようとしているため、すべてがハッピーエンドではありません。 時代劇に登場する妃や后
などの女性は最終的には幸では終われません。 王との生活には別離や死別や破滅が待って
います。 最後まで幸せなままでドラマを終わらせず余韻を残すのが韓国の脚本家の手法の
ようです。
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モラルとモラール (Moral or morale)
モラルとモラールの違いをご存知でしょうか？ インターネットからの情報漏洩を助長す
るファイル共有ソウト Winny 開発者の無罪が最高裁で確定しました。 事件は 2003 年 11
月に著作権法違反で逮捕された Winny 使用者 2 人(有罪判決)に関連して、その Winny を開
発した大学助手がそのほう助の罪にあたるとして起訴されたものでした。 一審の京都地裁
は 2006 年 12 月、金子氏は Winny が違法に使われていることを知りながら、ソフトの開発・
公開を続けたとして、罰金刑の有罪判決を下しましたが、その後の二審・最高裁ともに無
罪を言い渡しました。 犯罪に使用したソフトの開発者をほう助罪で起訴するにはソフトの
利用状況を認識しているだけでは条件として足りず、ソフトの主要な用途として違法行為
を勧める形でソフトを提供していることが必要だという条件を示す必要があるとの判断で
した。 一審判決が出た当時、コンピュータソフトウェア分野に長い間係わってきた筆者に
は、斬新なソフトウェア開発を目論む開発者の意欲(morale)を殺いでしまう判決ではなかろ
うかと危惧した記憶があります。 こういったからといって何が何でも開発者側を擁護しよ
うというのではありません。 ファイル共有技術を悪用してネットから情報を盗み出す犯罪
が絶えず、社会に与えた影響は少なくありません。 新たな技術が開発されますと、必ず新
たな犯罪に悪用しようとするものが出現するのは世の常です。 そういった警鐘を鳴らすた
めに一審の判決がなされたのだろうと思いますが、現行法制では有罪にはできなかったと
いうことでしょう。 問題は開発者の倫理観=モラル(moral)の問題です。 新たな技術が不用
意に世に出て行ったとしたら何らかの影響が想定される筈です。 もし直接犯罪に悪用でき
る余地があればそれらを防御する技術を付加して世に出すべきです。 何らそのような配慮
もせずにリリースした開発者には社会に対してモラル上の罪があったといわざるを得ませ
ん。
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孟子 (Mencius’s say)
ある野党政治家が至誠一貫という言葉を口にして彼の政治信条を語っていました。 水戸学
で有名な彼の郷土の母校に掲げられた言葉だそうです。 至誠一貫という言葉は、孟子
(Mencius)の書にあります。
孟子曰、居下位而不獲於上、民不可得而治也、獲於上有道、不信於友、弗獲於上矣、信於
友有道、事親弗悦、弗信 於友矣、悦親有道、反身不誠、不悦於親矣、誠見有道、不明乎善、
不誠其身矣、是故誠者、天之道也、思誠者、人之道也、至誠而不動者、未之有也、不誠、
未有能動者也
その意味は； 目上の者の心を掴むことができないならば人民の心を得ることもまたできな
い。(目上の者の心を掴むには道がある) 友人に信用されなければ、目上の者の心もまた掴
むことはできない。(友人に信用されるには道がある) 親に仕えて喜ばれなければ、友人に
も信用されない。(親に喜ばれるにも道がある) 己を省みて誠の心がなければ、親にも喜ば
れない。(己が誠の心を持つことにも道がある) 何が善であるかをよく知っていなければ誠
の心を持つこともできない。(誠の心とは天の道に従うことである = 誠でありたいと思うこ
とは人の正しい道) 至誠にして動かされない者はいまだかっていない、逆に言えば誠の心な
しで人を動かせない。 孟子の言葉からは、天命に背く政権は変って然るべきであり、それ
に従うように誠実さが求められるという解釈ができます。 なるほど、政治家として「公明
正大にして誠を尽くして人の心を掴んでいくぞ、今の政権を倒すぞ」という気持ちでいる
のでしょうか。 しかしながら、現代の政治家が紀元前 4 世紀の儒教の教えを唱えても、国
際的な問題を抱える現代政治の革新を願っているようには伝わってきません。 むしろ保守
政治家が使う言葉として響いてきます。 孟子の説く天道とは、天命すなわちアプリオリな
摂理を指しているのではと私には理解されます。 これを国家観や大日信仰などの宗教と結
びつけようとする時代もあったようですが、現代の政治家にはそのような思惑は無いと思
いたいところです。 さて、現代の政治家の信条と視野の話題に戻しましょう。 一国では
解決できない困難な問題が山積している現代で、政治信条はと聞かれて道徳的で哲学的な
姿勢を示されても寂しい気持ちがしてしまいます。 目前の問題を道徳や宗教観と結びつけ
て解決しようとしているとは思えませんが、現代の政治家に期待する視野とは少し焦点が
違う気がします。 誠実さは政治家や官僚に限らず人間にとっては当然の姿勢です。 多く
の政治家は、このような道徳観を己の価値観や政治信条に掲げ論議しようとしますが、そ
ういった政治手法だけに頼っているようでは国際問題や財政問題に出口はありません。 政
治は、有限資源の再配分(Playing musical chairs)に多くの国民の合意を取り付けることで
す。 多くの社会問題や政治課題は、そのときの境界条件が変わることに起因します。 境
界条件が変わればソリューションも変るわけですので、その再安定化を探っていかなけれ
ばなりません。 そのためにも政治家には境界の外側を見ることが出来る先見性や国際感覚、
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そして戦略性がどうしても必要だと思います。 そういった視点と調整能力を持たずに道徳
観を振り回して党利党略的な議論を交わす姿勢では大きな問題を解決できないのではない
でしょうか。 選挙区を超えて国を超えて世界の中で何とか椅子取りゲームに勝てる方法を
考え出して欲しいものです。

Mencius
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多数決の原理と民主度 (A majority decision and Civilization)
国会議員定数削減の成否で政治の成熟度を測ることができそうです。 しかしその結果予測
は悲観的です。 一人当たりの国会議員選出率に都市部と地方で大きな格差があり、最高裁
が違憲判決を出し続けていても、議員総数削減は困難な様相です。さらに比例区と選挙区
の見直しは、容易に解決できない問題です。 選挙制度を議論するの当の議員たちですから、
利害が絡み容易に結論が出るわけありません。 わが国では 2009 年 9 月の衆議院選挙で 2
大政党に近い態勢ができました。 しかしながらその語の参議院選挙では政権与党が議席を
減らしたため二院の間で逆転現象を引き起こしています。 そのため衆議院での多数与党の
議決が参議院で殆ど否決されるという膠着状態に陥ってしまいました。 少数政党がキャス
ティングボート (Casting vote)を握ってきます。 中には庶民層に支持者が多い少数政党が
守旧派と連立して彼らの議決に加わるのは当初違和感がありました。 利害関係では政権与
党に近いような支持層ですが、こういうところにも捩れ現象が生じてきます。 また与党の
支持層でも保守層と労働者層が入り混じっています。国会(the Diet)とは議決機関です。 し
かし、何ごとも決められない状況が続いているのはやはり異常です。 こういった状況では、
政党再編が議会制民主主義政治の解決策です。 イデオロギで対立していた時代の名残が政
治システムの理解を阻害しているのかもしれません。 古来から日本には和をもって尊しと
なすとして、和議を重要視してきた国民性があります。 その結果、馴れ合い談合がこの国
の基本的なものの決め方になってきました。 そこに民主主義の基本ルールである多数決の
原則が入ってきました。 多くの議員たちは多数決の原理を単に議席数だけの議決と理解し
ているように見受けられます。 多数決の原理とは、討議を経て最終的に成否の二つの立場
に立って議決することです。 そこに至るまでに妥協し議案を修正し、いずれかの意見に集
約して投票しなければなりません。 何が何でも反対して議決を拒むことが少数意見を守る
ことではありません。 この点は、現与党も野党時代には理解できていませんでした。 多
数決の原理を少し科学的に考えて見ましょう。 票数は奇数である必要があります。 もし
白票とか無効票があって同数の議決結果になった場合は、議長が 1 票を投じます。 ところ
で、コンピュータのような計算結果の信頼性を向上させるための多数決の原理では 3 個よ
る 5 個、5 個より 7 個のコンピュータの計算結果をつき合わせます。 一方、人間社会の意
思決定では、2 人の場合が妥協を引き出し易く上手くことが運びます。 コクピット内の意
思決定では、ホットスタンバイ(hot-stanby)効果もあります。 3 人になるとドミナントな人
間に妥協する傾向がでてきて最善の選択がされる保障はありません。 5 人以上になると小
さなグループが出現しまた強者に従属する勢力が出てきます。 彼らはドミナントな勢力に
迎合することで彼らの利益を裏側で確保しようとしたりします。 政治システムに対する理
解とルールの遵守意識(complience)が民主度レベルの指標になってくるように思えますが、
その指標からは、日本は未だに成熟した民主主義国家とは言えないようです。
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航空教室 (Aeronautical class for kids)
還暦を過ぎてから子供達の航空教室や航空宇宙塾などの精力的に活動していきました。子
供達に、少しでも航空や宇宙への憧れを強めて欲しいと思ったからです。また、全国組織
に繋がる航空少年団の活動も進めています。 子供達に、航空力学や地球科学に関連する科
学実験を体験させ、空港施設見学や航空スポーツの体験などの活動をしています。 目を輝
かせて実験を見つめてくれる子供達を見ていると、実験の準備に費やした苦労が報われた
気がします。 このような地域活動から、健康で健全な精神を持った航空人や技術者が育っ
てくれたら嬉しい限りです。しかしながら、ボランティア活動は一人ではできません。子
供達を地域とのコミュニティや自治体や NPO 法人などとの繋がりも必要です。活動を安全
に進めるために、子供達の数と同じだけ保護者や活動に賛同して協力していただける団員
が必要です。パイロット仲間に声を掛けても支援者は容易に集まりません。飛行機が好き
でパイロットになったからといって、子供達との工作や見学会や地域活動が好きというも
のではなさそうです。人の話は聞かないし協調性はあまり持っていない人が多いパイロッ
トならではのことなのでしょうか。それでもフライトエンジニアや、元々技術系で物作り
が好きな方たちは航空教室の支援者に相応しいようです。模型飛行機の製作を通して夢を
膨らませてきた経験を、子供達へ同じ目線で伝えてくれています。
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ウィルコ (Via Dolorosa)
あなたの道を主にまかせない、思いわずらいも主にゆだねなさい。
雲と風にも道を示す歩みを神は導かれます。hymn 21-528
完全な操縦士だなどと言ってはいけません。 学ぶべきこともまだたくさん残っているから
です。 ただ、決められたルールと性能を知り、与えられている目標に到達することを目指
して努力(Running towards the goal)することです。 まだその目標に達していないあなた
はただこの一点で全力を注がねばなりません。 すなわち過去に執着せず、前にあるものを
望み見てゴールに到着するために努力すべきです。 一人前であるあなたがたが皆、この点
について同じ考え方をするようにと願いたいものです。 もし何かの点でこの考え方からは
ずれているなら、きっと指摘してくださるでしょう。もちろん、あなたがたが、与えられ
た真理に完全に従っているならばの話です。 (Philippians 3:12-16)
システムと計器を信頼しルールに忠実(compliances)であるべきことが安全運航にとってい
かに重要か再考させられます。 さて、ウィルコ(Wilco)とは、I will comply with you の意
味です。 I’m akways flying with Immanuel.
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悪顔 (A wicked person)
本編の最後は航空でも数学でもない話になりました。 最近周囲の山里の木々が切り倒され、
宅地や駐車場に姿が変わってきています。 カントリライフを夢見てこの地に住まいを移し
たのですが、いつのまにか周囲の木々がなくなり自動車の騒音や人の声が聞こえてくるよ
うになってきてしまいました。 我が家に飼い犬がいたころには野生の動物はあまり近づい
てきませんでしたが、飼い犬がいなくなると庭先には実にいろいろな動物が集まってきま
した。 以前、庭先に野ウサギや野バトのツガイ、キジ、そしてウズラの家族などの野生動
物が歩き回っている様を書きました。 それでもタヌキは野生動物ですので、昼の日中、人
間に姿を見せることはありません。そんなタヌキが庭先に現われるようになったのは、開
発で住処を追い立てられ餌場が減ったためでしょう。 これから先、自然が目減りする雑木
林の中でも野生のままで生き延びて欲しいものですが、前途は暗いようです。
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野良ネコも何匹か住み着いています。 さすがに野良ネコを家に上げることはしませんが、
自分の家のように振舞っています。 駐車場に停めた自動車のフロントガラスにはネコの足
跡が絶えません。 最近、片目を失う大怪我をした子ネコを拾って動物病院へ預けました。
10 日ほどして退院してきたカラス猫は結局家に棲み付いてしまいました。 前からいる飼い
ネコを追い掛け回す悪顔で気の強い子ネコです。

片目のジャック
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あとがき
本書は、当初、別刊の新航空講座 I および II の編集後記として書き始めたものをまとめたものでし
た。 記事の多くは、航空と気象、数学と遊び、それに福島原発事故に絡む内外のニュース等につ
いての感想を書き綴っています。 それらをグループでまとめることもなく、思いついた順に頁を綴
っていましたが、ある程度時系列の理解が必要な記事も少なくないので再編修し、現在の版に至
っています。 さて、読み終えてから、あとがきに眼を通していただくのが、これまた普通の読者です
が、私に限って言えば、はしがきを読んで、結論となる部分を先読みし、さらにあとがきを読んだ後
に本文をじっくりと読み下すのが私流です。 サスペンスやアドベンチャーでは絶対してはいけない
読書の鉄則ですが、これがサイエンス記事の読み方でもあります。 エッセイにしても、普段どんな
ことに感じて記事にしようとしているのか、作者の意図を先に知っておきたいのが好奇心旺盛なサ
イエンティスト且つエンジニアです。 そしてまたパイロット気質というものです。 そこで、私と同じく、
本文を読む前に、このあとがきを先に読んでいる読者の方がいればその方に言っておきましょう。
そう、本書はどこから読んでも自由です。 エッセイというものは、作者の心持ちや感性、普段考え
ていることが知られてしまうわけですから、こんな恥ずかしいことはありません。 それでいて、一瞬
の思いつきを時系列で後から眺めてみると、心が穏やかになるときがあります。 そんなときには、き
っと自己存在に繋がる郷愁か何かを感じているのでしょう。 また、面白いアイデアが沸いてきて嬉
しくなることもあります。 そこに数学的なアイデアを見つけたときにはまさに有頂天です。 難解な
計算ばかりが数学ではありません。 数学的センスが大切です。 数学的センスは現代パイロットの
能力を引き出してくれます。 また数学は遊びのセンスを備えています。 そして言葉遊びも面白い
ものです。 古い言葉、何気ない言葉に深い意味や問題への解決方法を見つけることがあります。
そういう意味で、書き綴った本書の雑文の中から、あなたが持つ何かに対するインスピレーションな
りソリューションに役立てていただければ幸いです。

続刊の刊行にあたって
サイエンティストで考えるパイロットを標榜し、ウィークエンドパイロットの方々への啓
蒙と安全運航に寄与したいと、拙文ながらエッセイを書き綴ってきました。 エッセイを書
き綴ることに終わりはないようです。 空を飛べる間は地球科学と航空への興味は尽きませ
んし、生きている限りいろいろなところに感動を覚えます。 ひとつひとつの記事は取りと
めのないものですが、後々それらに目を通していると新たな方程式の解を見つけたような
気がするときるときがあります。サイエンティストでパイロットであることに誇りと喜び
を見つけていきたいと思います。
2012 年 2 月
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