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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々刊です。
だれが読んでも、どこを読んでも、どこから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。
この巻では、回転と循環と対称性をテーマに考えています。
対称性には鏡に映った像などいろいろありますが、回転も対称性のひとつです。
航空宇宙にも気象にも折り紙にもゲームにも、あらゆるところにでてきます。
グループが対称を考える道具になっているのも面白いところです。
そんな無意識のなかでの気づきが、書きたい意欲を書きたててくれました。
忙しい人、特にせっかちなパイロトの人にも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、前頭葉を少しだけ刺激できたら幸いです。

Laidback flyer with Immanuel

2012 年夏
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注意；
数学をまったく知らない方にも本書を楽しんでいただけるように、数学の定義や数学的な
説明は避け、直感的に理解できるような、おおまかなものにとどめています。
そのため、厳密的には数学的に不十分であり誤りとみなされる記述もあろうかと思います。
また使用する数学用語や物理学の用語が、まだ十分統一されていないものもあります。
専門書で無い本書には、こういった曖昧さがありますが、読者の理解を願う次第です。
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Aile Blanche, Editor's Notes
プロペラに棲む魔物（３）
Un club de vuelo de ala blanco
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パンダの親指 (The Panda’s Thumb)
パンダの親指(スティーヴン・ジェイ・グールド著 1980)という科学エッセイの
名著がありました。パンダにはモノを掴むために進化した 6 番目の指があると
いう話しです。人は数を数えるときは、1 から 10 までの数字を使います。人間
の指の数が 10 本だから 10 進数になったというのは尤もらしい話です。一方、
カレンダーや易占いは 12 進数あるいはその 4 倍の 60 進数が使われています。
時計盤にはローマ数字で I から X11 までの 12 進数が使われます。ポンドヤード
系を使う英国では長さ１フィードは 12 インチです。そこで昔の天文学者や英国
人の中には指が 6 本あったという仮説が成立します。しかしながら、パンダの
親指は、指ではなく真の親指側にあって、難しい名前の撓側種子骨(とうそくし
ゅしこつ)を流用しているに過ぎません。

古代人の手の指を調べても第 6 指があったという痕跡は見つかりません。それ
でも自然界を観測するのに便利な 12 進数は使われてきました。今でも指の関節
を使って片手で 12 までの数を数える習慣が残っている国があるようです。指を
関節で分けて使えば、指をつめたヤクザ屋さんでも 12 まで数えられます。12
進数で使う数字は、0 から 9 では足りませんので 10 進数には使われない記号、
例えば A,(10) B(11)が必要になります。0～10 以外の数字には、10 進数以外の
進法に慣れていない人には違和感があるかもしれません。その昔、暦を発明し
た天文学者や英国人には 6 番目の指があったという仮説は荒唐無稽ですが 100%
否定できないという話です。
さてコンピュータの中の演算は、2 進数で行われます。2 進数(binary)には 0 と
1 の 2 文字あれば十分です。すなわち、“オン”と“オフ”の状態を意味しています。
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2 進数は桁数が長くなるので、実際には 8 進数あるいは 16 進数に読み替えて使
います。つまり、8 進数や 16 進数は、2 進数の読み替えに過ぎません。2 進数
では桁が長く、計算に時間が掛かってしまいますが、使用できる数字が増える
ことで計算の回数が減ってきます。そのため、コンピュータ技術者は、8 進数
(Octal)、16 進数(Hexadecimal)にもファミリアです。8 進数は 0 から 7 までの 8
文字、16 進数 0 から 9 に加え A(10)から F(15)の 16 文字を使いますが、慣れて
しまえば、8 進数から 16 進数へ変換して読みかえるのは比較的容易ですし、8
進数や 16 進数のままでの加算も 10 進数の加減乗除とさほど変わらずにできる
ようになります。つまり、10 進数で無ければ計算できないことはありません。
ちなみに、航空機に搭載されている二次応答装置に入力するコードは 4 桁 8 進
数、すなわちオクタルコードを使用しています。4 桁のオクタルコードですから、
4096 通りのコードを設定できます。使用可能な数字は 0 から 7 までですから、
当然 8 とか 9 という数字は出てきません。"1200"を 10 進数に変換すると 640、
"7700"は 4032 となります。"7777"つまり Full bit "On"は、4095 になります。
.
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対数螺旋と黄金比 (Logarithmic spiral or Golden ratio)
２次方程式 X^2 –X -1 = 0 の解のうち正の解は、(1+√5) / 2 = 1.618…です。1
対 1.618…の比は.黄金比(Golden ratio)として知られています。またはこの値を
フィボナッチ数(Φ) と呼び、近似値は 5/8 で与えられます。この数値は無理数
ですが、πやeのような超越数ではありません。ただ自然の中に多く現われると
ころから、神秘的な数として扱われてきました。例えば、多くの人は、黄金比
を持った名刺のアスペクトレシオ(aspect ration, 縦横比)をもった長方形を心
地よく感じます。花びらの数や葉の付き方はフィボナッチ数であることが多い
ことが知られています。
次のような数字の並びをフィボナッチ数列といいます。
｛0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…….｝
フィボナッチ数列が初期値によらず、隣り合うフィボナッチ数の比が、黄金比
に収束することを証明してみましょう。

したがって X = 1 + 1/x を変形して、 X^2 –X -1 = 0 が得られます。
この 2 次方程式を解くことで、Ｘ = (1+√5) / 2 = 1.6180339887…が得られ、黄
金比になっていることが証明されました。
上記の 2 次方程式を変形して、眺め直してみましょう。

Φ^2 = Φ + 1 (= 2. 6180339887…)
1/Φ = Φ – 1 （= 0. 6180339887…）
長方形の縦辺の長さを 1、横辺の長さを Φ とします。
辺の長さ 1 の正方形を切り取った長方形の辺の長さ Φ-1 の長方形は、元の長方
形に相似です。また下図のように正方形に接する円弧をつなげていくと対数螺
旋になります。インターネットのページを見ていますと、オーム貝の殻の巻き
方を黄金比として説明しているのを見かけますが、これは間違いです。似て非
なるものです。
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黄金比による螺旋

オーム貝の対数螺旋 ≠ 黄金比

螺旋状の階段をもった建築があります。神に近づこうと、古代バビロニアの人々
は、螺旋状の塔を高層まで積み上げたといわれています。人間の思い上がった
行為に怒った神は、それまで共通だった言語を地域ごとに分割し、人間どもが
お互いに意思疎通できなくしたという話です。イタリアには有名な螺旋の塔が
現存しています。さすが中世で最も進んだ建築学の国です。日本の会津地方に
さざえ堂という螺旋状の寺院建築物があります。1796 年の創建だとか、江戸時
代の日本の地方にも卓越した数学的発想ができる大工がいたようです。後世に、
こういった螺旋状の建築物は日本だけだと説明したがるのは、現地案内人だけ
ではありません。それも日本人の視野の狭さに起因しています。
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パンダの親指再考 (The Panda's Thumb of Technology)
テクノロジーには、ロックイン(lick-in)という現象があります。ロックインとは、
単純な技術性能や価格メカニズムだけではなく、最初に考案した技術者の気ま
ぐれというか初期条件によって、技術の普及経路が後世まで決定されてしまう
ことです。前巻で航空機のプロペラの回転方向を議論したことがありましたが、
プ ロ ペ ラ ピ ッ チ の 方 向 は 反 時 計 周 り が デ フ ァ ク ト ス タ ン ダ ー ド (de facto
standard)となっています。そこには、経路依存という、“同じ規格や技術を使っ
ている人が多いほどその効用が増す”という経済原則がうポジティブ・フィード
バックとして働くと書きました。他の技術が効率的に優れていても現在の方式
を捨てて適応するためのスイッチングコストがかかるため、デファクトスタン
ダートの地位を揺るがすことが難しくなります。この現象は、特にヒューマン
インタフェースに適用されます。身近な例として、コンピュータに情報をイン
プットするキーボードのキー配列に言えます。通常のキーボード配列は、タイ
プライターの配列(QWERTY 配列)を継承しています。QWERTY とは、コンピ
ュータのキーボードを眺めれば分かるように、アルファベットキーの最上段に
左から QWERTY と並んでいることから、そう呼ばれています。使用頻度の多
い EAS などが打ちにくいところに配置されていますが、多くのタイピスト、コ
ンピュータの利用者は、QWERTY 配列に訓練で慣らされることによって、不便
さを乗り越えていきます。これに対して、使いやすいキー配列が開発されてい
るにもかかわらず普及しません。その例は、国内のコンピューターメーカーが
開発した初期のワープロ(Word processor)のキーボードに見てとれます。肉食の
遺伝子を持ったパンダが笹葉を食べるように進化していく過程で、パンダは第 6
指を取得していきました。しかし、その機能は必ずしも機能的ではなく、その
機能を獲得する合理性もありません。そこにはかなりの確度での偶然性があっ
たろうと思われています。つまり一旦獲得したものは、そのままデファクトス
タンダードとして継承されるということです。
さて、ここで航空機のグラスコクピットについて、パンダの親指の視点から考
えます。最近の航空機の計器類は、大型機のみならず小型機までもがコンピュ
ータディスプレイに置き換わってきました。機長席(PIC)側には PFD(Primaru
Flight Display)が、副操縦士(SIC)側には、MFD(Multi Functional Display)と
いう画面が配置されています。コンピュータ画面上には、すべての情報が表示
されているわけではありません。それらは、飛行モードによって表示が異なり
ます。また基本情報以外の、それぞれの機能ごとに必要な情報は切替なしでは
表 示 さ れ ま せ ん 。 最 近 は C172 か ら B350 の Super King Air ま で が
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GARMIN1000 を搭載しています。この GARMIN1000 のヒューマンインタフ
ェースが稚拙なまま、業界標準(デファクトスタンダード)になってしまったこと
が問題なのです。このため、操縦士には第 6 指であるパンダノ親指を発達させ
る訓練が課せられてしまったという話です。
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理想要素 (Hypothesis testing)
論理の組み立ては、トラッキングのようなものです。ゴールまでの全てのマイ
ルストーン(milestone)の計画が重要です。そして、あらかじめ見越しておいた
ルートを、一歩ずつ足を進めるのみです。計画段階で、ゴールまでの作業の 60%
は済んだといえます。それでも突然眼前に、想定外の衝立した岩壁や大きなキ
レットが現われます。そんな行先を塞がれた場合には、巻き道(diversion)が必要
です。巻き道を使わずに、ダイレクトコースを進むことを理想要素(Ideal route)
といいます。ここでも、サイエンティストは、キレットを一気に飛び越す理想
要素を思いつきます。理想要素はまた、仮説(hypothesis)といいます。仮説の選
択には、観察と予測を決めるために科学的な手法が必要です。科学的でない仮
説はを単なる推量といいます。
フェルマの定理を証明したワイルズは、難解な証明の過程は暗闇の部屋に入る
ものだといっています。つまりルートが全く見えません。暗闇の中をいろいろ
な道具で探っていると、突然部屋の灯りをつけるスイッチを見つけたといって
いました。数学は、ひとつひとつの論理の正しい定理を積み木のように重ねて
いくものです。それぞれの正しい論理をつなげることがルートの選択です。一
挙に結論に飛び越す見識を身につけることは、不可能です。もし、一望できる
見識が目覚めたら、それを予想と呼んでいるようです。

.
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仮説を設けるな (Never assume anything)
理想要素のために仮説を設けて検証しようとするのが科学の姿勢ですが、ここ
ではその真逆の話をしましょう。コンピュータプログラミングの世界で、アマ
チュア (Amateurism) とプロフェッショナル (professionalism) の違いを以前
書きました。アマチュアの方の中にもすばらしいセンスのあるプログラムを書
ける人がいます。しかし,プロとは、顧客ニーズに基づき、標準化されたコード
で保守性や拡張性を考慮し、しかも一定の品質を至るところで保証するプログ
ラミングができなければなりません。いいアイデアが浮かんだからといって勝
手な機能を書き込んではいけません。また、プログラムという生産物の納期を
守れなければプロとして顧客を失ってしまいます。ときには嫌な仕事でも引き
受けなければなりません。いかなる仮説も設けるな！Never Assume Anything
がプロの心得といえます。
ジェネアビの世界でアマチュアとプロの違いを考えてみましょう。パイロット
は、皆が皆安全運航を考えています。それはプロフェッショナルとして当然で
す。もし、周囲の迷惑を考えず、無謀運転する人がいたとすれば、そのような
パイロットは論外です。また、パイロットには 3 次元を飛ぶという運動感覚を
維持するための技量維持が求められます。そのためには普段の経験の維持、継
続的な努力や研究が必要です。アマチュアというと自家用操縦士を頭に浮かび
ますが、職業パイロットでなくても 1,000 時間を超える飛行時間の経験とか離
着陸の上手いアマチュアパイロットも少なくありません。ここではライセンス
の種類に言及しているわけではありません。しかしながら、プロ・アマ問わず
運転の上手い人には、応用操作が目立つ傾向があります。またチェックリスト
など使わない人も少なくありません。慣れているからそんなものは不要という
のでしょう。しかし現実には、そういった基本を疎かにしていたことからウッ
カリミスによる事故やインシデントが発生する可能性が少なくありません。上
手い人ほど事故に遭う確率が高いのがこの理由によります。安全運航を追求す
るには、操作は常に基本に忠実でなければなりません。特にレギュレーション
に対するコンプライアンス意識は重要です。安全性、経済性、快適性など交通
機械に求められる品質維持は、その責任を自覚している運航者のコンプライア
ンス意識が前提です。

17

Daemon on the Prop 3

科学の常識は非常識から (Common sense is irrational)
台風の中心に吹き込む風の向きが北半球では反時計回りということは多くの人
が知っていますが、上空では時計回りに噴出していることをあまり知りません。
この構造は、低気圧でも同じです。北半球において、地上に風を背にして立つ
と、低気圧の中心は左手前方の方向にあります。この法則は、気象予報士やパ
ロットがよく気圧配置の説明に使います。
さて、日本の南岸を低気圧が通過し天候が崩れるとき、地上では北東の風が吹
き出すことを、太平洋側に住む昔の人々は経験的に知っていました。したがっ
て、北東の風に乗って雨雲も覆い被さるように広がってくるのではと、人々が
素朴に思うのが自然です。しかし衛星写真を見ていますと、雨雲は西から東へ
移動していきます。「夕焼けは好天の印し」というわけで、観天望気と言われ
る所以です。では、天候の変化する方向と風向きが何故反対なのでしょうか？
エマグラムなどのデータが無くても、地上と上空の風向きが異なることを知っ
ていた人も当然いた筈です。動力も舵も持たない気球は高度を変えることで目
的の方向へ針路を取ります。空気の流れを 3 次元の立体構造で見ているから可
能なのでしょう。航空機も無く高層観測が難しかった時代、上空と地上の風向
きが逆になることなど理解しがたかったことだろうと思います。街中やビルの
中にいることが多くなった現代人は、そもそも風向きに関心がありません。衛
星写真が一般的になり、天候の動的変化を誰でも眺められる時代になると、経
験則も忘れ、逆に悪天候時には西風が吹いているのだろうと思う人が増えてい
ます。
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台風の目(Eye wall)からの吹き出し

台風の構造 1

台風の構造
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トップダウンとボトムアップ (Topdown and Bottomup testing)
トップダウンか優れているのか、それともボトムアップが優れているのか。こ
の問題は、システム論においても究極のテーマです。どちらか一方が他方に優
れているとは言い切れませんが、それぞれの利得を考慮し目的によって使い分
けが必要です。そんなシステム論の視点で、政治構造を考えて見ましょう。明
らかに日本社会も含め東アジアの社会はボトムアップ社会です。下から意見を
積み上げた形式にしなければ社会組織の合意が図れません。根回しはどうして
も必要な意思決定システムなようです。狩猟社会の移動民族が土地に根付いて
農耕社会を築いていくうちに、このようなシステムが成立したのでしょう。ボ
トムアップでの意思決定には、a little, too late になりがちなのです。しかも、
下層の多くの意思を集約して上層に積み上げる過程で小さな齟齬が蓄積されて
いきます。これが予算獲得のための積み上げとなると、大きな無駄が入り込ん
でくることになります。
式で表しますと；
(A + α) + (B + α) + (C + α) + ・・・ = (A + B + C + ・・・) + (n * α)
ここで、(n * α)は決して小さな数字ではなくなります。一方、狩猟社会ではトッ
プダウンが有効です。意思決定の迅速さがその利点です。また配分される予算
には、無駄(n * α)が入り込み難いかもしれません。
母集団を A + B + C + ・・+ n とすると
(A + B + C + ・・・+ n-1) / 母集団 =< 1
しかしながら、トップがすべての裾野を見通すことはできませんから、すべて
の人を満足させることはできません。手当ての漏れや問題が潜在化したりしま
す。つまり、不平や不満が必ず蓄積されていきます。それでも優先順位さえ正
しく設定されていれば、全体として動いていきます。つまり時間要素が入るこ
とで問題を解決できる視点を持つというものです。今、何事も決定できない日
本に求められる政治システムは、トップダウンかも知れません。この話の続き
はは、後半で、優遇税制と補助金のところで詳しく議論したいと思います。
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地球は温暖化か、それとも寒冷化か (Getting Warm or Cold)
寒かった 2011 年の冬からして、地球は寒冷化しているのではないかと言う人がいます。
その年のニューヨークはかなり暖かな日が続いていました。地球温暖化は、局所的な
暑い寒いで議論すべきものではありません。太陽から受ける熱量と地表から宇宙空間
に放熱される熱量の総和の問題なのです。地表から宇宙空間へ逃げる熱量が、太陽
から受ける熱量より多くなると地球は冷えてきます。もし太陽から受ける熱量が変わら
ないとします。地表の熱を蓄え易い比熱の高い物質やガスが存在すると、結局、地球
表面は温暖化されてくることになります。さて、地表の大気や海面に熱が蓄積されると
それらに対流が発生します。また小さな循環、すなわち渦ですが、そのものの運動量
も大きくなってきます。最近のハリケーンや竜巻(twister)は大型化し、頻繁に発生して
いると観測されています。北米における竜巻は年間 11 万件程発生しています。これが
最近の気象が少しバイオレントになってきたのではと感じることに符合してきます。最
初に言及したように、冬が寒かったのだから温暖化というのはおかしいと思っている人
がいれば、もう一度言いましょう。暑い寒いは気団の配置の問題です。北半球の気団
を北極からみれば寒冷化した北極気団は一様に広がっているのではなく、その境界
は波状に波打っています。これを北極振動といいます。場所によって、あるときは北極
の冷たい気団が中緯度の方向に垂れ下がってくるし、逆に極の方向に上がってきたり
します。今年の冬は、日本付近の中緯度まで垂れ下がっているかと思えば、北米のニ
ューヨーク付近では局の方向へ持ち上がっていたことから、寒いの温いのといった差
が出てくるというものです。一方で太陽の活動にも、サイクルがあることが知られていま
す。ここ暫くの 10 年ぐらいの周期で停滞期に入るという人がいます。太陽から受ける熱
量に変化がでるだろうと推察するのは間違いではありません。しかし、そうだからといっ
て直ぐに氷河期に入るとは考えません。氷河期の出現は、地球内部のマントルの対流
の変化も考慮しなければなりません。そもそも、今われわれが遭遇している気象変化
は氷河期などのサイクルよりもかなり変動の間隔が短い地表の周期問題だと思われま
す。結論的に言えば、温暖化と寒冷化が同時進行しているといえるかもしれません。
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大気の流れの境界 (Border air conditioning)
地上の気象観測者よりもパイロットの方がより大気の動きを肌で感じる事ができると確
信しています。気圧配置図から地表に覆い被さる気団の動き、気団と気団の境界は数
値計算で推定できまが、直接その中を飛ぶパイロットの観察の比ではありません。実
は、大気の動きには大小さまざまな循環があり、メソスケールよりさらに細かなものが存
在しています。きめ細かなパイロットの観察の眼が、それら循環という 3 次元の動きの
理解を助けてくれるという訳です。この時期、冬型から春型の気圧配置に遷移して行く
過程では、地球の水平方向に数千キロにも及ぶ大きな気団がせめぎ合いをしていま
す。高層では猛烈な速度での気団の衝突が見られます。地表近くでは地形によって、
層流から乱流に遷移し運動量を変化させます。乱流においては流れの中の小さな渦
運動が粘性と同じように運動量を運ぶため，見かけ上粘性が増したように考えることが
できます．この見.かけの粘性を渦粘性といいます。その境界では絶えず押したり引い
たりしながら時には垂直方向のせん断力(wind shear)が発生しています。せん断力と
は地殻でいえば断層の様なものです。これは数十メートルといった範囲でも起こって
います。循環の渦に入ってしまう小型機は激しく上下し、ときには回転し、パイロットは
シートベルトをしていても頭を天井にぶつけることがあります。白波を立てる波間で小さ
な船が波頭から一気に落とされるのにもにています。こういう状態は Choppy を超えて
揉みくちゃ(be violently jostled, in a muddle)とでもいうべきでしょう。航空機はさら
に水平面でのせん断力も受けています。竜巻発生後の近傍など機体を刻むような振
動を感じることがあります。大型機は慣性重量(船舶の排水トン相当)があるので小型機
に比べると揺さぶりは大きくありませんが、それでも機体の前後で大きなせん断力が働
くと機体が折れてしまうことも考えられます。大気の運動量は勾配として捉えて理解す
べきです。大気の境界は壁と認識してもよいものです。晴天であっても壁は存在します。
これを CAT(Clear-Air Turbulence、晴天乱気流)とも呼びます。これは乱気流という
より大きなせん断力をもった気団の循環です。音速近くで飛ぶ航空機には、あたかも
衝撃波という境界に飛び込むようなもので危険極まりないものです。気象現象に付け
られ名前も流体力学の用語で定義していくとより正確な認識が可能になるのですが、
気象に専門家と流体力学の専門家に加えパイロットを含めるとまだまだ共通の言葉は
多くありません。
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流れの発散 ((Divergence theorem )
流体の力学を考えていくには、線形代数の知識が少し必要です。そこでベクト
ル場での流れの発散という話を少しだけしましょう。先ず、記号∇をナプラと
呼び、以下の偏微分で使用します。ちなみに、この名は、古代ヘブライ人の竪
琴(nebel) に似ていることに由来しています。

ナプラをスカラーに作用させると勾配(grad)を意味しますし、速度ベクトルとの
内積を取るとことで発散(div)を意味します。どちらもスカラー量です。この∇
ナプラは、後で回転や循環の概念を理解するのにとても重要なツールになりま
すので、紹介しておきます。
さて、次の式を、発散と呼び増す。
div・V = ∇・V = ∂V1 i /∂x + ∂V2 j /∂y + ∂V3 k /∂z
流れ場を使い、発散の物理的な意味を考えます。ベクトル場 A は何かの流れだ
とします。ベクトルの発散とは，湧き出し(source)や吸い込み(sink)を意味しま
す。さらに、発散とは、領域 V 内全体で新たに増えたり減ったりする流れの総
量と考えます。

S

V
いま，流体の圧縮性を考えていませんので，もし，湧き出しや吸い込みが全く
なければ，領域 V に流入する量と流出する量は同じになります。もし湧き出し
があれば流出量が多くなり，吸い込みがあれば流入量が多くなるのは自明の理
です。ガウスは次のような等式を示しました。これをガウスの発散定理といい
ます。
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発散の定理

左辺は、領域 V 全体での流量の増減を意味しています。右辺の中の A・ds は、
この領域 V の表面 S における、A の法線方向成分だと考えられます。右辺は領
域の表面 S 全域に渡って S を通過する流れの総量を表わしています。すなわち、
領域全体での増減 = 領域表面で出入りした量の差
が等しいことを示しています。

24

Daemon on the Prop 3

ユニバースとコズモス (The universe or the cosmos)
宇宙を意味する言葉にユニバース(universe)とコズモス(cosmos、発音はコスモスで
なくコズモス)がありますが、どう違うのでしょう？調べてみたら、ユニバースは、ラテン語
でした。その意味はラテン語で、Uni-＋vers、vertere(= 回転する) つまり、回転して
一つになったものを意味しているようです。唯一神が創造した天地万有の万物という
感があります。一方、コズモスはギリシャ語(Greek)で、秩序・宇宙・世界という意味で
使われています。この cosmos の反対語が Chaos です。つまり、ギリシャ世界では調和
がなければ宇宙ではありません。どちらも名詞として使用するには定冠詞 the が付きま
す。主観的で個人的な感想ですが、動的な動きはユニバースに感じます。多くの小宇
宙が集まっているというイメージにはコズモスの表現に感じます。
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春の嵐 (Gertrud)
“晴天なれど波高し(Choppy)”といった性質の悪い風が吹いていた最中、仙台ま
でのミッションで飛びました。その翌日は、太平洋南岸を通過する爆弾低気圧
の影響で全国に春の嵐(Gertrud)が吹き荒れました。ホームベースに帰投した前
日の夕刻はまだ穏やかな風だったので、つい、厳重なタイダウンをすることな
く帰宅してしまいました。ところが、夜になって、翌日の天気予報を聞いて、
「しまった！」と思わず叫んでいました。TAF では 54kt を超える南風を報じて
いたからです。飛行機は、EAST に向けて係留しています。また、ラーダーロ
ックも掛けるのを忘れていました。高翼機には大きなエレベータが付いていま
す。これを背風での強風に長い時間置いておくと壊れてしまいます。時は既に
夕刻を過ぎ、しかも明日は飛行場の休日です。「これは、エライこっちゃ！」
これから係留の向きを変えに行くのでゲートを開けて欲しいと、飛行場管理者
に電話しましたが誰も出ません。。結局早朝一番、既に南東からの強風の中、
係留方向を真南に変えるために出かけていきました。しかし移動性低気圧はそ
の中心位置に依って風向きは替わります。昼ごろには強烈な南風に変わりまし
た。そうなると、また機体には真横から強風が当たります。こうなるとラダー
のワイヤーに歪みや、ラダーそのものが壊れてしまう可能性は低くありません。
またその日の夕刻には西風に変わりました。またその翌日の早朝に飛行場に出
かけ、重い飛行機を西向きに係留し直してきました。進度が遅い低気圧でした。
結局 3 日連続で飛行場に出かけては、強風の中、老体を鞭打って働いてきまし
た。予報は当日だけでなく、飛行後、翌日の予報もよく見ていなくてはなりま
せん。ひたすら反省です。
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強風の中に係留
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温帯性低気圧と熱帯性低気圧 (Extratropical or Tropical depression)
掲題の低気圧は、どちらも移動性低気圧です。熱帯性低気圧は発達すると台風
と呼ばれています。今日のラジオのお天気キャスターの解説で、「今日の爆弾
低気圧と台風はどう違うの？ これだけ被害が大きいのだから台風といっても
良いのでは？」とラジオ番組のパーソナリティに聞かれ、「我々気象予報士も
この違いはないのに呼び方が違うのはおかしい」などと発言し、そのキャスタ
ーは台風と爆弾低気圧の違いを説明できませんでした。アホかいなぁ! お天気
キャスターがそんなことを言っていていいのでしょうか。台風は熱帯性低気圧
が発達したもので、赤道付近で生成され、風速が 17m (34kt)を超えたものをも
のと定義しています。一方、温暖製低気圧は中緯度で発生し、中心気圧や風速
の大きさでは台風にも引けを取りませんが、温暖低気圧の発生メカニズムが異
なり、相対的に軽い暖気が重い寒気と位置を入れ替わる際に解放される位置エ
ネ ル ギ ー に よ っ て 発 達 す る も の で す 。 こ れ は 、 熱 帯 低 気 圧 (TD, Tropical
depression)が水蒸気の上昇により発生するのとは異なっています。大気循環の
メカニズムで考えて説明してくれないと、只のお天気タレントで終わってしま
います。
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仙台空港 ILS RYW27
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象鼻雲 (Funnel cloud)

2012 年 5 月 6 日昼頃、つくば市北部で大きな竜巻(twister、tornado)被害が発
生しました。自宅からさほど離れていない街一帯が壊滅状態です。その時間、
10NM 程離れた飛行場にいて、ふと気づくと複数の CB セルが圧倒的な大きさ
で目の前に沸き上がっていました。何か異常な気配がしてカメラを向けました
が、まさかこの下で大きな竜巻が発生していたとは.......。屋根瓦が落ちた震災
被害の記憶が未だ色褪せないのに、また災禍に見舞われてしまいました。竜巻
が飛行場を通過したとしたら係留している航空機など津波以上に粉砕されてし
まうでしょう。また、直ぐ近くの地域一帯に降った 10 円玉大の雹被害が飛行場
まで及んでいたら、ジュラルミンの外板など酷く傷付けてしまったことでしょ
う。自宅に戻って、6 日 9 時と 21 時の上層天気図やエマグラムを記録しておき
ました。エマグラムの断熱曲線を見る限り朝 9 時の段階で、すでに極めて不安
定な大気の状態であることが分かります。
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航空機の運動学 (Steep turn)
前のコラムで急(steep)な傾斜を考えているうちに、急旋回(steep turn)を連想し
ました。久しぶりに航空の話をしましょう。大きなバンク角を取ると、スティ
ープターンが開始されます。そのまま放置しているとバンク角が増大し、旋回
半径は小さくなっていきます。さらに放置していると、角運動量保存則から驥
足が増加し、機首(pitch)を下げてダイブ(diving)するような動きになります。ス
ティープターンの初期挙動は運動学的に不安定状態にあるといえます。ダイブ
状態から脱するために、ヨーク(Yoke)を急激に引きピッチを上げようとすると、
過大な加重が掛かり機体を破壊してしまうかもしれません。マニューバでは、
バンク角を安定させるために補助翼に当て舵(counter aileron, ease the helm a
little)します。翼から静止される揚力は、旋回のための向心力に使われます。
このときの角運動量は保存されます。水平を維持するために、ヨーク(Yoke)を
引きピッチも少し上げておかなければなりません。このままでは速度が減少し
ますので、推力の増加も必要です。余剰エネルギーは揚力に転換されますから、
減少した揚力と加えたエネルギーを相殺するように加減します。これがスティ
ープターンのマニューバです。
さて、スティープターンを開始すると何故バンク角が増大してしまうのでしょ
うか。その安定性について考えてみました。
内側と外側では外側のほうが速度が速くなります。自動車旋回時の内輪差と同
じです。すると外側に働く揚力が内側より大きくなるためさらにバンク角を増
やす方法に傾斜していくと説明されています。そこで検証のため厳密に計算し
てみました。
条件として、機速を 120kt (62m/s)、スパン長を 12m、バンク角を 60 度としま
す。そのときの重心の位置旋回半径(円周)は、226m (1428m)です。翼端までの
距離は、+-3m (=12m * Cos60°* 1/2)とすると、内輪の半径(円周)が
223m(1400m)、外輪の半径(円周)が 229m(1438m)となります。
航空機重心位置での距離が、1428m で、360°旋回にかかる時間が 23sec となり
ます。内輪と外輪の角速度は同じですから、両翼端の速度は、それぞれ 61m/s
(117kt)、63m/s(122kt)です。
揚力は速度の二乗で変化しますので、63^2 / 61^2 = 1.07
すなわち揚力差は、+7%です。
僅かな差ですが、この不均衡がバンカ角を増加させていくようです。バンク角
が増大すると旋回半径が縮小し、角運動量保存則から速度が増加します。する
とまたバンク角が増加するという循環に入っていまうのが主な要因です。
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上反角と下反角の意味 (Meaning of Dihedral and cathedral)
上反角(dihedral)が、飛行機のウィングレベル(wing level,)の復元力(righting
moment)を生み出してくれます。ダイヘドラルという聞きなれない言葉は、二
面体(dihedron)や二平面を持つものなどの意味です。そこから、二つの翼の二平
面を接続する角度を二面角 (Dihedral angle)というようになりました。二面体
は、二面体群(dihedral group)を作ります。これは、回転と鏡影対称の両方を含
む正多角形(regular polygon,)のグループです。上反角をもった翼(dihedral
wings)もまたこの仲間です。また、複数ブレードをもつプロペラも同じこの仲
間です。そもそも、プロペラ・ブレードの対称性の奥深くに何かを感じたこと
が、一環のエッセイの書き始めでした。航空用語に、数学用語が直截的に使わ
れていることに本書のテーマとの関連性を感じます。グループ論の話は、後で
詳しくしましょう。今は、話を復元力に戻します。

この上反角による復元力メカニズムについて、旋回方向と反対側の翼面積の水
平成分が減るために揚力が減少するためと説明している操縦テキストがありま
すが、これは誤りです。誤った理解は、船舶の復元力の説明を引用していたよ
うです。翼に働く揚力は重力の方向とは関係ありません。無重力のなかでも空
気があれば揚力はキャンバの法線方向に発生します。船舶に働く浮力のように
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海面から法線方向には働かないからです。翼に発生する揚力を図のようにベク
トルで図示します。揚力自体は変わりません。上反角があることで、垂直成分
の大きさが変わることが、復元力の理由なのです。飛行機が何故飛ぶのかをベ
ルヌーイの定理(Bernoulli's principle、英語アクセントではベヌリ)で簡便に説
明するのと似た話です。簡便な説明は分かりやすいのですが、うそが少なくな
いことを知っておいてください。

有効表面積 R > 有効表面積 L

船舶の復元力

一方、固定翼機を正面から見て、主翼が胴体から先端に掛けて反り下がるのを
下反角(anhedral angle，cathedral angle)といいます。ロール軸の姿勢変化に対
して、さらにバンク角きを増大させます。揚力の方向の変化から横滑りを発生
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させるとの誤った説明が多いのも前述のとおりです。下反角は航空機の安定を
損なうため通常は使用しません。音速を超えた速度で飛行する軍用機では、後
退翼が使われます。後退角翼は抗力を減少させるだけでなく上反角と同じよう
にロール変化を水平飛行に戻そうと働きます。戦闘機には運動性が求められる
ために、安定性を相殺するための下反角が付けられています。

Mitsubishi F-1
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標準旋回時のバンク角を求める (Find bank angle for time turn )

標準旋回時(Standard Rate Turn)のバンク角を求める式を作ってみましょう。標準旋
回とは、1 分で 180 度の旋回率で旋回するものをいいます。この旋回率を、角速度とし
て ω と定義します。
ω = V / R (radian / s)
したがって、R = V / ω
ここで、標準旋回時の旋回半径 R が計算できれば、航空機速度 V は一定ですのでバ
ンク角が計算できます。前提として、速度を 130kt (67m/s)とします。
今、2 分(120sec)で 360 度(2π)の旋回をしたとすると、
ω = V / R = 120sec / 360 度 ( ≒ 0.33 sec/度 ) または 1 / ω = 3 度 / sec
さて、 R = V x 1/ω x 2π = 4133ft (0.7NM, 1262m)
R が求まれば、バンク角 θ は、mg g tanθ = mg v / R より、式を変形して
tanθ = V^2 / (g R)
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θ= tan-1 [(V^2) / ()]
ここで、メトリック系で計算してみると、V = 67m/s, R = 1262m を代入すると、
θ = 20 度
これから分かることは、標準旋回率時のバンク角の決定因子は、航空機の速度だけで
す。速度から旋回半径が決まり、旋回半径を得るためにバンク角が決定した、というこ
とです。毎回これを計算するのは大変です。そこで、ルールオブサムとして、以下のよ
うに求めることも可能です。
バンク角 = (航空機速度 / 10 ) + 7 (単位 kt)
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羽ばたき飛行機 (Flutter plane)

羽ばたき飛行機です。ゴム動力駆動のクランク機構を写真で示します。
自作するにはこの機構が参考になると思います。その羽ばたき飛行機を iPhone
で撮影してみました。巻き上げたゴムを両手で押さえてから発進させるので、
カメラを構える余裕がありません。それでも着陸寸前の様子を撮影できました。
地上に舞い降りる様子は、鳩のようです。飛行機黎明期には、鳥を真似れば人
でも空を飛べるのではと思ったのでしょう。たくさんの羽ばたき飛行機が考案
されましたが、成功には遠く及びませんでした。しかし、人の重さを支えて空
を飛ぶに必要な翼は、数メートルのスパンが必要です。それらの翼を羽ばたか
せる筋肉量は人間の筋肉では代替出来ません。そこに気づいた技術者は動力を
使って翼を羽ばたかせようと考えました。しかし、動物の筋肉に勝る収縮と伸
張を繰り返す機構と、軽くて高出力のパワープラントを作る技術はまだありま
せんでした。
その後、人は固定翼でなら空を飛べることに気づきます。推力を生み出すプロ
ペラも考案されました。流体力学の知識が少ない時代ですから、水汲み上げポ
ンプのようなスクリューのようなもので推力を得ようとしてしていました。日
本でも 120 年前の二ノ宮忠八が固定翼飛行機を考案しています。
高速回転する発動機で高出力を得られるようになると竹とんぼのような形状の
プロペラになり俄かに現実的になりました。その後ライト兄弟が有人初飛行を
成功します。二宮忠八が個体翼機を考案した 10 年後のことでした。以来、飛行
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機は固定翼になりました。もちろん回転翼機も発明されましたが、羽ばたき飛
行機の実用はなりませんでした。それが子供の玩具で、実現されていたわけで
す。低レイノルズ数の領域だからできる訳です。
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航空機のスピンとスパイラル (Spin or Spiral on an Aircraft)

自然界のスピンとスパイラルの議論に続いて、次にパイロットの視線でスピン
とスパイラルを考えて見ましょう。この両者の相違は前述したとおり、回転軸
の位置にあります。航空機の運動学的では、似て非なるものです。3 次元空間の
移動体には、ローリング軸、ピッチング軸、ヨーイング軸の回転軸が必要です。
航空機のスピンとは、ヨーイング軸を中心に独楽のように回転するものを云い
ます。またスピンには悪質なストールが付随し、機首を下に向けて急激に高度
を失います。高速巡航中に何らかの原因でブーメランのようなスピンに陥ると
制御不能に陥ります。一般意は、スピンはストールがトリガーになって発生し
ています。ストール時でも翼には僅かに揚力は残っています。両翼端の僅かな
揚力が左右均等でないと、飛行機は揚力がより少なかった方へ機首を取られな
がらひっくり返されるように回転します。つまり旋回しようと翼を傾けた反対
方向へスピンすることが少なくありません。スピン回転を止めるには、ローリ
ング軸を制御する補助翼（エルロン）が役立ちません。両翼に正常な揚力を発
生させるために、補助翼を中立にしてさらに機首を下に向けて加速しなければ
なりません。スピン回転を止めるには、ヨーイング軸を制御する方向舵（ラダ
ー）転方向へ効かせて揚力が発生してくるまで待ちます。この間、機首は地面
を向けたままです。この時間を待てずに昇降だ舵（エレベータ）引いて機首を
上げると、十分な揚力を得られる前に地面に激突してしまいます。
航空機の飛行経路がスパイラル（対数螺旋）になる場合があります。小鳥を追
跡する隼の飛行経路問題として前述したものと同じです。隼の追尾経路は、最
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初螺旋経路を取りますが、射程範囲に入ったと判断するとターゲットへのダイ
レクトコースに変更します。その臨海角は計算できます。ここではスパイラル
経路の話だけに留めておきます。ところで航空機操縦のマニューバにあるスパ
イラルと、追跡問題でのスパイラルとは関係ありません。こちらのスパイラル
は、小さな半径で降下するマニューバと定義されています。スパイラルがスピ
ンと勘違いされて理解されることがありますが、全くの別ものです。スパイラ
ルの回転軸は、回転半径の中心にあります。すなわち正常な旋回運動の範囲で
す。ただ小さな旋回半径かつ大きな降下率で降下しているものです。旋回半径
とレベルを保持すれば只のスティープターン（急旋回）です。スパイラル降下
時、旋回中心から外側の翼の揚力は中心側のよりものも大きくなるため、より
バンク（旋回角）を大きくしようとします。バンクを一定に保持することを怠
れば、旋回半径はさらに小さくなり、最後にはダイブになってしまいます。こ
のときの回転には角運動量保存則が働きますので、旋回中心に向かうにしたが
って速度が増加していきます。
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南極昭和基地上空に発生したオーロラをリアルタイムに観測して撮影
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対称性をさらに考える (Symmetry violation)
以前、対称性 (symmetry)について書いたことがありました。対称性という概念
は、現代数学における最も基本的な概念です。その対称性には、並進、回転そ
して鏡像対称性が考えられます。また、対称性の大きさを表すのに自己同型群
があります。例えば、多項式の固定部分群はその多項式の自己同型群です。3 枚
ブレードのプロペラでつくる正三角形と内接する円の交点で作る 7 個の点と 7
本の直線による結合構造(P, L)を考えます。L1 = {1, 2, 4 }であり、残りの直線は、
Lk = {1+k, 2+k, 4+k } (7 を法とする)で定義します。σ∈S7 が(P, L)で自己同型
であるとは、{i, j, k}が直線でしたら{σ(i), σ(j),σ(k) }も直線であることを意味
しています。

対称性の重要さは、物理学においてもその他の分野においてもしかりです。対
称性を測るグループの概念が、数学にとどまらず、自然の神秘を解き明かすキ
ーになっているよう思われるからです。例えば、組み合わせ論、素粒子論、回
転や循環といった力学、統計分野でも使われています。表現論としてのグルー
プの理論が、何ものにも深い洞察を与えてくれますのです。ループの理論の視
点があって、プロペラの奥に潜む魔物が見えてきた気がします。
さて、空間における回転の対称性を考えていきます。ある図形をある回転角で
回転したときに元の図形に重なる場合、その図形は回転対称性を持っていると
いいます。あらゆる図形は 360 度回転すると元の図形に重なりますが、これは
合同変換に過ぎません。1/2 回転して元の図形に重なるものは 2 回対称であると
いいます。1/3 回転回転して元の図形に重なるものは 3 回対称であるといいます。
任意の回転について対称であるものを等方的といいます。例えば，角運動量お
よびそれが保存するという事実は，空間が回転に関して一様であること，すな
わち，特殊な方向というものが存在しないということと密接に関係しています．
特殊な方向がない空間においては，一度回転を始めた物体は回転を続け，止ま
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っている物体は止まり続けます。例えば，角運動量およびそれが保存するとい
う事実は，空間が回転に関して一様であること，すなわち，特殊な方向という
ものが存在しないということと密接に関係しています．特殊な方向がない空間
においては，一度回転を始めた物体は回転を続け，止まっている物体は止まり
続けます。自然界の中で、対称性が認められるとは、ある意味で均衡したエネ
ルギー状態にあるといえます。その均衡状態から別の均衡した状態へと遷移す
ることを、対称性の破れ(symmetry violation)ということがあります。さらに少
ないエネルギーで安定した状態に遷移しようとするとは自然の摂理です。観測
者から見て物理的な相が転移するともいいます。対称性がよりエネルギーの少
ない状態あるいは別の安定した対称性に繊維するという考えは、形態学の視点
でも利用できそうです。

ある臨界点に作用する揺らぎが、系の分岐の方向を決定するという現象です。
この揺らぎは雑音であってもかまいません。何らかのトリガーによる分岐には、
蓋然性があるように見えるかもしれません。対象性の破れは、本来、無限個の
自由度を扱う量子論である場の量子論で使われる言葉です。ここでの対象性の
破れには、明示的な対称性の破れ(Explicit sysmetry violation)、自発的な対称
性の破れ(spontaneous symmetry vaiolation)、アノマリーによる対称性の破れ
(quantum anomalies)などの概念があります。明示的対象性の敗れは、摂動と関
連しています。ラグランジュの運動方程式に対象性を破る項を含ませるもので
す。自発的対称性の破れとは、ある対称性をもった系がエネルギー的に安定な
真空(vacant)に落ち着くことで、より低い対称性を持つ系へと移る現象やその過
程を意味します。実は、このような事象は、我々の日常生活の中にでも見られ
ます。力学の基本方程式は対称性をもつのに，そこに生じた結果には対称性が
破れているようなアノマリー(anomaly)な現象です。古典的な対称性が必ずしも
量子化した理論では保たれないことを意味しています。こういった対称性の破
れが新しい物理的内容の可能性を示唆していると思えます。
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回転を考える (Rotation or Curl)

以前に、航空機の旋回とスピンの違いについて考えましたが、ここではモノが
回るということをより普遍的に眺めてみました。そんな動機を呼び起こしたの
が、画面を指で叩いたりつまんで様々な回転のイメージを作れる iPhone アプリ
ケーションでした。視覚に訴えて回転を理解させてくれる優れものです。上図
の回転するト－ラスは、強い磁気でプラズマを閉じ込めるトカマク型核融合炉
を連想させてくれます。トカマク型核融合炉のような形状をトーラスといいま
す。楕円曲線(elliptic Curve)は、y^2 =x^3 + ax + b のような 3 次曲線です。
楕円曲線を複素数領域に拡張し、無限遠点を付加するとトーラスになります。
楕円曲線は、楕円とは関係ありません。数学では、楕円曲線が数論で有名なフ
ェルマの最終定理(Fermat’s last theorem)に関係しているのが面白いところで
す。また楕円曲線は暗号(elliptic curve cryptography: ECC)として利用されてい
ます。楕円曲線上の離散対数(discrete logarithm)を安全性の根拠とする暗号で
すが、この話題は、また機会を見て話しましょう。
航空機が回るという概念には旋回(turn)とスピン(spin)がありました。そして流
体の回転には、渦(eddy)と循環(circulation)があります。実際には、それらを組
み合わせたものが出現します。天体には公転(revolution)と自転(rotation)、さら
に連星(binary star)としての回転があります。旋回や公転とは、回転の中心が物
体の外にあるものをいいます。このときの物体の軌道は、円か楕円になります。
連星の回転の中心は、お互いの星の重心、つまり等しい回転モーメントを得る
地点ですから、異なる質量の星同士では、重心はお互いの星からの中間距離に
はなりません。連星はお互いを振り回す回転力で回り続けます。ブラックホー
ル周辺の星々にがすべてブラックホールに呑み込まれずに回転を続けるのは、
この理由です。素粒子の世界では、スピンと軌道(orbit)で表現します。軌道の数
学的な概念については、後で詳しく解説したいと思います。スピン(自転)とは、
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回転の中心軸が重量中心を通ります。そこに重力などの外力を与えると歳差運
動(precession)が現われます。これはジャイロ効果によるものです。

連星の回転中心

流動性のある物質の回転はより複雑です。流体には、渦が出現します。流れを
もったベクトル場に回転(∇)を掛けたもの(ω = u x ∇)を渦度ベクトルといいま
す。渦度という用語は、気象解析図 FXFE502 でも使いますので、パイロットに
も馴染みの用語です。
ここで、ω 流線を渦糸とも呼び、渦管が無限に細いものと考えます。ここで、完
全流体では渦は消えたり生まれたりしないことが知られています。これは先に
大気砲で記述したヘルムホルツの定理と呼ばれています。流れ場の中のある閉
曲線に沿って閉曲面の接線速度を周回積分したものを循環と呼びます。これを、
誤解を恐れずに直感的に説明すると、閉曲面上の各点で定義される局所的な回
転を全面に亘って足し合わせてしまうと閉曲線上の流れになってしまうという
ものです。渦度の強さは渦の中心から突き出ているトゲの大きさ∇x F で表現し
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ています。これはストークスの定理として知られています。循環については後
で深く考えます。

渦度の強さは渦の中心から突き出ている
トゲの大きさ∇ x F で表現される

ベクトル空間は、ストークスの定理やグリーンの定理などの有益な結果を導い
てくれます。ベクトルという言葉に馴染みのない方がいるかもしれませんが、
ベクトルとは力に大きさと方向をもたせたものです。これを支える数学分野が
線形代数です。さらに、ベクトル空間は、演算や公理が付与された群とみなす
ことができます。水素原子などの物理的構造は、対称性を扱う群(symmetry
group)でモデル化されます。渦や循環の考察を深めるにも、線形代数に加えて
群論を少し理解しておく必要があります。この後、機会ができたところで、代
数系や群論の概念にも少しだけ触れておきたいと思います。
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渦と循環 (Eddy and Circulation)
流体力学や気象学に出てくる渦度と循環について少し話をしたいと思います。
渦 (eddy, vortex) は日常生活のいたるところで観察されますので、特段の説明
は不要かもしれません。ところが、循環(circulation, rotation)というと直感的な
意味が伝わってきません。循環とは気体や流体における大きな回転です。渦と
循環の関係は、ある物体の角運動量と回転速度の関係に近いものです。角運動
量の保存があるように、循環との間にも保存則が成り立ちます。口から吐き出
したタバコの煙の輪がしばらく崩れずに漂う現象に見ることができます。循環
は流体に伴って移動し、流体の変形とともに変形します。流体が細く引っ張ら
れると、循環の保存から渦度が増大します。これは前述の角運動量保存則で説
明したのに似ています。
航空機の翼に働く揚力も循環で説明されます。ベルヌーイの定理(Bernoulli's
principle)だけで、翼に働く揚力を説明するには少し稚拙だったことを、新航空
講座などで指摘したことを思い出してください。
循環の物理的な意味を解釈してみましょう。S を半径 r、C によって囲まれた中
止 P をもつ円盤とします。渦とは速度を閉曲線に沿い一周する線積分で表され
ます。流れ場の中のある閉曲線 C に沿って， C の接線速度を周回積分したも
のを循環と呼びます。循環は，ストークスの定理(Stokes' theorem)を用いると，
渦度ベクトルの面積分に直すこともできます。別な言い方をすると、渦度を閉
じた領域で面積分したものが循環です。閉じた曲面内で隣接する渦の速度ベク
トルは互いに打ち消しあって、最終的に閉曲面の縁を回る回転だけが残るとい
う印象です。
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渦の強さ (Stokes’ theorem)
渦度と循環の違いを、ベクトル場でもう一度考えてみましょう。依然、発散の
意味を簡単に説明した際に、記号∇(ナプラ)を使用しました。

∇をスカラーに作用させると勾配(grad)を意味しますし、速度ベクトルとの内積
を取ると、発散(div)を意味します。3 次元空間で速度ベクトルとの外積を、(∇ x )、
(rot) または (curl)というような記号を使います。日本では rot と書くことが多
いのですが、英語圏では curl が一般的です。E. Kreyszig に学んだ者には curl
に親しみががあります。ちなみに、内積|v1|・|v2|はスカラー量です。外積
|v1|x|v2|とは二つのベクトルで生み出される新たなベクトルです。
さて、∇x v rot v つまり∇と速度ベクトルの外積が渦度(回転)の定義です。
循環は、閉曲線上の線積分 Γ = ∫ v・dl と定義します。この意味は、速度場を
閉曲線の周縁 L に沿って一周する線積分で表される量でした。この式は、以下
のように回転を使って変形できます。
Γ = ∫ v・ds = ∫ ∫ ( curl v ) ・ds
閉じた領域、すなわち閉曲面 S 内で面積分したものが循環です。ここで、閉曲
面は単連結であることが数学的条件です。閉曲面な内にあるすべての回転を総
和すると、曲面内の隣り合う回転のベクトルは相殺されて、閉曲面の周縁を周
回積分した結果しか残りません。これをストークスの定理と呼んでいます。

閉じた領域で面積分したものが循環でした。循環は流体に伴って移動し、流体
の変形とともに変形します。誤解を恐れずに言うと、循環と渦度の関係はある
物体の角運動量と回転速度の関係に近いものです。角運動量の保存があるよう
に、循環の保存性が考えられます。
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さらに、回転の物理的な解釈を深めていきます。
Sr を半径が r で円 Cr によって囲まれた中心 P を持つ円盤とします。
また、v(Q) ≡ v (x, y, z) を S における連続的に微分可能なベクトル関数とし
ます。
そのとき、ストークスの定理と 2 重積分の平均値の定理から、次の式が導かれ
ます。
∫ vt ds = ∫∫ ( curl v )n dA = [ curl v(P*)]n Ar
Ar は Sr の面積とし、P*は S の適当な点とし、少なくとも一つは存在します。
ます。これは、
[ curl v(P*)]n = 1/A・∫vt ds
のように書くことができます。
速度が v である流体の運動の運動の場合、積分
∫vt ds
を、Cr の周りの流れの循環といいます。
つまり、対応する流体の運動が円 Cr の周りの回転であるといえるのはどの範囲
までなのか、その尺度が与えられていると解釈します。
ここで、r を 0 に近づければ、次の式が得られます。
[ curl v(P*)]n = lim 1/A・∫vt ds
r ->0

すなわち、正の法線方向における回転成分は、対応する点の曲面における流れ
の比回転(単位面積当たりの回転、turnover ratio)とみなすことができます。

さらに、回転するブラックホールの強さは、法線方向に噴出すガスの強さで評
価できることと同等です。
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空気砲 (Air Cannon)
科学ミュージアムなどには、大気砲が置いてあります。TV のサイエンスショー
などでもよく実演されている、あの空気の大砲です。みかん箱程度の大きさの
段ボール箱を粘着テープで密閉して、一つの側面に直径 15cm 程度の丸い穴を
開けておきます。その穴から蚊取り線香を中に入れて煙を充満させた後に、段
ボール箱の両サイドを両腕の手のひらでポンと叩くと穴から渦輪(eddy、vortex
ring) が前方に渦輪が噴射されるものです。渦輪はその形を保ち、煙を巻き込ん
だままかなりの距離を高速で進んでいきます。
科学ミュージアムの解説員をしていて、科学を平易な言葉で説明するのがいか
に難しいかを感じます。この現象は、渦が流れから離れずに付いてまわること
を見せくれているものですが、なぜ、そうなるのかを説明は流体力学の連続の
方程式から説明しなければなりません。そこで、定理の存在でごまかしてしま
うのも一つの方法です。
完全流体の密度 ρ は圧力 p の一義的関数であり，流体に作用する力はポテンシ
ャルから導かれるものとしたとき，①渦なしの運動はいつまでも渦なしの運動
を続ける，②ある時刻に一つの渦線の上にあった粒子はいつまでも渦運動を継
続し，他の渦線に移動することはない，③一つの渦糸を形成している流体の実
質部分がどこへ移動しようとも，その渦の強さは変化しない
これをヘルムホルツの渦定理といいます。ベクトル場にはスカラーポテンシャ
ルとベクトルポテンシャルという本質的に異なる 2 種類のポテンシャル関数が
あります。どんなベクトル場も，スカラーポテンシャル場とベクトルポテンシ
ャル場の和として表わせるというのが ヘルムホルツの定理の本質です。まさに
渦が流体と共に動き、その過度が保存される様子を実見することができること
を示しているのが空気砲です。
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翼の周りの循環 (Circulation theory)

回転体に接する流体は粘性のために引きずられて運動し周囲に循環のある流れ
を生じ、これと回転しない場合の流線(stream)が重なった流線が現われます。
これはマグナス効果(Magnus effect)といわれています。また回転体の形状に沿
って流線間隔が狭くなるような変形を数学では等角写像といいます。
さて、回転体の回転方向の流れは速くなるので、ベルヌーイの定理によれば回
転体周囲に圧力差を生じます。ベルヌーイの定理とは、非粘性非圧縮性流体の
定常な流れは、流線に沿って静圧と動圧の和が一定であるというものです。
飛行機の翼に働く揚力も、回転体に接する流線と同じように説明できます。た
だし翼は回転しませんので、何故回転体と同じだというのか疑問を抱くかも知
れません。翼は回転せずとも、形状(airfoil)で同じような翼の周囲に循環のある
流れを作り出すことができるからです。もし粘性のない完全流体の中に置かれ
ていると仮定しますと、循環のある流れはできません、これをケルビンの定理
といいます。翼型後部にできる淀点(stagnation point)S は、翼後縁 T(trailing
edge)とは一致しません。これが粘性のあるら枯れの場合、後縁をまわり込む流
れが生じ、後援における流れの速さは非常に大きく圧力は非常に低くなります。
淀点 S には速度がありませんので圧力は低くなりませんので、不安定な流れの
状態といえます。結果的に流れは T で剥離し上向きの渦を生じさせます。後縁
にできた渦は翼から離れて後方に押し出され翼のまわりには反時計まわりの循
環を生じさせます。これと循環のない流れが重なり、淀点 S と後縁 T っをが一
致させた定常流ができます。これで翼に発生する揚力をベルヌーイの定理で説
明することができたわけです。定性的で簡便的な説明ですが、これをクッタ・
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ジューコフスキーの 2 次元循環翼といいます。この理論により、翼型が揚力を
発生させるには薄くて鋭い後縁が重要なカギであることを教えてくれています。
クッタ・ジューコフスキーは 1910 年に、2 次元循環翼に働く揚力は、流体の密
度と流速および翼方を囲む任意閉曲線に沿った循環の関数で表しました。ライ
ト兄弟が円弧翼型を使った有人飛行に初めて成功したのが 1903 年ですから、そ
の頃には既に翼型理論が考えられていたのには驚きです。技術より理論が遥か
に進んでいた頃の話です。

ベルヌーイの定理を中に浮くボールで見せる
ドライヤーからの風はボールの上を流れ、ボールの下には風はきていない。
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やはり光速は超えられない (Still consistency)
CERN(欧州合同原子核研究所)と共同研究している国内の某大学は、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と記者発表しました。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ということでした。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. 精密さを必要とする実験で、最も重要な計時システムに問題があったとの報
道は俄かには鵜呑みにできませんでしたが、2012 年 5 月までの再実験結果は否定的でした。
科学の常識が覆されるのではと期待したのは私だけではなかったかも知れません。これま
でのパラダイムが崩れるとことに、新たな可能性が芽生えるのも真理だからです。

by Cris Madden, Astronomy, Science and the Bible
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神の素粒子 (God’s paprticle)
物理オタク(Geeks)には 2012 年 7 月 4 日がエポックメーキングな日になりました。 最
後の未発見粒子である Higgs Boson 粒子らしい粒子を発見したと、CERN(欧州合
同原子核研究所)が発表したからです。数日前に国内の同様な大強度陽子加速器
施設を持つ J-PARK で、この話題を話していたところでしたので驚きのタイミングで
す。CERN のスポークスマンによると、まだ何パーセントか残された検証を慎重に進
めることが必要だとしていますが、このプロジェクトに関連している日本側某大学研究
者の記者会見での解説では確度をもって発見したとの内容でした。Higgs Boson
粒子とは、素粒子に質量を与える理論的な粒子で、長い間その存在の確証が待たさ
れていました。“This is something that may in the end be one of the biggest
discoveries or observations of any new phenomena that we’ve had in our
field in the last 30 or 40 years.” ヒグス理論提唱者だけでなく、実験を推進してき
たチームにもノーベル物理学賞の栄誉が与えられるのは間違いないでしょう。この検
証により、素粒子論における標準理論が完成するとのことです。この粒子の発見によ
って、宇宙起源の解明がさらに進むことを期待しましょう。

CERN 陽子加速器
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気候にもウロボロスの蛇が棲んでいた (Ouroboros lives in climate)
前巻で宇宙にも気候があることを話しましたが、今回はその続きです。地球の気候は太陽
活動に依存しています。氷河期や地球温暖化の周期は太陽活動の周期に併せて変動してい
るようです。一方で、宇宙空間から飛来する銀河宇宙線(GCR)が地球の雲の形成を誘起して
いるという仮説があります。太陽の磁場が、直接地球に降り注がれる宇宙線量を減らす役
割を果たしているというものです。太陽活動が活発になると太陽磁場も増加し、地球に降
り注がれる宇宙線の量が減少します。その結果、地球の雲の量が減少し気候が暖かくなる
という可能性を指摘いたものです。たしか、空気中において宇宙線によって放出された電
子が雲の核形成の触媒として作用することが明らかとなった実験がありましたが、温暖化
や寒冷化に影響を与えているとの検証はありません。しかしながら、気候にもウスボロス
の蛇(Ouroboros)が棲んでいたようです。素粒子の話に結びつけて気象の物理現象が説明さ
れるようになってきたのは間違いないようです。
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月は地球へ落ちてこない (Why the Moon doesn’t fall on Earth)
2012 年 5 月 21 日朝 7 時に金冠日食がありました。日本の太平洋側の広い範囲で観
測されたため、多くの国民が俄に天文ファンになったような騒ぎです。太陽と地球の間
を月が横切るために起こるのが日食です。地球と月の距離は 38 万 4000km ですが、
地球と太陽の距離(1 億 5000 万 km)が一定ではないため、皆既日食になったり部分
日食になります。昔、朝永振一郎監修の物理学教本には、月は地球の引力に引かれ、
いずれ地球に落下すると説明していました。人工衛星は地球の引力に引き寄せられ
て燃え尽きてしまいます。ところがレーザー光による観測によると、月は平均して
3.8cm/年の速さで地球から遠ざかっているようです。地球と月は相手の質量を無視で
きないので、お互いの角運動量を合わせ保存していると考えます。月による潮汐と自
転からの摩擦によるエネルギー損失で地球の自転速度は減速しています。地球ー月
系の角運動量が減れば、月の質量が変わらない限り、月は地球から離れた起動を回
ると考えられます。この問題の見解を WEB 上で調べると、月は地球の引力に引かれ
て落ちてくる、と回答している内容が少なくありません。晩年科学啓蒙活動に熱心だっ
たノーベル賞受賞者監修のテキストであっても、半世紀で現代の見解と違ってくること
に、科学の常識の危うさがあります。
.
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彩雲 (Iridescent cloud)

彩雲が 26 日の正午から 1 時間程、関東平野上空に現れました。彩雲とは、太陽光が
巻積雲や高積雲に含まれる水滴で回折しで虹と同じように 7 色に輝いて天空の中に
見えるもので大気光象の 1 つです。決して珍しい現象ではないと云いますが、見た記
憶がある人は多くないのではないでしょうか。ところで、昔から人々はこの現象を吉兆と
して捉えてきました。航空機のドアを開けて地上に降り立ったときに、彩雲が見られ始
め、タイダウンをして清掃している間、頭上に輝いていました。「うん！ きっといい事が
起こる前兆に違いないい！！」
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スピンとスパイラル (Spin or Sriral in nature)

対数螺旋

隼の捕食パス

スピン（spin）とスパイラル（spiral）は、サイエンティストにとってもパイロットにとっても
関心事です。スピンとスパイラルを混同している向きも見受けられるので、このスピンと
スパイラルを少し話題にしてみましょう。
スピンとスパイラルは、自然界ではよく見られる基本的な事象です。恒星や惑星は、独
楽（gyro）のように自転,（rotation）し角運動量（angular momentum）を持つのが普
通です。電子やクォークなどの素粒子およびそれらから構成されるハドロンや原子核
や原子のスピン（Spin）は、量子力学的（quantum mechanics）な自由度の 1 つです。
銀河の中には多くの星雲が渦巻く様子が描かれています。渦巻きは銀河の中心にあ
るブラックホールスパイラル（螺旋）軌道を描いて飲み込まれていて、その軌跡は対数
螺旋（logarithmic spiral）のようです。恒星あるいは惑星の周囲を回る衛星は、一定
の軌道で公転（revolution）しているといいます。一定の軌道を再帰する場合はスパイ
ラルとはいいません。スピンの説明は質量を持った粒子での説明が分かりやすいです
ね。一方、流体や電流では、渦（eddy）という概念が理解しやすい感じがします。流体
に中心に引き込む力が働きますと角運動量保存側により渦巻状の対数螺旋の回転に
なっていきます。これは、低気圧（depression）の中心部に向かって渦巻く雲の流れと
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同じです。その他にも対数螺旋は自然界の至る所で観察されます。例えば隼が小鳥
を捕食しようとする飛行経路は対数螺旋の軌跡を描きます。（隼かとる追尾経路を観察
すると、射程範囲に入ると螺旋経路から離脱しダイレクトコースを取ることも知られてい
ます。この話題は、航空機の追尾コースとして別途議論したいと思います。）動物の角
や象牙など硬化する部位で本体の成長に伴って次第に大きい部分を追加することで
成長するような場合にも対数螺旋になっています。相似な多角形を連ねていくと、対
数螺旋に近い形を描くのは不思議な数学的に面白いものがあります。また生物が連
続的な成長を遂げるようにと各断片を小さくしていくと図形の境界線はちょうど対数螺
旋を描いていきます。こういった生長の速度（ピッチ）はピッチと呼ばれていて、生物に
よって異なります。サザエでは約 10 度、アワビでは約 30 度、ハマグリでは約 50 度程
度です。ピッチが小さい場合巻貝のようになり、大きい場合二枚貝やアワビのような殻
を形成します。オーム貝のピッチを黄金比(1.6180339887…)で説明しているのを見
かけますが間違いです。植物の葉列は黄金螺旋（フィボナッチ数列）で説明できます。
黄金螺旋 (golden spiral)とは黄金比に関連した対数螺旋の一種です。自分の枝の
葉が太陽光線を最大限に受けられるように，最適に枝をつくります。この葉列を作るた
めに分割された角度は黄金比(1 : 1.61803...)に収束していきます。黄金比の性質は，
美しいだけでなく，長方形の中にぴったり収まるという意味で形の上での最適な状況
を表しています。
.
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3 等分屋 (Trisector)

定規とコンパスを使って任意の角を三等分する問題(trisection)は、ギリシャの昔から
有名な数学問題でした。この作図問題が 180 年も前に不可能であると証明されても、
未だに WEB 上に解けたとする投稿が絶えません。こういう人たちを三等分屋
(trisector)と言うんですよ。三等分屋さんたちの努力には感心しますが、徒労(idle
gossiping)の範囲から出ていません。未知の物理学的な発見はいくらでもあるでしょう
が、数学的な証明は普遍です。
角三等分を方程式で書くと、
X^3 – 3X +1 = 0
三角関数の 3 倍角の公式からもこれは導けます。
cos3α = 4cos^3α - 3cosα
両辺を 2 倍して、2cos3α = 8cos^3α - 6cosα の 2cosα = x とおけば、
2cos3α = x^3 - 3x
ここで 3α = 120°とすると、cos3α = 1/2 となり、X^3 – 3X +1 = 0 と同じです。
さて、この方程式は有理数解を持ちません。ガロア群に入る置換の数を見ると、定規と
コンパスのみを使って 120°の角を三等分すること、すなわち 40°の角度を作図できな
いことが分かってしまいます。にもかかわらず新たな解釈や似非証明が次々出てくるる
から面白いものです。
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定規とコンパスを用いた作図問題 (Ruler-and-compass construction)
任意の角を 3 等分することや、x^3 = 2 に等価な立方体の体積を倍にする問題
(Doubling the cube)の作図は不可能なことを以前にも書きました。定規とコン
パスだけを用いて描くことができるものは何でも、加減乗除と平方根を有限回
用いることで代数的に表すことができますし、またその逆も真です。無理数も
作図できます。作図可能直線や作図可能円の方程式は，二つの作図可能点(a,b)
と(c,d)を結び、作図可能点(α、β)を中心に作図可能距離 r を半径とすることで描
かれるものです。
(a – c) x + (b--d)y = (ad – bc)
(x – α)^2 + (x – β)^2 = r^2
これらを連立して得られる 1 次方程式や 2 次方程式も，作図可能数体上の方程
式です。 1 次方程式の解は，移項したり両辺を割ったりすることで，係数を四
則演算した形として解を表現できますので，解も作図可能数です。2 次方程式も，
2 次方程式の解の公式を思い出せば，やはり係数の四則演算と平方根だけでだけ
で表現できますので，やはり作図可能数だと言えます。
結局， 作図可能数とは， 作図可能数体上の 1 次方程式か 2 次方程式の解とし
て得られる数と，それらを四則演算し平方根を取ることで組み合わせて作れる
数だけ だということが分かります。
平方根を取る操作を一回行うと， Q が Q(√a) に拡大されたように，拡大体を
考えなければなりませんが，その拡大次数は 2 です。この操作を続けていくと，
作図可能数は，有理数体の 2^n 次拡大体に含まれる数であることが分かります。
作図可能数は有理数体 Q の代数的拡大体ですから，超越数である Π や e も作
図不能だと分かってしまいます。

X^3 – 2 = 0
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正五角形と黄金比 (Equilateral pentagon and Golden ratio)
多角形のうち、正五角形は誰しも美しいと感じるようです。また、正五角形は定規とコン
パスだけで作図できます。面白いことに、一辺と対角線の比は、黄金比になります。

辺の長さ AB = 1 として、BE : EA = AB : PE の比をとると、 X : 1 = 1 : (X-1)
すなわち、この比例し式は、 X~2 – X -1 = 0 と変形できます。この 2 次方程式の正
の解は、 X = (1 + √5) / 2 となります。これが黄金比になることは、前に書いたとおり
です。正五角形を見て安定感を感じるのは、実はこの黄金比に理由があったようで
す。
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自由エネルギーとトポロジー (Free energy and Toplogy)

また表面張力(surface tension)の話です。シャボン玉(soap bubble)は球形をして
います。これは表面張力によって最小の表面積を取ろうする液体の性質による
ものです。人が入ることのできるシャボン玉発生装置なるものがあります。大
きな円盤状の縁にシャボン液を入れ、フラフープのような大きな円状の枠をそ
の中に浸し、静かに頭の上まで持ち上げると円筒状の大きなシャボン膜(film)が
できます。大きな円筒状の虹色に輝くシャボン液の膜の中から外側を見ること
ができるので、子供たちには大人気です。（これをシャボン玉発生装置と名付
けているのは数学的に正しくないですね）シャボン玉は表面張力を直接見るこ
とのできるよい実験例です。前コラムで記述したとおり、表面張力は単位面積
あたりのギブスエネルギー(Gibbs free energy)と等価です。液体の分子はお互い
を引き合って自由エネルギーを最小の状態で安定しようとします。その結果、
閉じた 3 次元空間では液体は球形になりますが、ここからトポロジー(topology)
を考えてみましょう。
円筒状のシャボン膜は、表面張力のために、そのまま円筒状を維持できません。
シャボン膜の中央が括れてきて、小鼓のような双曲線関数のグラフの形になっ
てきます。球体の表面張力の場合には、x^2 + y^2 = 1 という関係を保つよう
に、球体表面上の分子間結合力は均等に引き合い最小の表面積を作っていきま
す。シャボン玉発生装置による膜を上下に引き伸ばし、最小の表面積を作ろう
とします。すると、双曲線関数のグラフの形状になります。これを、図で描い
てみました。
x^2/a^2 - y^2/(a^2-c^2) = 1
PQ-PR = 一定
途中で割れない膜があるとすると、円筒状の表面積を最小にしようと収縮する
ため、上枠と下枠の中間地点から円周を最小にしようと変形していきます。最
小の表面積は円だからからです。絞られるにしたがって、上下二つの円錐にな
ろうと双曲線関数の傾斜がスティープになっていきます。この過程で通常のシ
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ャボン膜は割れてしまいますが、割れないように上手に絞っていきますと、円
錐の頂点で千切れて上枠と下枠の円の膜になろうと変化するように思われます。
シリンダー状のシャボン膜表面の張力は開いたままでは膜を維持できないから
です。しかしながら、実際にその過程を観察すると思考実験とは違いました。
上下円錐の頂点が限りなく上側に移動してきます。シャボン膜が張力で中央を
絞られ円錐になろうとすると、上下の円錐の張力は均衡すべきです。しかし、
ここに重力が働くとシャボン膜液の多くが括れの下側に移動します。結果は下
側の円錐の体積を最大にしようとして、上下に分断されることがわかります。
安定できる膜の形は、3 次元では閉じた球面のみです。千切れる際に、小さな球
状のシャボン玉も生成されます。分断されたの下側の円錐は、シャボン膜液が
多いのでドーム状のシャボン膜を作り安定しなおします。
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素数の秘密事始 (Prime number)

素数とは、1 と自身意以外の正の約数を持たない数のことで、英語では Prime
Number と云います。プライムとは 主要な, 第一の, 最も重要なという意味で
す。名前の響き良さから、電話番号、自動車の登録番号、何かのパスワードな
どに気に入って使っています。100 以下の素数を並べて見ますと；
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79,
83, 89, 97....
素数は無限大に存在します。コンピュータを使って最大の素数を見つけるのも
競い合ってになっています。そんな素数の最大値を書き記してもしかたがない
と言うかもしれませんが、2^43,112,609 − 1 まで見つけられています。実は、
暗号理論(encryption)にもそんな大きな素数が利用されています。公開暗号には、
桁数が大きい合成数の素因数分解(ある正の整数を素数の積の形で表すこと)が
困難であることを安全性の根拠として素数を利用しています。
自然界に現れる素数の一例として、素数ゼミと呼ばれるセミの一種が生息して
います。
米国に分布するこのセミの成虫は、13 年ないしは 17 年間の素数周期で大量発
生するそうです。このセミが素数周期で発生する理由は、寄生虫や捕食者に対
抗するための進化であるという説や近縁種との交雑を避けるためではないかと
いうことです。
素数はゼータ関数(Zeta function)など素数を研究する数論分野だ重要なテーマ
となっています。また素数が物理学の世界でも面白い話題を提供してくれます。
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素数に関する興味は尽きません。少し書いたら、永遠に書き続けなければ収ま
らないかも知れません。それでも、少しづつ書きつづけたいテーマです。
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折り紙の数学 (Mathematics of paper folding)

数学的には解けないが技術的には解決できることは少なくありません。作図不
可能問題では折り紙が可能にしてくれます。そういった折り紙の数学
(Origamics, Mathematics of paper folding）に興味が惹かれます。ちなみに折
り紙という言葉は、そのまま Origami として世界で通じます。
角の 3 等分問題と並ぶ作図不可能問題に、立方体倍積問題 (Doubling the cube)
があります。この問題は、x^3 - 2 = 0 を解くことに帰着します。立方体倍積問
題とは、一辺の長さが s、体積が V= s^3 のある立方体に対し、体積が 2V、つ
まり一辺の長さがの立方体を与える問題です。目盛りの無い定規とコンパスだ
けでは、作図できないことが知られています。アポロンがもたらした疾病を鎮
めるためにデルフォイの神託を求めたデロス島の市民の故事からデロス島の問
題(Delian problem)としてよく知られています。プルタルコスによると、プラト
ンはエウドクソス、アルキタス、メナケムスにこの問題を出題したが、メナケ
ムスはメソラピオ(比例中項)を使いこの問題を解きました。メソラビオ（比例中
項器）は、ギリシアの三大問題のひとつ、立体の倍積問題の解答を与えるため
に作られた道具です。具体的には、3 乗根を求めるために、2 つの比例中項を作
ることができます。ヒポクラテスは、この問題はある線分と 2 倍の長さの別の
線分の 2 つの比例中項を求める問題と等価であると発見しました。しかしこれ
は数学的な方法ではありません。折り紙で立方体倍積問題を解いてみましょう。
図形の中で示されるように 3 折りの折り目を付けることにより解決することが
できます。先端上に点 P を置き、底辺の端点を P に重ねて折ります。先端につ
いた折り目跡は別の折り目跡 Q に重ねます。長さ PB は、AP の長さの 2 倍の立
方根になるでしょう。
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オリガミクス (Orogamics)
コ ピ ー 用 紙 を 折 り 紙 に し て 作 る 三 角 定 規 (setsquare) 、 正 三 角 形 (regular
triangle)、正五角形(regular pentagon)、さらに六芒星((hexagram)には、とて
も興味深いものがあります。“芳賀の定理(Haga’s theorem)”で著名な芳賀和夫
先生から折り紙で正多角形を作る方法を教えていただきました。折り紙の数学
を、折り紙(Origami)と数学(Mathematics)を合成してオリガミクス(Origamics)
と呼んでいました。

さてコンパスも定規も使わずに、折り紙で直角三角形を作ってみましょう。AB
の中点から辺 AD に平行に折り曲げて折れ目を引いておきます。辺 AB と同じ
長さを保って、点 B を中心線に合せます。その点(Node)を E とします。すると、
折れ目 AF が描かれます。折れ目 AF に辺 AG を合せるように折り目をつけます。
すると折れ目 AE ができました。この 2 ほんの折れ目が、角 A の三等分線
(trisection)になっています。AB = AE ( ∠BAE = ∠FAE )、 AF = AG ( ∠
FAE = ∠EAG )∴ ∠A は 30°で 3 等分されました。直角の三等分はコンパス
だけでもできますので、これは多角形の内角を作る簡単な例でした。また、BF =
FE = EG です。FG で折り畳み込むようにすると、三角定規が完成します。五
角形になると、内角が 108°ですから簡単には折りこめません。
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線分の等分割

(Haga’s theorem on a square paper)

折り紙といっても、日本と海外では使用する紙の縦横比がことなります。日本
の折り紙は、伝統的に正方形(a square paper)です。色は表のみで表裏の区別が
あります。折り紙には、とても手が掛かっているということです。海外では事
務用紙(Paper sheets)をそのまま折り紙に使うことが多いようです。ご存知のよ
うに、事務用紙のサイズは、日本(B 判)や欧州(A 判)と米国(レターサイズ)とで
異なります。

正方形の 1 辺を 3 等分(Haga’s theorem on a square paper）
まず正方形の折り紙を使います。上の図は、前にも出てきました。辺の長さを 1
とすれば、線分(line) AP=BP=1/2 です。また、AS=x とすると SP=1-x です。三
角形 ASP にピタゴラスの定理を適用して、(1 - x)^2 = x^2 + 1/4 より、x = 3/8 が
得られます。 三角形 ASP と三角形 BPT が相似(similarity)で、AP = BP = 1/2、
AS = 3/8 より、BT=2/3 となります。（芳賀の第 1 定理）

辺の長さを 1 とすれば、PB = PS = 1/2
BT=x とすると、ST=1-x
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三角形 PTB にピタゴラスの定理を適用して、(1/2+1-x)^2 = x^2 + 1/4 より、
x=2/3 が得られます。したがって、BT=2/3 です。（第 2 定理）
このほかに第 3 定理まであるようですが、線分の 3 等分はこれまでとしておき
ます。
線分の 3 等分 (Haga’s theorem on a rectangular paper)
ここでは、普通の事務用紙(a paper sheet)を使って、線分の 3 等分を下図のよ
うに求められます。事務用紙は A 判・B 判・レターサイズを問いません。

AB を 1、AD を L とします。上図の交点 N(3)の座標を(x, y)とします。
線分 ED は、y = (x + L) / (2L)、一方、線分 BF は、y = 2x / L
ED = BF から、x = L / 3、 ∴ y = 2 / 3 が得られます。
次に、5 等分を求めてみます。
AB を 1、AD を L とします。上図の交点 N(5)の座標を(x, y)とします。
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線分 ED は、y = (x + L) / (2L)、一方、線分 FC は、y = -2x / L + 2
ED = BF から、x = 3L / 5、 ∴ y = 4 / 5 が得られます。
さらに進んで７等分、9 等分へと発展できます。
参照資料；Precise Division of Rectangular Paper into an Old Number of Equal Parts
Without Tools: (Origami Exercise), Fifth International Meeting of Origami Science,
Mathematics, and Education
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算用数字

(Arabic figures)

数字の表し方と計算能力は密接です。現代では世界のどこでもアラビア数字
(Arabic figures)が使われていますが、アラビア数字の源泉はインド数字です。
数字のゼロを扱い始めたにもインド数字が最初です。ゼロ(0)という数字は計算
能力を革命的に高めるのに役立ちました。0 から 9 までの 10 個の数字を使う 10
進法計算が確定していました。アラビア世界との交易を通して、ヨーロッパに
アラビア数字が伝わったのは 10 世紀頃のようです。そのときはまだゼロは欠落
して伝わっていたようです。アラビア数字が伝わる以前、古代ローマではロー
マ数字が、中国では漢数字が使われていました。ローマ数字(I, II, III, IX, X….)
は、時計文字盤に使われていますが、計算には不向きです。例えば、5000 - 4999
= 1 をローマ数字で計算すると、MMMMM - MMMMCMXCIX
位取りが難しく、筆算には向きません。 古代中国では漢数字を使っていました
ので同様な不便がありますが、それでも算木・算盤という計算器が使われてい
たので古代ローマほどではありません。時計の文字盤以外に、ローマ数字の現
代での使い道はないかと考えてみました。咄嗟にアラビア数字に変換できなけ
れば善しとする程度の簡易な暗号(cipher)です。ちなみに、私の電話番号は、
XC-MMMDXIII－MMMMMMVIV になります。やはり使い道はなさそうです。

.
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冪乗とシェブロン (Chevron)
X の冪乗 n を嘗て FORTRAN では、X**n と記述していましたが、現在では X^n
と書くのが一般的になってきました。この表記法は EXCEL で使われています。
3 乗の場合、x**3 と書くより、x^3 と書いた方が簡潔です。ちなみに、Century
などのフォントを使えば(1 - x) 2 = x 2 + 1/4 のようにべき乗を記述することがで
きますが、本書ではあえて^を使っていきました。日本語では、この記号に決ま
った呼び名がないようです。英語ではキャレット(Caret)と読みますが、その意
味は原稿校正のための脱字記号です。また、くさび()wedge、上向き矢印
(up-arrow)、帽子(hat)、山形袖章(chevron)と呼ぶこともできます。多分、コン
ピュータ技術者には、hat が一番ポプラーな呼び方だったように思います。個人
的には、シェブロンという呼び方が好きですね。シェブロンはパイロットに親
しみがあるからです。つまり、シェブロンはクリアウェイ(clear way、過走帯)
に使われる標識でもあるからです。ちなみに下図のシェブロンは、滑走路末端
移設表示です。この線から本来の滑走路末端標識までの間に着陸することが許
されます。当然、このクリアウェイは滑走路と同じ強度が必要ですから中央線
の変わりにアロー(arroe, 矢印)が描かれています。その他、飛行士の階級章に使
われる紋章の形(チェージ)にも、このシェブロンが使われているのでよく眼にし
ました。確か、男性整髪料メーカーにもこの名前がありました。
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代数系と群 ( Algebraic system and Group theory)
代数系といえば、整数，群，環，体，多項式などの代数系の基礎的な概念が対
象です。基礎的な数学の分野ですので、数学の言語によらずに一般言語で説明
するのはなかなか厄介です。それでも、誤解を恐れず構造的な理解のために用
語の整理をしてみました。
空間という用語は、現代社会ではよく耳にします。空間は、数学的には集合の
ことです。最近話題の宇宙論や素粒子論のニュースに接すると、次々に新しい
言葉がでてきます。そういった言葉も、抽象的な数学の概念も知っていると、
それなりに分かったような気がします。最先端のサイエンス分野は、まさに抽
象数学によって理論付けしているからでしょう。このエッセイを読んでいただ
いた読者の方、物理オタク(Geeks)の方に、群や環そして体といった概念が頭の
片隅に少しでも残ってもらえたら十分です。
日常、加減乗除の四則演算は普通に使われています。足し算と掛け算は前後を
入れ替えても答えは変わりませんが、引き算と割り算は、前後を入れ替えると
結果が変わってしまいます。ただし、引き算と割り算は、それぞれ足し算と引
き算とみなすことができます。事実、掛け算はコンピュータの演算では足し算
に他なりません。割り算は同様に引き算です。この原理はコンピュータの演算
回路で使われています。次回、どこかで詳しく説明しましょう。
整数に対して足し算、引き算、掛け算をしても結果は整数です。しかし、割り
算をすると結果が整数になるとは限りません。これに対して有理数、実数、複
素数は四則演算を行っても、結果はそれぞれ有理数、実数、複素数になります。
2 個の元に対して一つの元を求める操作を二項演算といいます。これは集 S の
上での写像として理解します。
演算の法則には、結合法則 (ab)c = a(bc)、交換法則 ab = ba、単位元 e とは、ae
= ea を満たします。
集合 G 上に、結合法則、交換法則、単位元存在の性質を満たす二項演算がある
とき、G は群(group）であるといいます。
群 G が、有限個の要素のみで構成される群を有限群。無限個の要素を持つ群を
無限群と呼びます。この群で交換法則が成り立つ群を可換群またはアーベル群
(abelian group)といいます。アベールは、可換の演算記号に＋を使いました。
前述したとおり、掛け算は足し算でもあり演算の順番が異なっても答えはが同
じです。しかし、一般の群では交換法則が成り立つとは限りません。
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環とは、集合 R 上に二つの二項演算、和と積を定義し、次の性質を全て満たす
とき、R は環(ring)であるといいます。
法則
(R1) 加法に関して R はアーベル群である。
（加法の単位元を 0、逆元を- a と書きます）
(R2) 乗法は結合法則を満たす。
(R3) 乗法の単位元が存在し、加法の単位元と異なる。
(R4) 分配法則が成り立つ。a(b+c) = ab + bc
可換群とは、交換法則が常に成り立つ環を可換環といいます。

可換環の例には、整数、有理数、実数、複素数の演算、多項式環などがありま
す。n x n 行列が行列の和と積に対してなす環は可換群ではありません。F が可
換環であって、F の 0 以外の元が、乗法に関する逆元をもつとき、F は体(field)
といいます。記号 F は、field からきていますが、körper の K もよく使われま
す。通常の加法・乗法について、有理数、実数、複素数は体です。平方数でな
い数 d に対して、Q[√d] = {a + b√d | a,b ∈ Q} は、体です。
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同型という概念 (Morphics)
類似性を考える際に同型という概念があります。同型写像(isomorphic)あるいは
群同型(group isomorphism)という概念を少し解説しておきましょう。類似性を考える
対象は、数学的構造です。数学的構造には、代数系もあれば位相構造，順序構造な
どの構造があります。構造がまったく同じであることを表すときは、準同型
(homomorphic)および同型写像といいます。しばしば、準同型写像と同型写像のこと
を指して単に準同型・同型と呼びます。ここで、体から体への同型写像を自己同型写
像(automorphism)といいます。体には加法と乗法がありますから，自己同型写像は
加法群としての自己同型写像と、乗法群としての自己同型写像一つに併せたものと考
えることができます。
準同型写像(homomorphic)とは、群の構造を保った写像です。
2 つの群 (G, ∗ ) と (H, ･) が与えられたとします。
(G, ∗ ) から (H, ･) への群準同型とは、写像 h: G → H で、G の任意の
元 u と 記号 v について、h(u ∗ v) = h(u)・h(v) を満たすものを指します。
ここで、左辺の群演算は G の演算で右辺の群演算は H の演算です。
すなわち、群同型とは 2 つの群が集合として同値で算法の結果にも 1 対 1 の対
応が取れることをいいます。
構造を保存する写像を特に"射"と呼びます。準同型写像は，群の構造を保存しま
すから群論における射といえます。
同型の概念は、暗号で利用されています。準同型暗号(homomorphic encryption)
は準同型性を有するような暗号方式で、RSA 暗号など整数論をベースとした多
くの公開鍵暗号方式(Public key cryptosystem)は、この特徴を有しています。
並列化プログラミングの構造の一つにスケルトンがあります．スケルトンとは
並列計算の基本パターンで、これらを組み合わせることで効率的な並列計算ア
ルゴリズム設計が容易になります。例えば Google の MapReduce がこれを利用
しています。ある問題が提示されたときにそれにどうスケルトンを適用すれば
良いかという統一的ルールやフレームワークはありません。データ構造を代数
系とみなすアイデアが使えるようです。ちなみに MapReduce とは、Google の
膨大なサーバ処理で使われている大規模分散処理のアルゴリズムです。ここ数
年の分散処理技術の中では特に注目を浴びています。
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整数の合同 (Congruence)
整数の合同の理論は暗号理論に良く使われるので、計算機科学に携わる人にと
って基本的な知識です。整数の合同式は、モジュラー計算(modular arithmetic)
ともいい、整数 a と b の差が m の倍数であるとき， a と b は m を法として互
いに合同であるといい，次のよう書きます。 a ≡ b (mode m)
自然数あるいは整数をある特定の自然数で割ったときの剰余に注目して、自然
数あるいは整数に関する問題を解決する一連の方法として知られています。オ
イラーは 4 で割って余りが 1 となる素数は 2 つの平方数の和として表されるこ
と示しています。例えば； 5 = 1^2 + 2^2 13 = 2^2 + 3^2 この定理はフェ
ルマによって直角 3 角形の基本定理と呼ばれたものです。整数の合同式の特徴
は、数それ自体ではなくそれを別な数で割った剰余だけ対象にしているという
ことにあります。こういった考え方は何か特別亜モノではありません。ぱいろ
っとにとって、時間計算や方位計算でも無意識に使っています。例えば、簡単
な時刻の計算ですが、時間は 12 あるいは 24 を法とする合同式です。また、
分と秒は 60 を法とする合同式になっています。また、方位は、36 を法とする
合同式でした。合同式とはあたかも法 n を周期として循環あるいは回転してい
るかのようです。その反方位計算（上位の桁から 2 を取って下の桁にその 2 を
加える計算）は、パイロットにとって馴染みの深い計算法です。これは、a ≡ b
(mode 18)とした合同です。第 1 巻で計算例を示していたことに記憶のある方もい
ると思います。

a ≡ b (mode 18)
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類別 (Classification)
いろいろな種類の群の元を自分の好みに合せて部分集合に分けると、理解に役
立つことがあります。類別する(classfication)とは、そのような元の分類です。
英語で classification というと分類と訳すのが一般的ですが、数学では類別と呼
びます。数学の概念を理解するには、分かりにくい日本語よりも英語で学ぶ方
が自然な理解を促してくれそうです。
さて、ここでは、同じ剰余類に属する元は、同値(equivalence)であるとことを
示します。一般に，集合 S の元 a, b の間に，同値関係( a～b )と呼ばれる関係
が定義されているとします。S の元のうち、a と同値関係にある元は全て a のク
ラスとみなします。このようにして，集合 S は、a と同値関係にある元と同値
関係にない元とに分けることができます。全ての元は、必ず a と同値であるか
同値でないかなので、完全に二分できます。このようにして分割した各組を集
合 S の類といいます。集合 M が n 個の類 Mn (n=1….n)によって類別できる場
合、

M = M1 + M2 + M3 …. + Mn
整数全体の集合 Z が，整数の合同関係(ある整数で割られたときの余りが等しい)
によって類別できます。類別するには、集合の元の間に同値関係と呼ばれる関
係が成り立っていなければならないのですが、同値関係は反射律、対称律、推
移律を満たすように定義された関係であれば何でもよいことになっています。
整数の合同関係だけが対称ではありません。
群 G とその部分群 H に対し、a を G の元とします。
このとき、H に属する全ての元に、a を左から作用させたものを左剰余類、右か
ら作用させたものを右剰余類といいます。これを aH, Ha のように表記します。
aH = {ah|h ∈ H }
Ha = {ha|h ∈ H ]
左と右を区別するのは、a と h の積が非可換だからです、G が可換群なら左右
を区別すること単に剰余類(residue class)といいます。
Ha も ah も G の元で G の部分集合で、同じ類に属するすべての元は同値関係に
あるといいます。
ちなみに、類は、一般には群になりません。類別とは集合の元を分類すること
だけを意味し、元の代数構造は継承しません。
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美しい定理 (Beautiful theorem)
定理とはより原理的なものが美しく役に立ちます。最初に、有限巡回群では，
群の位数と元の位数が一致します。巡回群(cyclic group）とは、ただ一つの元で
生成することができる群のことです。ここで群がただ一つの元で生成されると
いう意味は、その群の適当な元 g をとれば、その群のどの元も g の整数冪とし
て表されるということです。位数に関する定理に、有限群 G の位数と、その部
分群 H の位数の関係に、ラグランジェの定理という美しい関係があります。ラ
グランジェは、基礎数学だけではなくラグラジアンで、有名な解析力学など応
用数学お分野でも有名な人です。位数(order)とは、群の元の個数のことです。
元の位数とは，群のある元を生成元として有限部分巡回群がつくれるとき，そ
の部分巡回群の位数のことです。この位数には rank という別の意味でも使われ
ていますので注意が必要です。
ラグランジェの定理
「群 G の部分群 H の位数は、G の位数の約数になる」
|G| = |G: H||H|
群 G の部分群 H による類別が、G = a1H + a2H + ..arH と表わされるとします。
G は有限群なので、有限個(r 個)の類によって類別できます。そこで位数につい
て|G| = r |H| の関係になります。
r = |G:H|から、|G| = |G:H||H|となります。
各類に含まれる元の個数が、H の位数に等しいことが本質的に重要です。H の
元と、aiH の元の間には一対一対応が成り立つものですから元の個数と同じで
す。なぜ、重要かといえば、回転の軌道や回転の中心という概念を考えていく
とき，このラグランジェの定理が役立つからです。
最後に、位数が素数となるときの定理を紹介します。
「有限群 G の位数が素数(prime number)のとき、その群は巡回群である」
群の位数という大局的な性質から巡回群であるかどうか判断できるという、群
論と整数論の隠された関係の一部を垣間見ることができました。この位数につ
いては、後でさらに深く考えてみます。
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軌道の概念 (The orbit)
多角形を平面上で回転させて自分自身に重ね合わせる群論の変換でも、軌道が
定義できます。正四面体群 P(4)の中で、頂点 A1 を不動に保つ変化には、{e, (2 3
4), (243)} の三つがありました。

これは、三項の巡回群 Z3 = { e, g1 = (2 3 4), g2 = (2 4 3) }です。正四面
体の頂点の集合 M = {A1, A2, A3, A4}に Z3 が働く場合を考えます。A2 に Z3 の
項を作用させると、g1(A2) = A3,g2(A2) = A4 となりますから、この軌道は、
Z3(A2) = {A2, A3, A4} になります。
軌道を数学的に表現すると、G の軌道は；
群 G が集合 M 上で働くとき、G{x} = [ g(x)|g ∈ G, ∀x ∈ M ]
集合 M の元ｍに対し、群 G の元 { g1, g2, g3.. . . . .gn }の元が作用するとき、写
像は M 内で閉じていて、結合即が成り立ち、gi(gj(m)) = (gj 。gi)(m) ∈ M)、
G の単位元は m を替えない(e(m) = e )とします。
このとき、ある m に対して、すべての群 G の元 gi を m に作用させた写像 gi(m)
の集合を g(m)と書き、m による G-軌道といいます。
一般力学では連続的な円軌道や楕円軌道などが対象になりますが、素粒子論で
は量子的な軌道になります。そんな軌道を直接的にイメージさせてくれる概念
です。
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素数の秘密

位数 (Order)

一つの方程式が可解群をもつならば、その方程式はべき根で解くことができる
ことが知られています。G を与えられた群とするとき、もし H が G の極大不変
真部分群で、・・・というような具合であるならば、G の位数(order)すなわち、
その中の元の数は、H の位数で整除され、そして、H の位数が、K の位数で整
除される・・・ということになります。このようにして、得られた商は、どれ
も群 G の組成因子群の位数と呼ばれます。もし、これらのものが、すべて素数
ならば G は可解群とよばれます。素数(prime number)とは、1 と自分自身以外
に正の約数を持たない 1 でない自然数のことです。そして、方程式の可解性を
考えるときに重要な概念なのです．可解群に関するシローの定理があります。
シローさんといっても日本人の名前ではなく、ルードヴィヒ・シローというノ
ルウェイ人です。
群 G の位数が、素数 p によって |G| = P1 P2 ・・Pn と一意に表されるとき、
位数が P1, P2, ...Pn となる部分群が少なくとも一つは存在する
このシローの定理は，コーシーの定理と言われる定理の一般化になっています。
コーシーの定理とは、有限群 G の位数の約数 (素数)に対し、G の元で位数が P
のものが存在するというものです。
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素数の秘密

フェルマの小定理 (Fermat's little theorem)

フェルマーは数論について多くの事実を発見しました。x^n + y^n = z^n を満足
する 3 以上の自然数は存在しないという、フェルマの最終定理は有名です。し
かし彼の名前の付く次の他の定理は初等整数論での基本的定理として 多くの
場面で利用されています。 その一つが、素数に関した小定理です。証明の難し
さについては，フェルマの最終定理とは全く比べものになりませんが，馴染み
深く良く使われると言うことでは， 最終定理以上かもしれません。p を素数，x
を p で割り切れない整数とします。 このとき，x^p-1 -1 は、p で割り切れとい
うものです。
x^p -1 ≡1 (mod p)
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素数の秘密

リーマンの予想 (Riemann Hypothesis)

素数の分布に規則性があるのかないのかという素朴な疑問は、数学上の難問で
す。一見しただけでは、素数が現われる規則性があるとは思えません。そこで、
素 数 の 秘 密 を 解 き 明 か す た め の 最 大 に し て 最 終 の 兵 器 ゼ ー タ 関 数 (zeta
function)を持ち出します。リーマンは素数を使ったゼータ関数 ζ(s)で、ζ(s) の
自 明 で な い 零 点 s は 、 全 て 実 部 が 1/2 の 直 線 上 に 存 在 す る と い う 仮 説
(hypothesis)を主張しました。つまり、規則性があると予想したわけです。これ
がリーマン予想と呼ばれているものです。ゼータ関数 ζ(s)は、虚数 i と円周率 π
によって表現できることから、無限を有限に結びつける偉大な関数と云えます。
無限大∞は、目に見えない虚数 i と超越数 π によって我々の目の前に現れてくれ
ます。
リーマン予想には均衡理論で有名な天才ナッシュ(Nash)や計算機科学で有名な
チューリング(Turing)も挑戦しましたが途中で挫折しました。今年はチューリン
グ生誕 100 周年にあたります。チューリングは計算機を使って反証を計算で検
出しようとしましたが結局直線上から離れた零点は見つけられずに自殺してし
まいました。
ゼータ関数に素数を使った式から π という超越数が出てきます。ガウスは、あ
る正数 x までに現れる素数の数はネピア数 e を基底とする自然対数以下の式で
近似できることを発見しました。対数螺旋(spiral)上の点と中心から距離、そし
て曲線に沿った線積分との関係に素数が関係しているというのは不思議な近似
です。
素数の階乗(p#)を使った数列の極限
e = lim (p#)^1/pn がネピア数に収束します。
オイラーの公式で知られる e^iπ + 1 = 0 は量子力学の基礎を支えていること
からも、超越数にはその感があります。
こういう関係式を眺めていると、何か宇宙の真理に関係していると主張したく
なるのも理解できなくはありません。π やネピア数 e などの超越数は神が創った
数と考えていたからです。
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量 子 力 学 (Quantum mechanics) の ベ ー ス に な っ て い る 非 可 換 幾 何 学
(noncommutative geometry)が、リーマン予想との解決に役立つのではと注目
されています。零点の現われるパターンが重い原子核のエネルギーの分布の配
列に似ているという観点です。このような類似性はとても興味深い話です。モ
ノの数を数えるという単純な行為のための自然数の中に素数という特段難しい
神の暗号(code)を抱え込んでいるようです。群論での演算に素数が関連している
だけでも不思議な話だったのですが、素数の秘密はまだ闇が残ります。
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離散性を考える (Discreteness)
これまでも回転や対称を考えてきた中で、共通の数学的な概念が現われてきま
した。ここでは、離散(discrete)という切り口を考えてみます。
インターネットを利用する上で、暗号理論はとても重要な位置を占めています。
1976 年、Diffie と Hellman が、盗聴される可能性のある通信路を用いて安全に
鍵の交換を行う公開鍵暗号方式(public-key cryptography)の概念を発表しまし
た。その翌年には暗号方式で特許を取得しています。コンピュータ技術者には
お馴染みのこの暗号方式の原理には、抽象代数における楕円曲線上の離散対数
問題(discrete logarithm problem)と呼ばれる数学的性質が利用されています。
そういえば、楕円曲線は、トカマク核融合炉をイメージするトーラス(torus)で
も少し紹介しました。またワイルズは、モジュラー楕円曲線(modular elliptic
curve)の理論でフェルマの最終定理を証明しました。
離散対数(discrete logarithm)とは、通常の対数を群論的に類似したものです。
通常の対数 loga(b)は、複素数の上の方程式 ax = b のソリューションとします。
同様に、g と h がそのとき有限巡回群 G の要素である場合、方程式 gx = h のソ
リューション x は、グループ G で h の基底 g とする離散対数といいます。
さて、素数 p と定数 g が与えられたとき、y=g^x mod p を x から計算すること
は容易ですが、y から x を求めることは非常に困難です。これが、暗号として利
用できる性質です。いろいろな場面の底辺で、共通の数学的な概念が係わって
いる点に、興味深いものがあります。
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解体保存された JT-60 のトロイダル磁場コイル
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離散性と裁量 (Discrete and Discreet)
英語で“discreet”とは、分別のある、思慮深い、慎重というような意味です。一
方、似たスペルに“discrete”があります。こちらの意味は、不連続の、分離した
という意味で、これを数学では「離散」と訳します。この discrete の名詞
は、”discreteness”(離散性)です。一方、discreet の名詞は、”discretion”です。
裁量という意味で、DISCRETION という航空用語が使われますので、パイロッ
トには耳慣れた言葉です。飛行機とヘリコプターを併せた新技術航空機の制御
には難しいものがあります。エンジンフェイル時に、モーメントに大きな不均
衡をもたらすため、パイロットの裁量が残らないような新規技術が必要だとい
うように、裁量という言葉が使われます。さて、実は、離散も裁量も同じ語源
だったということは、第 2 巻でも書きました。今まで似て非なるものとして、
その違いを考えていましたが、逆に類似性を語源からの派生として考え直して
みました。
語源は、ラテン語 discretus だそうです。そこから discern(識別できる)という
語が派生してきました。またこのラテン語から、古いフランス語の知覚可能で
賢明なという意味で“discret”が出てきます。17 世紀ごろに慎重なという意味に
転じて”discreet”が使われてきたようです。Discreet の名詞形である discretion
は、正しく使われているようですが、discrete の名詞形 discreteness は、混乱
して使われています。離散性と思慮深さの語源が同じであっても。それらを連
想することはできなくなってきてからは、discreteness と英語の世界で名詞形を
新たに作ってきたことが窺われます。

固定翼機と回転翼機の機能を持つ航空機

88

Daemon on the Prop 3

嵐窓 (Storm window)
航空機のコクピットには、内側から開閉できる小さな窓が付いています。この
名前が一般的ではないため、多くのパイロットは、適当な呼び名で呼んでいま
す。そんな話はどうでもいいことですが、気が付いたので、ブログに記してお
きます。この小窓をストーム・ウィンドウまたは DV (direct visible)ウィンドウ
と云います。風が強いとき、コクピット外とコンタクトしたり通信筒を投げ落
としたりするのに便利な小窓です。写真を撮る際にも便利なので、DV と呼んで
いるのでしょう。また、固定脚のタイヤ周りのカバーも、スパッツと云ったり
しています。スパッツは spatterdash の略だそうで splasher ともいいますが、
泥除けのことです。このカバーを装着する目的は、整流による形状抵抗の削減
ですから、泥除けは相応しくありません。正しくはフェアリング(Wheel fairing)
です。フェア(Fair)には、航空機などを流線形整形するという意味があります。
また、簡略的にタイヤ・パンツ(Tire pant)と呼んでも意味は通じます。
.
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北関東上空に見られた色鮮やかな彩雲
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オランダの涙 (Prince Rupert's Drops)
雨滴を絵にすると、涙のような形に描く人が殆どです。窓に付いた雫が垂れる様子を見て
いると、そんな風にも見えるからでしょうか。しかし、実際に雨滴が尖ることはありませ
ん。より小さい球体となって成長し、落下する際には空気抵抗を受けて上下に拉げた形に
なっています。液体表面が小さくなろうとするのは、熱力学第二法則より自由エネルギー
が小さい状態に向けて安定しようと、エネルギーの大きい表面分子が小さい内部分子に置
き換わろうとすることによります。これを表面張力(surface tension)と説明しています。涙
の形も同じです。上に尖って下側が丸い形の涙の印象はロマンティックですが、同じ液体
ですから細長く尖った先端を持つことはありません。それは、液体表面に均等に生じる張
力のためです。
オランダの涙(Prince Rupert's Drops)というガラス玉があります。ガラス棒の先をバーナー
で融かして水に落とすと、尖った先端を持つ球体ができます。このガラスの球の部分を叩
いても、強化ガラスのように中々割れません。外側が急激に冷却され固体化される際に、
内部の応力が閉じ込められるからです。一方、反対側の尖端部分を折ると球体部分まで簡
単に割れてしまいます。閉じ込められた内部応力のバランスが崩れて、内部から自己破壊
してしまうわけです。実に面白い実験です。小さな綻びから全体を破壊する様は、教訓的
といえるではありませんか。
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固定翼の発明 (A Fixed Wing Inovator)

今から 123 年前の 1889 年、二宮忠八が作ったカラス型模型飛行機のレプリカで
す。工作して飛ばしてみたところ普通に飛びました。彼は、有人飛行のアイデ
アを軍に上奏して研究を続けようとしましたが、彼のアイデアは結局取り上げ
られることはなく実用化には至りませんでした。ライト兄弟の初フライトの 10
年以上も前のことです。彼のアイデアが軍に採用されても、有人飛行に成功し
たかどうかは分かりませんが、ライト兄弟以前に日本でも研究者いたことが驚
きです。また彼は固定翼という概念を発明しました。それまでは鳥を真似した
羽ばたき飛行器が研究の主流だったからです。しかしプロトタイプを見る限り
推進力を得るためのプロペラの研究はまだまだだったようです。何よりも当時
は軽量で高出力の発動機が無かったのではないでしょうか。彼は後に、私財を
投じて京都に飛行神社を創建しました。パイロットなら一度はこの神社の名前
を聞いたことがあるかも知れません。彼の考案したカラス型飛行機の写真や模
型が京都の飛行神社に展示されています。また交通博物館に玉虫型有人飛行器
として展示されています。
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折り紙飛行機 (Folding papercraft)

よく飛ぶ円形無尾翼型の紙飛行機を教えていただきました。上反角効果で直線的に
飛ぶのが特徴です。紙飛行機では剛性がないので主翼と垂直尾翼の取付け角度の
歪みが残りますが、この紙飛行機はその問題を解決してくれています。航空教室で、
子供たちの製作演習にピッタリです。元大学教授の芳賀和夫先生が考案し、UFO な
らず TFO と名付けていました。この T は Tsukuba の T だそうです。

TFO を折るには、A4 または B5 用紙の頂点 A と C を合わせて EF の折れ線を
軽くつくります。次に E と F を合せるようにおると対角線(diagonal) BD が折
れます。
次に、対角線 BD を下図の下辺として、G と H を合せるように折れ線を軽くつ
けます。この線と、下辺 BD を三等分して BD から三回巻き込んで、丸い丸み
をつけていきます。B と D 端の丸め込んだ箇所をお互いの隙間にねじり込んで
外れない容易織り込んで、TFO の完成です。
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、飛ばし方は、やや上方に投げ、その後の滑空を楽しみます。紙でできた飛行機ですので、
もし、子供たちの顔に当たっても危険はありません。

ネット上で見つけた円形翼を持った実験機
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マスマジシャン (Mathe-magician)
これは、マジシャン(magician)と数学者(mathematician)を掛けた造語です。数
学の定理(Theorem)の使い方は、ある意味でマジックのようです。論理を進めた
り計算したりしているときに、定理なる道具(tools)を引き出してきて、途中経過
を飛び越して結論に近づいてしまいます。まるでマジシャンの手元を見ている
ようです。何か誤魔化しはないかと注視しても、定理自体は証明されているの
でつけ入る隙がありません。マジックにはタネ(trick)があります。論理を飛び越
す仕掛けを気付かれないように前もって仕込んでおきます。そんなタネ
(trickery)を使う飛んだ数学者をマスマジシャンと呼びましょう。
.
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イストとイアン (Ist or Ian)
イストとイアンとは、専門家と異邦人のことです。主観的ですが、名前の後ろ
に付く接尾語でそんな分類をしてみました。集団の名前の後にイストが付くの
は、職業とか気質とかを指し「何々家」と訳すのが相応しいようです。
(ist: used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition,
etc.)
一方、後ろにイアンが付くのは、属する集団や地域や国の構成員を意味し、「何
人」とか異国の人を呼ぶのに使います。また「何々屋」と怪しい人種にもつけ
て呼んでいます。
(ian: e.g. italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality)
この表現の違いが、英語圏では職業への見方に繋がっているようです。
イストの例では、
Science, Scientist 科学者
Physics, Physicist 物理学者
Economics, Economist 経済学者
Chemistry, Chemist. 化学者
イアンの例では、
Mathematics, Mathematician
Magic, Magician
手品師
Politics, Pilitician. 政治家

数学家

数学者を、Mathematician マスマティシャンといのは上記ルールから外れてい
るようですが、何か分からない集団の一員という意味ではあっているのかもし
れません。確かに数学者は、一般の人からは理解できる範囲外の、異邦人に見
えるからでしょう。因みに日本語でも数学家とはあまり聞きません。専門家か
否かの区別が付かないからでしょう。面白い符合です。政治家(politician,
statesman)も同じように専門家というカテゴリーには入らないようです。胡散
臭いニュアンスがあるからでしょうか、日本語訳としては政治屋が合っていま
す。もう一つ例外的なものに、内科医 Physician があります。Physics に内科
の意味はありません。何故、内科(internal medicine)の医者をフィジシャンとい
うのでしょうか？
,
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ウィル子さんと才朗くん (Wilco and Silo)
ルールや法律を守る意識、すなわちコンプライアンス意識を高めることの重要さが企業の
中で叫ばれています。コンプライアンス意識の高さは、その組織が成熟しているか否かの
指標といえます。この意識は航空従事者にとっても重要です。特に組織に属さないオーナ
ーの方々に重要です。管制用語で、I will comply with you の意味で”WILCO“ (ウィル子)
といいます。これはあなたが指示する規則に従いますという意味です。皆が同じルールで
動いていると思うことが、空の安心を意識さしてくれます。もし、トリッキーなパイロッ
トがいると、お互いに距離感が取れなくなり、危険を感じるでしょう。実はウィル子さん
の話は、何度も書いています。しかしながら、成熟社会を維持するには従順さだけでは不
十分です。仲間意識は、視野の狭い価値観を醸成しがちです。組織の枠の中で盲従するだ
けでは、ものごとを判断する価値基準が固定化してしまいます。問題点があっても、それ
らを改善または改良する意識が失われていくからです。日本人には、多様な価値観を認め
難い国民性があります。これは、パイロット社会にとっても変わりません、そういった意
識をサイロ・メンタリティ(才朗)という用語で解説してきたのは周知の通りです。サイロと
は、牧草を醗酵し保存しておくための円筒状の農業用施設です。日本人の価値観は、サイ
ロの中に閉じ込められているのです。共同作業を強いられてきた農村型社会では、このサ
イロが内向きのメンタリティを象徴しています。馬の群れは、敵に襲われると尻を外側に
向け円陣を作り子馬を守ると聞きます。都合の悪いものを見ないようにしているからです。
多様な意見を持ちながら決められたルールは守ることが、成熟社会です。“ウィル子さん
と才郎くんだけではだめなんです”。
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ガラパゴス化 (Galápagos Syndrome)
日本のテクノロジーには、どこかガラパゴス島に孤立した希少種の動直物のよ
うな面があります。個々の技術や機能はすばらしいものですが、過剰な機能や
ら、国内だけのプロトコルに固執するなど、世界のデファクトスタンダードに
なれないものが少なくありません。その代表格が携帯電話でした。iPhone に触
発されスマートフォーンの時代になっても、国内メーカから提供されるスマー
トフォーンには、国内のアプリケーションしか見当たりません。視野の狭いエ
ンジニアと、隣人が持つ同じものを欲しがる国民性が、ガラパゴス化を進めて
しまう要因とも思われます。国内だけで通用すような技術評価にも問題があり
ます。自画自賛というやつです。どんなに優れた工業製品でも、一つの利点だ
けを強く強調して納得してしまう姿勢は問題です。適当な例ではないかもしれ
ませんが、日本の視野の狭さを示す例をあげましょう。戦前の零戦と P51 マス
タングの技術と性能の比較の話です。日本の零戦という戦闘機は、P51 に比べ
て遥かに旋回半怪我小さくドッグファイトに優れていたと、オタクのような軍
事技術評論家が自国の往年の技術を賞賛したがります。しかし、旋回半径は、
下の式で表されるように、バンク角と速度にのみ依存して決定されることを知
りません。速度が遅いほうが旋回半径が小さいのは当然です。
旋回半径 R = V**2 /

(G・Tanθ )

戦闘機の性能で一番魅力的なのは、速度と上昇限度と銃火器の能力です。新航
空講座を読まれた読者の方は、この点に納得いかれることでしょう。零戦は機
体の重量を軽くするため、エルロンなどの舵を帆布貼りにしていました。航続
距離は機体重量を軽減させることで伸ばすことが出来ます。機体外板を薄くし
銃火器からパイロットの命を護る防御板までを疎かにしていた航空機は多くの
兵士の命を散らせてしまいました。眼前を通過する爆音を聞いていれば、重厚
な音を轟かせる P51 に比べて、紙を震わせるような音を立てる零戦が、実に軽々
としたものに聞こえました。
サイロのような内向きな技術や製品の評価は、いずれ陳腐化していきます。こ
れまで、バブル全盛時の頃の日本市場は、規模では世界第 2 位、多くの海外企
業が日本市場の規模に魅力を感じて、進出しようと製品を送り込んできました。
しかしながら、今や日本の GDP は中国に抜かれ世界第 3 位、これからの人口も
減少する日本は、市場規模としての魅力が減少しています。国際的な視野で製
品開発が重要な時代です。もちろん、日本には競合力のある優れた技術が数多
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くあります。そんな技術をみてみますと、決して内輪の評価ではなく海外市場
で正当な評価を受けています。そんな工業製品が、国内ではあまり知られてい
ないというようなことも少なくありません。
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航空機と電子機器 (Harsh conditions in the cockpit)
航空法で定める安全阻害行為等の禁止行為は、航空法施行規則第 164 条の 15 で
規定されています。その第 4 項に、航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれ
がある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを
正当な理由なく作動させる行為となっています。またその詳細は、航空機の運
航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示として、定めら
れています。その電子機器の中に、GPS 受信機が含まれています。GPS を利用
した航空機のための航法装置(GNSS)が禁止されてしまうのは、問題です。

さて、ポータブル型 GPS 受信機の扱いですが、多くのオーナー機ではシガー
から電源を取って GPS 受信機を利用しています。これが上記の告示では、離
着陸時に使用してはならない電子機器にに入っています。とすると、離着陸時
には電源を OFF にしなければならないことになります。着陸前のチェックリ
ストに、GPS 電源 OFF の項目を書き入れなければなりません。まあ、巡航時
のみ使用する機器としたとしましょう。ポータブル GPS が内臓電池で動作し
ていれば、それで合法になります。ところが、耐空検査時には GPS をはずし
て合格し、飛行時にシガーから電源を得ているとすると、修理改造検査に合格
していなければその GPS を使用できません。厳密にいうとそういうことにな
っているということを再認識しました。日本では、ポータブル GPS は内臓電
池でしかも巡航時のみしか使用できないという話です。安全性と精度が向上し
た最近のポータブル GNSS だけでも、離着陸時の制限電子機器から外して欲
しいところです。

.
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右席で使用できる航法ツール (Right seat tools)
インストール型ではない G 社のポータブル型 GNSS を PIC 席の YOKE(操縦桿)
に固定して使ってみました。SBAS 対応なので信頼性も精度も高く、安心して
情報の参照ができます。事実上従来の VORDME に替わる安定した航法装置に
なる可能性がありますが、現時点ではまだ、このままの SCT(修理改造検査)が
通りませんので参照情報でしかありません。GNSS 機能には FMS 機能が含まれ
ています。PFD や MFD の中にインストールされたものは、SIC 席(右席)からも
参照が容易です。しかしながら、ポータブル型 GNSS は画面が小さく、横から
覗いて使えるようには設計されていません。計画したルートを航行しているだ
けなら充分ですが、ルート変更やいくつかのルートを吟味したりする余裕はあ
りません。そういった使い勝手には対応できていないようです。基本的に予め
決められたルートを正確に飛ぶことを目的に作られていますので、航行中のル
ート変更には NearBy 機能とか、位置通報時に Proximity を参照する機能位い
しかありません。臨機応変なフライトが求められる VFR では、地上の地形や施
設情報を掲載した MAP 航法に依存しているいるようです。つまりカーナビのよ
うにマップを見て、適宜針路を変更しながらフライトする疑似地文航法です。
航跡を追いかけるフライトの良し悪しは別のところで議論します。さて、小さ
な画面では、左右の席で情報を共有できませんので、2 席のうちどちらか一方の
YOKE でなく、パネルかアンチフレアボード上に貼り付けるなど、設置場所の
工夫も必要です。飛行計画の策定やフライトプランのファイルなどに、携帯情
報端末は有効です。携帯が容易な iPhoe や iPad が飛行計画に利用されはじめま
した。これらの携帯情報端末には FMS データベースを持った航法アプリケーシ
ョンが利用できます。FMS データベースには、空港位置情報、無線航法施設ば
かりでなく IFR に必要なシステムウェイポイントおよびルート情報まで参照で
きます。地上において使用する限り G 社製 GNSS と同等の機能を享受できます。
ところで、一人で操縦できる小型機の場合、パイロットは常に忙しい状況に置
かれています。右席で FMS 機能を支援するナビゲータやツールがあると有効で
す。そういことで、さらに進んでコクピット内で iPhone/iPad による GNSS/FMS
機能を試用する実験を続けてきました。当然、コクピット内では携帯キャリア
も Wi-Fi も使用できません。すべてオフラインでのみ使用可能です。わが国で
は、これまで AIP 情報を電子フォーマットでは提供してきませんでしたが、遅
ればせにも eAIP サービスが開始されてからは、iPad 上に適宜ダウンロードし
た空港およびウェイポイントデータベースをコクピット内で参照できるように
なったわけです。こういった GPS 機能をもった電子機器の参照は、内臓電池を
使用する限り、離着陸時を除いて合法です。もちろん利用は参照に限定される
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ことは言うまでもありません。代替ルートの評価やその他の航法情報を参照す
るための右席ツールとして普及していく予感がしています。いずれ地上とリン
クした VFR や IFR チャ＾ト、アプローチチャートなどの電子フォーマット情報
が直接コクピット内の MFD で利用できるときがくるでしょう。それまでは、別
デバイスで耐空性審査要領や電子機器の使用を禁止する告示に違反しない範囲
で利用技術を追求していきましょう。
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計器パネルの幾何学 (T-bone style)
計器といっても、いろいろな計器があって、呼び方も違います。計器を英語で
は、instrument（インスツルメント）、meter（メーター、発音はミター）、ま
gauge（ゲージ）などといいます。この違いは、航行用の計器を、aeronautical
instruments、速度計や高度計を meter、エンジン計器を engine gauge いうよ
うに使い分けています。航行用計器は、さらに、姿勢指示器を attitude
indicator(AI)、方向指示器を Directional indicator(DI)というように呼ぶのが普
通です。航空機の操縦系統の計器はというと、姿勢指示器(AI)、方向指示器(DI)、
速度計(AS)、高度計(ALT)、垂直速度計(VI)、旋回計(TC)を指し、これらを配置
するにも FAA からの勧告に準拠しています。基本計器を T ボーン型に配置する
標準化は、種類の異なる航空機を取り扱うパイロットの習熟に役立っています。

最近のグラスコクピット化で、速度と高度が縦軸の目盛で表されるようになっ
たことで、これまでの T ボーン標準化にすこし変化がでてきました。しかしな
がら基本は同じものでなければなりません。
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ガラパゴス航空機 (Galápagos Aircraft)
日本の航空機産業は、1960 年代に、戦後初の国産エアライナーとなったターボ
プロップ方式の NAMC YS-11 を市場に送り出しました。1971 年に製造を終了
するまでに 180 機が製造されました。マーケティングの下手な国の国策事業で
した。その YS-11 試作機の計器パネルの説明図を下に掲載します。操縦系統計
器の配置は、既に FAA 勧告に準拠したものになっています。エンジン計器配列
にしても現行機とあまり差異はありません。しかしながら、戦前戦後の軍用機
航空機の計器配置には標準化のようなものは認められません。図面中には ILS
は装備されていますが、RMI などの無線航法装置が見当たりません。右席も操
縦系統の計器がデュアルで並べられているだけです。VHF 通信機は多分パネル
の上縁に、二次応答装置や自動操縦装置などは、PIC 席と SIC 席の中間に設置
されているのでしょう。初期の型式証明は、このようなモデルで試験飛行が続
けられていたということでしょうか。

下図のチェックルーチンは、同じ資料のものですが、計器の配置が異なってい
ます。FAA 勧告に準拠したものではないまま検討している点に、当時のヒュー
マンインタフェース研究への認識の甘さが露呈しています。この資料では針路
を針路を書いている点でも、研究が不足しています。さて、中心下にある進路
指示器(DI)と姿勢指示器(AI)に 21%と最も注意を払うことを求めています。
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次に、速度計(AS)と姿勢指示器または、速度計と高度計(ALT)の組み合わせでの
チェックにそれぞれ 10%程度の注意を払っています。各計器のリファレンス比
率は、FAA 標準とは少し異なっているようです。この図の問題は、中心に姿勢
指示器(AI)を置いていないことです。どうも当時は、自動操縦装置(Autopilot)
の使用は前提にしていないようです。
計器をチェックするには、実は、二つの考えがあります。VMC 状態と IMC 状
態での計器の見方です。IMC 時、どの計器をリファーし、どの計器を優先させ
るかを、次の表で示します。
ピッチ

姿勢

バンク

パワー

主

従

主

従

主

水平直線

VI

VI, AI

DI

TC

AS

水平

VI

VI, AI

TC

上昇

AS

AI

DI

TC

EG

降下

VI

AI

DI

TC

AS

従

AS

AI

この優先度表は、変化が起こる兆しを感知するのを目的にしているのでしょう。。
機体の姿勢の変化を感知するには、VI と AS がプライマリーで、AI がセカンダ
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リだという点が、特徴的です。さて、チェックルーチンに戻って、VFR 機の場
合、これだけの計器の装備で十分ですが、旅客を運ぶための航空機としては不
十分です。操縦系統とエンジン系統のチェックルーチンに加えて、航法計器の
チェックもルーチンワークに入っていなければなりません。各計器のリファレ
ンス比率は、自動操縦装置の導入で変わります。実際上、自動操縦装置を働か
せることで、パイロットの負担を軽減させてくれます。しかし、初期の YS-11
には自動操縦装置は装備されなかったとも聞きました。この時期の国産初の航
空機の設計には、そんな人間工学的な配慮を挿む必要がなかったのかもしれま
せん。
NAMC YS-11 は国内便で 2006 年まで就航していました。ラインでは、計器飛
行方式に必要な計器はすべて搭載されていなければなりませんので、実際には、
無線航法の発達に伴い、航空機側にも航法計器を装備するための修理改造が行
われて続けてきたと思います。

資料
by

Display

and

Yuko Nagasawa

arrangement

of

aircraft

instrument,

航空機の計器表示 と配列 (J-STAGE)
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モード S の恩恵 (Satellite-based augmentation system)
国内でも航空機のモード S 運用が始まって時間が経過しました。SBAS
(Satellite-based augmentation system) に対応した航空機は、衛星を通して地
上のファシリティに情報を積極的に発進しています。そのため、航空機のリア
ルタイムの位置情報を、外部からも参照できてしまいます。そういった情報を
表示してくれるアプリケーションが Web 上にあります。そこでは、ライン機の
便名と位置を表示してくれます。これはスゴイ！と、素直に脱帽です。米国と
反目するテロ組織が米国の奇襲部隊に殺されたウサーマ・ビン・ラーディンの
報復のため、米国大統領の所在情報に懸賞を掛けているそうです。米国大統領
専用機エアフォースワンが、もし、モード S で運航していたら、容易にミサイ
ル攻撃されてしまうかもしれません。セキュリティ上、そのような無防備な運
航をするとは思えませんが、理論上位置特定が可能です。世界中の主な空港の
ATC をリアルタイムで聞くことのできるアプリケーションもありました。ライ
ン機の位置をリアルタイムで知ることができるということは、小型機を運航し
ているわれわれにはそれを上回る利便性があります。最近の GNSS では、TIS
(Traffic information system)といって、TCAS (Taffic Collision avoidance
system) 衝突防止システムと同等な機能を享受できます。トランスポンダの 2
次信号を受信せずとも、衛星から SBAS から他機位置を知ることできるという
わけです。
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邪魔者はお前だ (You're the Nuisance)

大型商用航空機には、TCAS (traffic collision avoidance system)という、航空機
相互の衝突防止装置が装備されています。かつて、小型機に衝突防止システムなど
贅沢な装備と思っていましたら、最近の SBAS 対応型ポータブル GNSS にさえ TIS
(traffic information system)という mode s を装備した近傍の航空機の位置情報を
知らせてくれる機能が標準的に提供されています。7nm 近傍のアプローチ中のライン
機の存在を知ることができますのでとても有効です。しかし mode S を装備していない
小型機の存在を教えてはくれません。ところが二次応答装置(transponder)を装備し
た航空機なら全てキャッチして警告を発してくれるポータブル型の衝突防止システム
(PCAS, potable collision avoidance system)なるものがあるんですね。しかも
GARMIN の GNSS とシステムリンクして「traffic!」と音声と二次元的に画面に表示ま
でしてくれる優れものです。TCAS などの正規の装置に比べ、低価格で衝突防止情報
を提供してくれます。残念ながら、本人が周囲の航空機の邪魔者になっていることを
教えてくれるシステムはありません。一番危ない衝突の要因を作っているのばスペース
のルールを無視して近づいてくる VFR 機です。本人にセパレーションを助言してくれ
るシステムは ASR(空港監視レーダー)の他にはありません。もしあれば“You're the
Nuisance “ (邪魔者はあなたです)と叫ばれることでしょう。

.
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縮退 (Degenerate)
航空保安無線施設の VOR を廃止する作業が続いています。これを VOR 縮退計画と
呼んでいます。ちなみに減らすことを縮退する(degenerate)とは、あまり聞きなれない
表現です。通信網などで通信能力が劣化しているときに、ネットワークの縮退といった
りします。また物理学でも電子配置やエネルギー準位の縮退などの表現で使われて
います。この縮退には、悪化するとか精神退廃(decadence)している様や、大失敗
(Fiasco)という意味もあります。航空保安無線施設の機能を落とすことはネットワーク機
能の劣化と同等と考えて縮退という用語を使ったのでしょう。いずれにせよ VOR 削減
計画には相応しくありません。

補遺
VOR とは何ですか？という質問がありましたので補足しておきましょう。VHF Omnidirectional Range
略して VOR と呼ばれている地上に設置された無線航法援助施設です。航空機は、この施設からの電
波を受信することで、航空機が施設からどの方向に位置しているかを正確に知ることができます。実際
には、VOR に DME (Distance Measuring Equipment や TACAN という距離を測定できる装置と抱
き合わせて運用しています。空に設定される航空機のためのルート（航空路）の基準点となってきた重
要な施設でもあり、空の交差点の信号機のようなものとイメージしてもらって結構です。昨今、衛星による
航法システムが普及してきたため、大型機が航空路を飛行する際、地上設備を必要としなくなりました。
そのため、政府は地上設備を積極的に廃止しようとしています。しかしながら、無線援助施設を利用して
いるのは大型機ばかりではありません。すべての航空機が衛星航法に切り替えできていない現状で無
線設備を停波するのは、いささか乱暴な話です。また、先進国で既存の公共交通システムを一方的に
廃止してしまうような計画を進めているのは日本だけではないだろうかと思われます。
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宇宙が先か航空が先か (Names and natures do often agree)
ジャクサ(JAXA)といえば Japan Aerospace Exploration Agency の略称で、独立
行 政 法 人 宇 宙 航 空 研 究 機 構 の こ と で す 。 こ れ は 米 国 の NASA(The National
Aeronautics and Space Administration、アメリカ航空宇宙局)に相当する組織で、
2003 年頃の行政改革で宇宙科学研究所(ISAS)、航空宇宙技術研究所(NAL)、宇
宙開発事業団(NASDA)が 1 つになった組織と聞いています。ところが Aerospace が
航空宇宙ではなく宇宙航空という名称になったのか、興味と同時に違和感が生じまし
た。実際、航空と宇宙では研究内容がかなり違います。しかし、Aerospace を訳すると
やはり航空の後に宇宙がくるのが普通です。この名称からは、航空を軽視しているの
ではと訝しく感じざるをえません。航空の研究があって宇宙が理解できると思うのは、
航空工学を中心に学んできた者だからでしょうか。冒頭に NASA を引き合いに出しま
したが、歴史的にも航空の延長上に宇宙があるとの考えが滲んできます。大気圏外飛
行を成功させるまでは超音速機や友人ロケット機での大気圏外飛行実験が繰り返され
ていました。しかし、日本の宇宙航空研究という言い方にはそういった超音速機研究
や一般の航空技術研究が霞んだまま、ロケットの打ち上げや自動制御技術、人工衛
星、宇宙ステーションの研究ばかりが目立っているような気がします。どうでもよいこと
ですが名前の付け方で、その組織の視点が見えてしまいます。
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鉄面皮 (Thick-skinned)
原子力委員会委員長と保安員元所長の国会喚問がありました。斑目原子力委員
会委員長の原子力事故に対する答弁で、責任感の無さ、当事者意識の無さに憤
りを感じずには置けませんでした。こんな無責任な人間が事故後の事態収拾に
もあたっていたかと思うと情けない話です。それにしても、事故を引き起こす
要因を放置していた原子力安全委員長が、事故後も同じ椅子に座っていること
が不可解です。国会の事故調査委員会、政府の事故調査委員会、電力会社調査
委員会の調査結果が出揃ってきました。国会の事故調査委員会は、原子力発電
所の事故は安全対策を怠ってきた人災と結論付けています。また、原子力発電
所は、津波が襲来する前の大きな地震の揺れの時点で、原子炉格納容器が破損
した可能性を指摘しています。国会と政府の事故調査委員会で、見解が異なる
のは気になりましたが、すべてを想定外の津波によると弁明してきた電力会社
を擁護する発現をしてきた原子力委員会の構成が、大災害前と変わらず存続し
ていることに理解できません。
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福島原発事故の放射線量分布 (Diffused radiation)

福島第一原子力発電所上空の飛行禁止区域が 2012 年 2 月 25 日から 3Km に縮
小されました。写真はこのときの、約 1 年後の放射線量分布チャートです。と
いうことは放射性物質の拡散が止まったと判断してのことでしょうか？既に拡
散し蓄積されてしまった放射能物質は残されたままですが、少なくとも上空は
安全と判断されたのでしょうか。心配は残りますが、これで仙台方面エンルー
トの自由度が増したことは朗報です。データ写真は imart.co.jp から
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くらげの骨 (Jellyfish skeleton)
枕草子に海月(くらげ、jellyfish)の骨の話が出てきますが、くらげの骨とは無いものの
例えです。人は困難(difficulties)に直面したときに、新たな発明、発見、工夫改善を
してきました。福島原発事故後、電力危機に直面している日本では新たな電力技術が
開発されているようです。そういった技術開発改善を見るのは将来への問題解決の道
筋を眺めるようなもので実に嬉しいものです。こういった無いものを理想要素(ideal
element)といい、実はとても大切な視点だろうと思います。科学とは理想要素を見つ
けて実験や理論でその存在を検証することとも言えます。しかしながら世間では無いも
のを強請るのは子供の我侭と同じと思う人が少なくありません。特に、政治の世界は椅
子取りゲーム(musical chair)であって、政敵を引きずり下ろす権力闘争という視点し
か見えてきません。椅子取りゲームに椅子が不足しているなら椅子を増やす工夫が政
治にも必要と思います。

無いものの代表格
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税制は最善の政策 (Subsidy or Preference)
国家財政が危機に直面していることの認識が国民にも自治体の首長にも不足してい
るようです。花見酒の話は何度もしてきましたが、無いものは国に強請れば得られる
と思うのはもはや間違いだと気づかねばなりません。この国の舵取りをしている多くの
政治家の意識が改善されなければ、いずれ行き詰っていってしまうでしょう。財政再
建策に対する無策さには危機感を感じざるを得ません。国際社会は、日本の財政赤
字を危機的状況と見ていることを認識してください。また、その改善には財政縮小と
増税が必要と見ています。そういった政策がなされることによって、国際市場からは
日本政府の国債が信用できると思っています。市場原理から見れば収支だけが判
断指標ですから、これはこれでしかたがないことです。しかし財政縮小が困難だから
といって、増税だけが前面に出てきては企業も国民は適いません。単なる増税には
何ら新たな産業振興策がありません。税制は最善で最大の産業振興策であることを
もう一度認識すべきです。これまで日本では産業育成には主に補助金(subsidy)で
行われてきました。行き詰った市場には新たな企業が必要です。しかし、増税しなが
ら産業別に補助金を付けていくというこれまでの政策では新たな産業振興はできま
せん。古い体質や行き詰った産業を補助金で維持することはあまり前向きで戦略的
な政策とは見えません。補助金漬けでは企業の体質は強化できないのです。これが
甘えの構造といわれる所以です。寧ろ起業には優遇税制(preference tax system)
が有効だと指摘したいと思います。補助金は原稿維持システムですが、優遇税制は
変化を冗長するシステムだからです。お金が無いときに優遇税制などの減税はでき
ないという官僚や政治家がいるかもしれません。しかし補助金を出すことよりは簡単
なはずです。今の産業振興と災害からの復興策は、補助金と、国民への幅広い増税
で賄おうというものです。一方、破綻した社会保障制度の立て直しには薄く広く課税
する消費税しかないと見る専門家が少なくありません。どうも、国会や与党内で議論
されている消費税率アップやそれにたいする反対論は政治のゼスチャーでしょう。い
ずれにせよ反対している彼らも増税しか肥大化した政治システムを維持していく方策
はないと思っている筈です。彼らは小さな政府にしようとは考えていません。消費税
率を上げた分を社会保障に使う名目は殆ど信用できません。補助金政策を含め、大
きな政府を維持するために費やされてしまうでしょう。日本の活力を再生するには社
会保障制度を立て直しておくことが大切です。この分だけに消費税率アップ分を注
ぎ込むべきです。日本政府は殆ど社会主義政権のような大きな政府で運営されてき
ましたが、これからの先進工業国では小さな政府が基本形です。一旦大きくなってし
まった組織を小さくするには時間がかかることでしょうが、小さくする継続的な努力を
重ねた上で、新たな産業振興政策には優遇税制が有効なことを指摘したいと思いま
す。
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飛行禁止区域縮小とエンルート再開 (hurried departure)

2012 年 3 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。ということで、この日、IXE から SDE に向かうエンルート上で、写真を撮
ってきました。このエンルートから福島原発を abeam に見る地点での距離は僅
か 3.5NM(6.5km)です。飛行禁止区域境界近くで原発施設を覘いてみると数え
切れない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。この後、高
濃度汚染水処理はどうなるのでしょうか。上空の大気の安全は誰も測定してい
ないかもしれません。例え、されていても公表はされません。それでも安全と
判断されて、飛行禁止区域が大幅に縮小されたということでしょう。水蒸気に
よる対流や、巻き上げられる塵芥だけが放射線汚染ではありません。3KM とい
えば、航空機にとっては殆ど上空です。高々度を飛ぶ航空機に放射線量の影響
はないと思われますが、空の公道が問題の地点上空に早々に復活したのは意外
でした。
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過ぎたるも及ぶが如し (Too larger too fast)
フェラーリの新モデルのエンジン出力が 740HP だとか。もはやターボプロップ
機のエンジン 1 基にも相当しています。こんな大きな出力が、地上を走行する 2
人乗りの交通機械に必要とは思えません。一人乗りの F1 フォーミュラーカーで
さえ 500～600HP 程度です。公道では使いきれません。「出力はデカイほどい
いよ」というフェラーリファンがいるのでしょうね。そんなユーザに追従する
エンジニアもまだまだいるようということです。過ぎたるは及ばざるが如しと
思うのですが、プレジャー・カーには経済効率は関係ないということでしょう。
一方で、航空機の出力は小さくありません。1 トン程度の離陸重量の航空機でし
たら 180HP、1.5 トンの C182 で 230HP、1.8 トンの PA46 マリブミラージュで
310HP、BE36 ボナンザで 330HP、3.3 トンの TBM850 で 850HP ものエンジ
ン出力があります。シート数は、前者の 2 機が 4 席、それ以降が 6 席です。機
体重量とエンジンプラントの出力をグラフにすると、500HP くらいまでは機体
重量と比例しています。しかしそれ以上はターボプロップになるため比例しま
せん。全くフェラーリの比ではありません。ちなみに、航空機はフォーミュラ
ーカーのように狭いトラックを走行するわけではありませんが、航空機にも速
度制限があります。空港への出入りを管制する区域内では 160 ノット(ジェット
機は 200 ノット)、3,000 フィートから 10,000 以下の航空路(管制区)などでは 200
ノット(ジェット機は 250 ノット)と制限されています。しかしながら、10,000
フィート以上の管制圏外では、250 ノットや 300 ノットを超えて、最大の速度
を楽しむように高速でクルージングしています。エンジンの出力はいくらあっ
ても多過ぎるとは感じないものです。航空機には、過ぎたるも及ぶが如しです。
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畦道の交通マナー (Traffic manners in rural road)
私たちの近くを通る農道に、最近うす緑色の旗が立てられ風になびいています。なん
だろうと近寄ってみると自転車の交通マナー違反は罰しますと書かれていました。お
やおや！交差点を無視して走っている自転車や無灯火の自転車が問題になったこと
は知っていますが、農道を走る自転車に何の交通マナーを守らせるのでしょう。まず、
自転車で通学する子供たちを守るため、注意すべきは自動車のドライバー達に速度
制限を厳しく指導するのが先でしょう！上からの達しでその手の旗を公道に立てるよう
にノルマを課せられたのでしょうか。しかし、信号もない農道に立てても意味がないで
しょう。子供たちを守るべきところ、農道を傍若無人に走る自動車のドライバーに子供
たちが道を譲歩させるような話で不愉快な思いが残っています。ちなみに標識に書か
れた“自転車マナーアップ運動中”などの“マナーアップ”は変なカタカナ語です。“グ
レードアップ”などと同じような造語です。日本語に、訳の分からないカタカナ英語が入
ってくるのは問題です。日本語が汚く変化していく元凶です。正しい英語は、Traffic
manners improvement campaign ですから、既に日本語になったマナーを使うなら、
“マナー向上”としておくべきでしょう。何でもアップをつけても意味は通じません。
ついでに一言。この地方では赤信号で停止したあと、後続の車が交差点を赤信号を
無視して追い越して行きます。交差点で追い越された経験は何度もあります。こんな
傍若無人(outrageous behavior)な運転をする地域は知りません。インドの道を走行し
ているときよりも恐怖です。
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公衆無線 LAN (Portable Wi-fi)
iPhone のキャリア契約を解除して暫く経過していましたが、飛行場でフライト
直前に最新 METAR/TAF や雲のトップ予測ができないのには不便を感じていま
した。気象画像などのデータは深夜早朝に取得すればすみますが、リアルタイ
ムデータは取り置きできません。欲しい時にどうしてもインターネット接続が
必要です。そこで公衆無線 LAN によるデータ通信契約を再開しました。電話と
データ通信を別のものとして利用していく利用形態です。スマートフォーンが
あれば一台で済むのですが、この方法ですと高額な定額料金を回避できます。
ということで、また iPhone を飛行場で利用し始めましたが、地方の空港や河川
敷の場外ではキャリアの電波が届きません。これでは、公衆無線 LAN を導入し
た意味がありません。次は衛星電話しかありませんね。衛星電話でしたら、運
航中のコクピットないでも電話、メールも可能になります。おまけに ELT 機能
が付随しています。機能的には理想ですが、コストが見合いません。しばらく
は、この公衆無線 LAN をキャリアが届く範囲で我慢して利用しましょう。
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ヨーロッパを飛び越えて (Beyond Europe)
アメリカンジョークを２題紹介しましょう。
3 人の男が飛行機に乗っていて、霧のせいで自分たちがどこを飛んでいるかまっ
たく分からなくなってしまいました。
最初の一人が 「どこを飛んでるか探ってみるよ」と言って飛行機の外に手を出
し、引っ込めてこう言いました。
「ロンドンの上を飛んでるようだ。」
他の男達は聞きました。
「なんで分かったんだ？」
「ああ、手を出したらちょうどビッグベンのてっぺんに触れたんだ。」
しばらくして、2 人目の男が同じ事を試して言いました。
「パリの上を飛んでるようだ。」
「どうして？」と他の 2 人が聞くと、
「ああ、手を出したらちょうどエッフェル塔のてっぺんに触れたんだ。」
またしばらくして、最後の 1 人が飛行機の外に手を出して、そして他の 2 人に
こう言いました。
「ローマの上を飛んでるようだ。」
「なんで分かったんだ？」と質問が来ました。
「なぜなら手を出したらどっかの野郎が俺の腕時計を盗んでいきやがったから
だ。」
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ボートレース (Boat race)
アメリカ人と日本人がボートでレースを行うことにしました。
どちらのチームも長期間大変な訓練を続け、競技で最高のパフォーマンスが見
せられるよう調整しました。
ついに競技の日が来たが、どちらもやる気十分でした。
結果は、日本が 1 マイルの差をつけて勝ちました。
アメリカのチームは大敗に気落ちしました。
組織はひどい大敗の理由を見つける必要性を感じ、問題の調査と改善案をコン
サルティングファームに依頼しました。
コンサルタントの調査結果は、日本人は 8 名の漕ぎ手がいて、1 名の舵取りが居
たのに、アメリカのチームは 1 人の漕ぎ手と 8 人の舵取りが居たと報告しまし
た。
一年間に及ぶ調査と億単位の金額を費やして問題を分析し、コンサルティング
ファームはアメリカのチームには舵取りが多すぎて、漕ぎ手が少なすぎるとい
う結論に達したのでした。
次の年、再度レースが行われる日が近づくと、アメリカのチームの管理者体系
は完全に再構築されました。
新しいチーム構成は、4 名の運営管理者、3 名のエリア運営管理者、そして新し
い報酬管理システムが導入され、1 名の漕ぎ手がボーナスを得られるようにしま
した。
次の年、日本のチームは 2 マイルの差をつけて勝とました。
屈辱を感じたアメリカの組織は、漕ぎ手を能力不足でクビにし、クビにした管
理者を問題の発見者としてボーナスを与えたということです。
（さすが、アメリカのコンサルタント会社です）
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いなさ (Sign of good catch )
春から夏にかけての仙台空港は使用滑走路が 09(Visual approach)になることが多く、滑走
路 27 での ILS 計器進入訓練に支障がでることも少なくありません。またこの時期、仙台空
港には霧が多く発生しますが、この暖かく湿った南東風が入ってくるのも原因の一つです。
この南東から吹く暖かい風を仙台地方では、”いなさ”と呼んでいます。また冬の北西風を”
ならい”と呼び、この風によって運ばれてくる雪雲は奥羽山脈と陸前丘陵によってブロック
されるため晴天が多くなります。参考までに、北東風を”やませ”と云います。さて、いなさ
を漢字では、鯔さ、漁さ、引佐、稲佐などと書いています。いなさの語源を調べてみまし
たら、イナ（鯔、ボラ）とか、稲(伊奈)に関係しているようです。
どちらも春から夏にかけての時期に吹く南東からの強い風に関係しています。仙台地方の
いなさは、この時期に獲れる鯔などの近海漁業に由来いていました。気象と海流の変化に
よって漁業の開始時期を知らせてくれる自然のサインだったのですね。一方、浜松地方に
ある”引佐”はどうも水と稲に関係しているようです。古代には伊奈佐と称し中世は井伊庄と
も呼ばれていたとのことで、その語源は井が伊に変じたようだとしています。しかし西日
本には、稲佐の地名が多いことにも気づきました。長崎地方では豪族の名前から稲佐とい
う地名が残ったという説もあるようです。また、一方、古代には砂地を”イナ”に近い発音に
接尾語の”サ”をつけたことから、いなさという地方の呼び方が残ったとの説もあるとか。さ
らに、砂をイナと発音するなどの九州地方での語源には、古代百済語に由来したとの説も
説得力があるとか、韓国語では砂を mo rae と発音することから古代語、ツングース語など
との比較件とが必要です。いずれにせよ、同じ”いなさ”でも、西日本と東日本ではルーツは
違っていたということです。余談ですが、いなさに似た言葉に”いなせ”があります。この”
いなせ”の語源は、鯔背銀杏という髷の結い方にあったそうです。江戸後期、日本橋魚河岸
の若者の結い始めた髷(まげ)の形がイナ（ボラの若魚）の背に似ていることから、いなせと
いうそうです。こちらの語源は、東日本の”いなさ”と親戚だったわけです。
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天国は安息所ではない (Heaven isn’t a haven)
Haven(安息所、避難所、停泊港)と Heaven(天国)は、よく混同されています。
前者は避難所、安全で穏やかに過ごせる場所とか聖域というような意味です。
後者は死後の世界、天国という意味です。まだまだこちらへは行く予定はあり
ません。天国は、心休まる安息所ではないのです。発音も違っていて前者の
haven はヘイブンで、後者の Heaven はヘブンと聞こえます。タックスヘブン
とよく聞きますが、これは正しくはタックスヘイブンでしょうね。これまた似
て非なるものでした。
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耳学問と馬鹿の壁 (Smattering and literacy)
価値の無い暇つぶし会話や議論を idle gossiping といいます。トライセクターであるこ
とに気づかない数学愛好家(Geeks)は、証明が出来たといって無意味に紙と鉛筆をす
り減らしています。気付いたらそんなトライセクターだっということにはなりたくないもの
です。一方、その道のプロの雑談にも、この手の話は結構あるものです。不正確な知
識や経験で話をしていますすと、それがそのグループの常識に変わってしまったりし
ています。耳学問(lSmattering)の怖いところです。これがパイロットの世界ですと、さ
らに困ったことになってしまいます。ただでさえ人の意見を聞かない性癖を持つ人種で
すから、仲間内で一旦偏った理解が常識になってしまいますと、正しい理解を得る機
会を逸してしまうかもしれません。リテラシーの低さが馬鹿の壁を越えられない大きな
理由です。
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行き詰まりと死んだ岩 （Deadlock or Dead rock）
デッドロック(deadlock) という表現がよく使われています。行き詰り(stalemate)、手詰
まり(standstill)、苦境の中にもがいている状況(predicament、strugg) I'm in a dog
house など、ネガティブな意味で使われています。デッドロックの語源を、道を塞いで
いる岩を連想してのことでしょうか、Dead Rock と誤訳されていました。これは明らかな
間違いです。正しくは、Deadlock です。Dead lock も間違いです。手帳や便覧を
Hand book と英訳しているのを見かけますが、これも同じように handbook が正しい表
現です。一方、行き詰まった状況を意味する言葉に隘路という表現があります。これを
英語で bottleneck と言いますが、bottle neck や bottom neck なるものもあります。
似て非なるものというより、間違いです。

124

Daemon on the Prop 3

高性能紙飛行機
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ホイールとウィール (Wheel, wi:l or hwi:l)
車輪を英語ではウィール(wheel)といいます。雑談の中で航空機の車輪をウィー
ルと発音していたら、ホイールのことですかと聞きなおされて気付きました。
ホイールは外来語であって英語ではないと割り切っても、奇妙な発音です。正
しい発音は、ウィールですよといっても、日本人の中では通じません。海外で
通じないカタカナ英語の話しとは逆のケースです。正しい発音に近い外来語は、
日本国内では通じません。WH の綴りには、h 音が強く意識されてホイールにな
ったようです。例えば WHITE、WHAT や WHALE などもそうです。Whale(鯨)
はウェイルでホエールという発音はありません。そこで、英英辞典で調べてみ
たら、Wh 綴りには(h)音の記載があるのもありましたが、現代英語でも現代米
語でも、What はワット(米語)かウォット(英語)であって、h 音は聞こえません。
スペイン語やポルトガル語にはもともと h 音がないので、これらの影響は考え
るまでもありません。ローマ字表記からＨ音をつよく発音になったのかと調べ
ましたが、こちらも直接関係はなさそうです。自動車のステアリング・ウィー
ル(steering wheel)をカタカナに直すと、ステアリング・ホイールだそうです。
ハンドルともいいますが、これは誤訳ですから論外です。同じように、発音が
全く違う外来語にフェル（FUEL 燃料）があります。Fuel は、現代英語では、
ヒューゥです。現代英語とかけ離れた外来語には要注意です。
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タッチンゴー (Touch ‘n Go)
タッチンゴー（日本語ではタッチアンドゴー）とは連続した離着陸という意味ですから、
スチューデントパイロットを含めてすべてのパイロットにとって馴染み深い用語です。と
ころが、この Touch and go には、一触即発、きわどい状況に置かれているという意味
もあるのが面白いですね。例として、A touch-and-go business あぶない仕事という
ように使われます。ということで、その由来の興味を解決してみましょう。さて、飛行機の
離着陸を表す用語とイディオムのどちらが先に使われていたのか辞書で調べてみます
と、駅馬車時代にできたイディオムらしいとわかりました。車輪を完全に止めることなく、
砂埃を蹴るように先を争って走っていた駅馬車の様子が由来のようです。すると、離着
陸訓練の様を見た何者かが駅馬車の様子と重ね合わせで使い始めたのでしょう。スチ
ューデントパイロットの危なっかしい離着陸はまさに A touch-and-go landing と書い
ても差し障りはありません。さて、touch and go と似た表現にに stop and go (ストップ
アンドゴー)があります。接地後一旦完全に停止し、一呼吸置いて飛び立つような離着
陸を指します。頻繁に進んでは停止する様子は、信号機で止められる交通渋滞のイメ
ージと重なってきます。自動車が少し進んでは停止するという意味で、このイディオム
が使われ始めたのでしょう。どちらも必ずしも飛行機から連想した用語ではなかったよ
うです。

.
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ゲームチェンジャー (Game-vhanger)
2012 年初夏、セスナ・エアクラフト(Cessna aircraft)は、JET-A 航空燃料が使
える C182 Skylane ターボ(182NEXT)をオプションで発売すると発表しました。
新しいターボチャージャー付きのディージルエンジンは、ダイレクトドライブ
SMA SR305-230E-C1 エンジンで、ガソリンエンジンに比べより少ない 30%～
40%の燃料で 155kt、1,160NM の運航できるとのことです。私も同じ 230BHP
アブガス(Aviation gasoline)対応の C182 Skylane を運航していますので、この
記事が眼にとまりました。C182 といえば、セスナ社のレシプロ単発機の最もポ
ピュラーな航空機です。自動車でいえば GM 社のキャデラック(Cadillac)のよう
な位置づけでしょう。重厚感のある自家用航空機です。このようにポピュラー
なモデルでディーゼルエンジンを搭載するというのも燃費だけではないようで
す。アブガスの需要が先細りするなか、経済性の要因も少なくないようです。
また、米国では、空港近隣の児童への鉛蓄積問題が顕在化しています。寧ろ地
球温暖化よりも子供の健康問題の方が意識が高いようです。リリースは 2013 年
第 2 四半期になる模様です。10 年後には、既に小型機の航空燃料も AVGAS 100L
や 100LL に替わって JET-A しか入手できないかもしれません。セスナ社は、こ
のモデル発表が市場の新領域を開くゲーム・チェンジャーになり得ると言って
いますが、マーケティング活動の中での発現ですので、そのまま受け取るわけ
には行きませんが無視もできません。ちなみに、ゲームチェンジャーとは、途
中で交代して試合の流れを一気に変えてしまう選手のことです。転じて、世論
の動向を大きく変える人物や出来事を指します。

Cessna 182 NECT
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専門用語の翻訳 (Ignorance is bliss)
専門用語の翻訳には難しいものがあります。それぞれの分野で特異な言い回し
があるためです。加速や減速という表現をとっても、機械の話か経済の話か、
それとも原子力分野の話かで違ってきます。加速は Acceleration、減速は
deceleration ですが、減速材は moderator といいます。一方、自動車の減速装
置は reduction gear です。経済が減速しているという表現ですと slowdown で
す。日本語から英語に翻訳されたマニュアルなどを読んでいると、一般的な和
英辞書に載っている言葉に単純変換したような表現を見かけます。コンピュー
タ用語に至ると、多くの誤訳がそのまま標準語のように英訳されてでまわって
います。コンピュータ技術者がカタカナ英語を誤って使用しているため、その
まま英訳したようなケースが少なくありません。専門分野を知らない翻訳化が
英訳したのでしょうか、はたまたコンピュータで翻訳したのでしょう。誤解を
恐れずにいいますと、和英辞書は翻訳業には使えません。英語からの日本語変
換結果と日本語からの英語変換は、可換ではありません。まだ検索エンジンの
データベースの方が使えます。翻訳業の皆さん、専門書の翻訳作業には専門用
語を勉強してから取り掛かってください。ちなみに、拙著に、英文技術マニュ
アルレビューハンドブックがあります。多くの誤訳を整理しておきました。ご
一読ください。

129

Daemon on the Prop 3

日曜と休日の違い (Sunday or holiday)
駅構内の列車時刻表の英文表記を見ていたら、「土日休日」用を Saturday,
Holiday としていました。おや！？ Sunday はどこへいった？ひょっとして、日曜は休
日だから Holiday の中に入っているのか？それは少し違いますよね。Sunday は
Sunday です。Sunday(日曜日)がお休みでない会社もあれば、休日としない宗教も
あります。これは拙い英訳です。
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否定の肯定か 肯定の否定か (Logically inconsistent)
日本語と英語では、言語の論理構造が少し違うようです。例として、主語と述語の関係
での否定の構造を考えてみました。否定の肯定、あるいは肯定の否定の使い方です。
否定の否定という構造もあります。否定の否定は、結局、肯定になります。例えば、「誰
しも～できないということはない」というように日本語ではよく使われています。意味は、
「誰でもできる」という意味になります。さて、肯定の否定は、主語に条件を付与すると
主語を特定できなる現象を生じてしまいます。
"特定操縦技能の審査に合格していない者は、航空法第 71 条の 3 第 1 項各号に掲
げる行為を行うことができない" これは、新たに発行される技能証明の特定操縦技能
審査/確認の脚注です。これに下記の英文が併記されています。All person are
prohibited from performing the acts listed in each item of Article 71-3
paragraph 1 of Civil Aeronautical Law of Japan unless they have passed the
Pilot Competency Assessment. こういったカードの但し書きは、このカードを所持
している人を具体的に特定して注意を促さねばなりません。この分の構造では、主語と
して対象となる人を絞ることはできませんので拙い直訳です。 Those who have not
passed the Pilot Competence Assessment cannot perform the acts listed in
each item of Article 71-3 paragraph 1 of Civil Aeronautical Law of Japan.
少しはましですが、これでも複数の対象を指していますので、当の技能証明を保持す
る者への注意事項にはなりません。元来欧米と日本で論理的な回路が異なるため、直
訳すると文法的には正しくとも論理的に間違った翻訳が出てくるのでしょうか。カードを
保持する本人が、自分が該当するかしないかを理解するには、単数形の主語が望まし
いのです。つまり、否定肯定の構造が、より英語らしさを感じます。しかも航空法は
Civil Aeronautics Act と訳す必要があります。翻訳家が辞書を片手に訳すと、日本
語の論理構造を残したまま、最初の文章のようになってしまうのでしょう。以下に少しは
ましな訳を示します。 "Nobody should perform the activities listed in each
item of paragraph #1 of Article 71-3 of Civil Aeronautics Act unless
everybody has passed the pilot proficiency review biennially."
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三足烏（さんじょご、Samjokgo）
古代の朝鮮神話に出てくる三足烏(さんじょこ)と、日本における熊野神社の八咫
烏(やたがらす)の類似性に目を留めました。日本語のルーツが高句麗や百済と同
じツングース系だといわれてみれば、遠い祖先の同根の神話を引き継いできた
のかもしれませんし、または百済時代に日本へ引き継がれてきた可能性なども
考えられます。八咫烏は、日本神話の中で、神武東征の際に神武天皇の元に遣
わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされる烏です。この烏が三本足
として知られています。中国では古代より道教と関連して奇数は陽を表すと考
えられており、中国神話では太陽に棲むといわれる三足烏が太陽の象徴であっ
たそうです。そうだとすると、三足烏は朝鮮がるーつではなく、東アジアの神
格されたシンボルであった可能性もあります。確かに、高句麗の道教や日本の
神道でも古来から三という数字は太陽を表す陽の数とされてきました。宇佐神
宮は太陽神に仕える日女(姫)神を祭る神社(ヒメコソ神社)であり、その神紋が三
つ巴であることとも三を太陽と同じ意味を持っているとの説もあります。熊野
神社とは、熊野本宮大社のほか、熊野速玉大社、熊野那智大社を含めて三つの
神社の総称であり、ここにも数字の三が出てきます。八咫烏は、八田(八旗)との
関連も連想されます。八田は八幡宮を創建した秦氏の代表的な姓であることか
ら、高句麗王族の血を引く秦氏が大王家(大和朝廷)に影響を与えていたであろう
との連想ができなくはありません。だとすると、ルーツが同じ三足烏である可
能性がゼロでは無いといえそうです。隣国であり、同じルーツの言語を話し、
古代の朝鮮王朝と日本の王朝の間に血の繋がりがあったとすれば、このような
共通の神話や神格されたシンボルの存在は偶然の一致ではないようです。
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航空業界の七不思議（Chapter 11）
チャプター・イレブンとは、米国連邦破産法第 11 章のことです。2012 年 5 月、
ホッカー・ビーチクラフト社(Hawker Beech)が米連邦裁判所に、このチャプタ
ー・イレブンを申請したニュースが航空業かに流れました。先にムーニー社
(Monney aircraft)が破産した後だけに、中小航空機メーカーの破産は、小型機
を運航している我々にとって気になるニュースです。つい先日の 7 月 20 日、破
産申請中の米航空機メーカーのホーカー・ビーチクラフト社が中国企業による
17 億 9000 万ドルで買収に合意したことも報道されました。ホッカービーチク
ラフト社は、2007 年にレイセオン社(Raytheon)から 33 億ドルでバイアウト
(buyout)されてレイセオン・ビ－チクラフに社名が変わったばかりでした。この
業界では、航空関係の会社は破産しても、消えてなくなることはないといいま
す。これを航空業界の七不思議といいます。それにしても、これまで無名の中
国企業への身売りに合意したという話には驚きました。ビーチクラフト機はビ
ーチ 1900 など軍用機として使われていますので、米国の安全保障にも影響があ
るだろうと思います、案の定、米国経済と国家の安全を脅かしかねないとして、
業界団体から米破産裁判所に買収の差し止めが申請されています。そんな最中、
ホッカー・ビーチクラフトのトップ首脳に、200%のボーナスを支払うように裁
判所に申請したと報じられていました。ニュースだけではよくわからない話で
す。33 億で買った企業を 18 億で売ってしまうこともさることながら、役員が
巨額のボーナス支払いを要求しているのは、日本では考えられません。バイア
ウトの差額が大きいので、すべてを売却するのではないということでしょう。
しかしトップが公然とボーナスを要求することは、企業売却がいかに大きな利
益をもたらすかを意味しています。会社更生手続き中にもかかわらず、トップ
の役員たちが大きな金額を手にできそうです。うがった見方でしたらお許しを
いただきますが、5 年前の買収の目的は、ここ、売却にあったのかもしれません。
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猫の足跡 (Footprints)

我が家ではなく我が家の庭に棲む大きなオス猫がいます。つまりこの野良猫のお気に
入りの場所の一つが、車のルーフのようです。ガレージの中の自動車は明るくて暖かく
て清潔な場所です。ルーフに上がるのに、いつもボンネットとフロントグラスの上に泥足
の足跡(Footprint)をしっかり残していきます。あまりに大きな足跡なので、車を乗り出
す前にワイパーで掃除をしなければなりません。毎度毎度迷惑な猫ですが、最近はあ
きらめています。
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ブランコの語源 (Blanco or Swing)
昔、♪白いブランコという歌があったけれど、ふと、この「ブランコ」のメロデ
ィが頭に浮かび、ブランコの語源が気になりました。ブランコという遊具は古
代日本にもあったようです。隣国の韓国ではとても長い綱で吊るしたブランコ
があるそうで、とても高くまで漕ぐんだそうです。因みに英語では swing と言
います。ブランコという呼び名が使われたのは江戸時代になってからだそうで
す。語源を調べてみると、ブランブランという擬態語からきたとする説や、ポ
ルトガル語の balanço (バランソ)、に由来する説などがあるようです。江戸時
代に広まったとする状況から、ポルトガル語説の可能性があります。ブランコ
の綱の白さから、ブランコに白いイメージを重ねていたとしても自然です。白
いブランコをポルトガル語では Um balanço branco、スペイン語では Un
balance blanco と言います。ひょっとしたら balance ではなく、白 = branco か
ら、そのままの発音でブランコと呼ぶようになったのかもしれません。

Amelia Mary Earhart, Jan 5,1939
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暦の中の魔方陣 (A magic square in calendar)
カレンダーの数字の並びで、魔方陣ができます。ちなみに魔方陣を魔法陣と書
くと意味が違ってしまいます。3 行 x 3 列の魔方陣はよく見かけますが、5 行ま
たは 6 行 7 列の 1 から 31 までの数字を使った 1 ヶ月カレンダーのなかから、任
意で 3 x 3 の数字を切り取り、その数の総和を求めるパズルです。例題を下記に
示します。賢い計算法を見出してください。

対角線の数字を合計してみると、すべて同じ数字になります。
(36 x 4 )– (12 x 3 ) = (12 x 12 ) - ( 12 x 3 )
つまり、魔方陣の中心の数に 3 x 3 行列の 9 を掛けることで総和が求まります。
カレンダーは 7 曜でも 6 曜でも 8 曜でも同じ(シフトは関係なし)結果になります。
つまり、3 列の数字を切り取るとき、平行四辺形で切り取っても結果は同じです。
この 3 x 3 等差配列(A(1, 7)の性質がミソなのです。
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これに一般解を作ってみましょう。
次の 3 x 3 行列をみてください。
条件は、行と列の階差 1 で、行のシフト方向(±)とシフト数は同じものとします。
A ○

○

○

C ○

○

○

B

この行列に含まれる下図の合計は、 Total = 9 x (B + A ) / 2
ここで、( B + A ) / 2 = C となります。
また、9 は、 3 x 3 行列の要素数です。
したがって、 Total = 9 x C
なぜ、9 を中心の数に掛けるかは、等差配列で考えるとわかりやすい。しかも一
般解がみえてきます。つまり、3 x 3 = 9 、3 行 3 列の等差配列だからです。ま
た中心数は、重心(回転の中心)となる数です。加法表の対称性の議論です。等差
配列で作る長方形でも正方形でも、配列の対称性性を利用して 180 度の回転で
中心数を求めます。中心数に n,m 配列なら nm を掛けると、総和が求まります。
したがって、4 x 4 でも 3 x 4 でも 5 x 5 の魔方陣を作って、中心数にそれぞれ
16, 12, 25 を掛ければよいのです。ただし、奇数 x 奇数以外では中心数は 2 個
あたは 4 個存在します。中心数は、それらの平均値をとればよいことがわかり
ます。
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ビリヤードの法則 (Billiards’ law)
小さな子供の頃、病気養療で長い間寝ていたことがありました。そんなとき眼
に入ってくるのが天井の枡目模様です。端からスタートして何回反射を繰り返
したら、対角線上の端に到達するか眼で追って遊んでいたものです。スタート
地点の違いで、反射回数(reflection times)や到達地点が変わります。下図に、縦
線と横線を書き込んだビリヤード台を用意しました。前提条件として、縦横比
(aspect ratio)が１対１(n=m)ではビリヤード台になりません。互いに素な台のみ
とします。また、発射確度は最小単位の枡の対角線上、つまり 45 度の発射角の
みとします。
法則 1 n x m 台で、対角線上の点に回帰するには反対側頂点から発射する
このとき、すべての枡 (n x m)を通過することができる
法則 2 反射回数は、n + m - 1
例えば、黄金比に近い 8 x 5 のビリヤード台とすると、走行時間(通過枡数)は、
8 x 5 = 40
反射回数は、12 回で端の頂点に入射します。
法則 3 座標 n – p から長辺に向かって発射したときの反射回数は、m +p - 1
証明 (n + m -1 ) – (n – p) = m +p - 1
例 5 x 3 のビリヤード台の長辺の p = 2 の地点から発射すると、反射回数は、
3 +2 -1 = 4 回で、コーナーに入射します。短辺に向けて発射する場合の反射回
数は、n – p + 2 です。

ビリヤードの法則は、斜めビリヤード台に拡張できます。このときの、互に素な n, m に対して、
コーナーから発射したときの反射回数は、n x m になります。また、等差配列で、反射過程を証
明することが出来ます。等差配列については、別途、解説します。

139

Daemon on the Prop 3

オセロ計算機 (Shift calculator)

掛け算は足し算で、割り算は引き算であることを前にも書きました。ここでは
それらの例を示し、コンピュータの演算を理解できる玩具を作ってみました。
その前に、計算の用語を少し説明しておきます。A @ B = C としたとき、A と B
をオペランド(operand;、被演算子)といい、@をオペレータ(operator, 演算子)
または作用素といいます。先ず、掛け算でのオペランドは、掛ける側を乗数、
掛けられる側を被乗数といいます。割り算では、除数と被除数といいます。掛
け算ではこれらのオペランドを入れ替えても答えが変わらないので可換群(アベ
ール群)ですが、割り算では入れ替えが出来ませんので可換群ではありません。
群論で可換群の演算子には、 がよく使われます。その理由は冒頭の説明によ
りますが、ここでは特殊な記号は使わず x で記述します。
2x2=2+2
2x3=2+2+2
2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 でした。
2 x 2 = 2 + 2 を 2 進数では、 0010 x 0010 = 0010 + 0010 と表記されます。
0010
+ 0010
00100
上記の掛け算の式を眺めてみれば理解できるように、一般的な掛け算とは、倍
数(times)の数だけ同じ数を繰り返し足し込むことです。
2 進数での計算結果を良くみてみると、実は、0 と 1 の並びは同じことに気付き
ます。桁を右から左へずらしただけのようです。 7 x 2 = 14 を

0111 x 0010 =

1110
・ある数に 2 をかけるとは、左へ 1 桁シフトすること
・2 を 2 回かける( 2^2 = 4 )とは、左へ 2 桁シフトすること
・2 を 3 回かける(2^3 = 8 )とは、左へ 3 桁シフトすること
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したがって、オペランド(operand)にシフトを有効に使うと、
3 x 9 = 3 x (8 + 1)
= (3 x 2^3 )+ (3 x 1) → 0011000 + 0011 = 0011011
0011(3)を 9 回足さずに 3 桁左にシフトした後、3 を足すだけで結果が得られま
した。2 のベキ乗フト方式は、演算時間に直接影響を与えます。小さな数での演
算では演算時間に差はありませんが、大きな数では演算時間に大きな差が出ま
す。
2 のベキ乗による割り算は、シフトの方向が右に変わります。シフト方向が異な
ることが、掛け算と割り算の本質的な違いだったのです。ただし、割り算では、
除数(分母)が多項式となると話は別です。多項式の割り算は、そのままではシフ
トが使えません。カウントを取りながら単純な引き算を繰り返します。
さて、オセロゲームのコマ(Pawn)を使って、2 進数計算機を作りました。〇が
ゼロで、●が１です。また、2 進数の加算は、以下のとおりです。
○○ + ○○ = ○○

0+0=0

○○ + ○● = ○●

0+1=1

○● + ○● = ●○

1+1=2

●○ – ○● = ○●

2–1=1

引き算は可換群ではないので、オペランドの入れ替えはできません。引き算は、
実は、補数(complement)を作り、それを加算回路に入力します。
A – B = A + (-B)ということです。そのため、コンピュータのアセンブリ言語に
は、全ビットを反転する命令があります。補数での加算では+1 ずれることを確
かめてみてください。これを 2 の補数といいます。
10 – 3 = 7
0000 1010 – 0000 0011 = 0000 1010 +’1111 1100’ +1 = 0000 0111
ホワイドボード(whiteboard、発音はワイトボード)の上でビット操作が出来る計算盤を実際
に製作してみました。教材ですから、見た目はイマイチです。
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補数による引き算の例

さて、以下に例題を示します。
例1
3 x 9 = 27 を、オセロ計算機で計算してみましょう。
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例2
次に、3 x 78 = 234 を、オセロ計算機で計算してみましょう。ポイントは、78
を 2 のべき乗の和で表すことです。

3 x 78 = 3 x (2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^1) と分解できます。 いま、レジスタが 2 の
ベキ乗に分解できた数だけあるとします。ここでは、4 個のレジスタにオペラン
ドの 3 を置き、それぞれを、冪数の数だけ左へシフトします。、最後に、すべて
のレジスタの足し算を実施します。

例3
15 ÷ 4 は、除数が 2 の冪数だから、4 = 2^2
15 は、レジスタに “0000 1111” と置かれているので、右に 2 桁シフトします。
すると “0000 0011” = 3 となります。 また桁落ちしたのは “11” =3 が余り
です。
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データの回転 (A circular shift )
オセロ計算機を少し改造し、データが回転するとはどういう意味があるのか考
えてみました。ここでは循環シフト(a circular shift)または回転シフト(a
rotation shift)と呼ばれるオペレーションが必要です。レジスタ内のデータを左
に 1 桁シフトすると最左桁(MSB)がこぼれ落ちます。そのこぼれ落ちた桁を最
右桁(MRB)に置き直す桁移動です。そんなシフトオペレーションが何の役に立
つか探ってみましょう。ちなみに、アセンブリ言語でプログラミングしていた
時代には、rot というような循環シフトの命令がありましたが、その後の C 言語
などのコンパイラー言語には循環シフト命令がありません。このような循環シ
フトは、少なくとも、コンピュータの中でコンパイラーが文字列の操作をする
ときに役立ちますし、暗号も作れそうです。

循環シフトには、オペランドのビットをすべて反転する 1 の補数をとってシフ
トする演算子もあります。また算術シフトと論理シフトの区別があります。算
術シフトでは最左桁に符号ビットを持ちますが、循環シフトでは論理演算とし
符号ビットが邪魔になりますので使用しません。
さて、いくつかの値を並べ、まとまりをつけたものをタプル(tuple)といいます。
n-タプルとは n 個の対象 a1, a2, ..., an の順序づけられた組です。n-タプルの循
環シフトの数は n に依存します。タプルの概念は、リレーショナルデータベー
スの理論展開に役立っています。
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タプルと直積 (Tuple and Products )
4 つのタプル(a, b, a, c) に繰り返し循環シフトを連続的に適用してみると、
(c, a, b, a)、(a, c, a, b)、(b, a, c, a)、(a, b, a, c)になります。タプルが順序づけら
れているということは、2 つの n-タプル (a1, a2, ..., an) と (b1, b2, ..., bn) の対
応する位置の要素がすべて等しいとき、すなわち (a1 = b1) ∧ (a2 = b2) ∧ ...
∧ (an = bn) であるとき、かつそのときに限ることを意味します。タプルは、
直積集合に密接な関係があります。直積集合とは、集合の集まり(集合族)に対し
て各集合から一つずつ元を取りだして組にしたもの(元の族)を元として持つ新
たな集合のことです。一般に、何らかの集合 A1、A2、…、An があるとき、n組の i 番目の対象が集合 Ai の要素とみなされるならば、n 組は直積集合 A1 x A2
x... x An の要素であるといいます。
A、B、C を集合とするとき、(A x B) x C と A x (B x C)、A x B x C は集合とし
てすべて異なるものです。しかしこれらの間には、タプル((a, b), c)と(a, (b,c)と
(a, b, c)に一対一対応(全単射、bijection)が存在するので、全て同一視して考えて
しまいます。項目の並びを変えずに括弧だけを外してみると、直積が集合間の
演算として結合法則を満したものとみなされたことを意味します。こんな概念
が何の役に立つのかといえば、リレーショナルデータベース(RDB)理論など、ソ
フトウェアサイエンスに役立っています。
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データ形式と誤差 (data form and error)
計算用数値のデータ形式には、2 進数(binary)とコード表現(byte)があります。
例えば 10 という数字をコンピュータ内に置く場合、2 進数表現では、8bit 単位
で示すと “00001010”となります。見やすくするらめの 16 進数で読み替えます
と、”hx”0a”となります。コード表現とは、数字を文字のように扱う表現方法で
す。数字の 10 を Shift-JIS コード表現では、”00110001” 16 進で読み替える
と”hx”31”です。ちなみにコード表現には、JIS、Shift-JIS、EBCDIC、UNICODE
など多くの種類があり、使い分けられています。コンピュータで文字が化ける
(Gobble-de-gook)のは。こういったコードの変換ができていないからです。
さらに数値表現には、固定小数点と浮動小数点があります。科学計算では大き
な数値を扱うため、浮動小数点を使った 2 進指数形式が使われます。電卓で大
きな数字になると、指数表示されることがありますが、その表示のことです。
一方、コンピュータの演算回路には、ワード形式とバイト形式があり、浮動小
数点計算には固定長ワード形式が効率よく、文字処理を思いに扱う事務処理用
には処理単位が可変長のバイト形式に無駄がありません。実際には双方の利点
をとって使われるようなファームウェアが使われています。しかし、PC のよう
な小さなコンピュータは事務処理用ですので、やはり浮動小数点計算には不向
きです。2 進指数形式に変換せず、コードデータそのままで計算する関数を使っ
たアプリケーションですと、桁落ちや誤差が無視できない場合があります。
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魔法の数 (The magic number)
小学生で九九を習ったときに、9 の段の九九を書き出してみて、おや、と思った
ことがあったかと思います。9 の段の答えには、同じ数字が順序を変えて現われ
ます。
9 x 2 = 18

9 x 9 = 81

1+8=9

9 x 3 = 27

9 x 8 = 72

2+7=9

9 x 4 = 36

9 x 7 = 63

・

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

・

また、計算結果の桁の数を足しても 9 になります。そこで、西欧では、9 という
数字には特別な力があるのではないかとして、魔法の数といったりしていまし
た。また、西欧では、9 去法(casting out nines)という検算法があります。日本
ではあまり使われていませんが、この検算法では 9 という数字と足して 9 にな
る数字を消去していくことで検算を可能にします。こういう数字の見方を数字
根(digital root)といいます。この 9 去法の話は、別途しましましょう。ここでは、
魔法の数の 9 の秘密を明らかにしてみましょう。実は、9 が面白い数であるのは、
10 進数での話です。10 進数は特別なものではありません。3 進法でも 5 進法で
も計算はできます。ですから、9 を特別な魔法の数と思う必要はありません。人
類はたまたま 10 本の指を使って 10 進数を使い始めました。指が 6 本、7 本と
いう生物も多分存在するでしょう。自然の法則からすると、無駄な対称性は無
いようですから、ほとんどの生物は種で似たたような機構を持つことになりま
す。逆に、種毎に数を数える進法が異なっていても不思議ではありません。4 本
指の生物が知的だったとすると、彼らは 8 進法を使っているに違いありません。
そして、彼らの中の何人かは 7 を特別な数と思うに違いありません。
7 x 2 = 16
7 x 3 = 25

7 x 7 = 61
7 x 6 = 52

7 x 4 = 34

7 x 4 = 43

なぜ n 進法の n-1 の数字が、このような結果になるのかというと、すべての 10
進数での九九の結果の数字根を求めて表にしてみると答えが見える。
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789
46813579
69369369
83726159
16273849
39639639
53186429
76543219
99999999

9 番目の行と列の数字根はすべて 9 になる。
ちなみに、9 行 9 列を除いたものは、
半群 {J/(9), X} になる。J/(9) とは、9 を法とする剰余類で分けられた整数の集
合であり、X はこの半群(semigroup)上の元の間の抽象乗算を意味する。a と b
が、 {J/(9), X} の元であるとき、a x b は mode 9 となる。

148

Daemon on the Prop 3

つる巻き (Coiling its away)
朝顔の
つる(tendril)が巻く方向をコリオリの力と関連づけ、北半球では左巻きになると
いうブログ書き込みがありますが、それは明らかに間違いでしょう。また、朝
顔のつるの巻く方向を右だ左だといっても、どちらを向いての回転方向なのか、
その基準が不明です。つまり、そういった説明には回転方向に対する数学的表
現ができていませんから、ブログ等へのあいまいな書き込みが増えるのは当然
です。この話題は、プロペラ回転方向の誤解にも類似しています。そこで、植
物学ではなく数学的な立場に立って、思考実験をしてみましょう。
まず、コリオリの力(Coriolis effect)との関連についてですが、この見かけ上の
力の影響が現われるのは、第 2 巻でも言及しています。結論から言えば、コリ
オリの力の影響が目に見えるには、かなりの角速度でかつ大きな移動距離で働
きます。つるが巻きながら伸張する際、眼に見える角速度で回転運動している
わけではありませんから、この見かけ上の力に関連付けるには無理があります。
次に、同種同属の朝顔のつるが世界各地でどのような巻き方をしているか調べ
てみることが大切です。もし、同一地域で、巻き方に統一性がないとしたら外
的要因が必要です。成長点である細胞が何かに触れることで巻きの方向とピッ
チを決定するとしたら。そのメカニズムを明らかにしたいところです。一方、
巻き方に統一性があったとしたら、細胞の成長過程にメカニズムがなければな
りません。公開された写真などを調査した結果は、日本でも北米でも南半球で
も観測者から見て反時計回りのようです。突然変異種を除いて皆が一定の巻き
方をしているとなると、そこには成長する細胞に内因的な働きがあると推測で
きます。考えられる内的要因は重力と太陽光の感知能力ですが、ここでは論理
の組み立てだけに注目していますので、これ以上追究しません。一方で、突然
変異で巻きつくことができない朝顔が知られています。この種はつるを上に伸
ばせず下を向いていることから、重力感知細胞が不完全ではないかと推察でき
ます。そこで、この朝顔と正常な朝顔の遺伝子を比較することで、感知細胞の
遺伝子の相違点がわかります。これは有力なメカニズムの解明に繋がります。
この遺伝子の働きは既に解明されているだろうと、推測しますが、ここで、こ
の結論は不要です。もうひとつ。つるが何かに巻きつくには螺旋のようなひも
状に成長する必要があります。つまり、最初から曲がったピロピロ笛のような
形状に成長し、そこに空気ではなく何らかの物質を送り込むことで、腕を伸ば
すような動きができると考えることができます。そこで、ピロピロ笛のような
細胞を生成する遺伝子があり、その成長点は先端であり、ひげと呼びましょう。
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ひげは成長すると、自分自身の後ろに向かって細胞を積み重ねていきます。こ
こで、相似な細胞を積み重ねると螺旋のような巻きを生じることは、以前にも
書きました。この数学的な縦横比の関係が自然の中で淘汰されてできる神秘だ
と思います。またひげの伸張と共につるの径も自分自身を支えるに必要なだけ
太く硬く成長させることが必要です。それは筋肉に相当するものです。つるが
曲がりくねりながら伸張し、その先にある何かに先端のひげを巻きつけ自分自
身を固定化するのには、筋肉のように動くメカニズムを得なければなりません。
植物は、脳のような中枢細胞が、情報処理をして末端の筋肉細胞を動かしてい
るのではありませんから、中央の指令がなくても、個々の感受細胞で感知した
外的要因を個々で判断して、何かの物質を伝播させる仕組みが亜必要です。筋
肉のように、つるに特定の方向に硬さを作り出す物質には、ピロピロ笛の中に
液体を流し込むのが簡単です。以上は思考実験ですから、実際の研究結果には
興味はありません。
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経世済民（Governing a nation and Providing relief to people）
経世経民(けいせいさいみん)とは、民生を安んずる事を本意とする人民のための
政治を意味した中国の古典にある言葉です。ここから経済(economics)という言
葉が生まれました。しかし、語源の意味は経済よりもはるかに広い意味を持っ
ています。語源を知った上では、Economy を経済と訳するのにはしっくりしま
せん。経済は、限られた資源をいかにして使用するかを研究する学問です。そ
して、経済活動とは、社会生活を営むための財やサービスを交換する仕組みの
ことといえます。しかしながら、具体的には、金融至上主義な利の獲得競争で
す。金融資本主義の世界観に行き詰まりを感じています。経済を刺激するには、
常にパイを拡大していかなければなりません。閉じた世界で花見酒経済に陥り、
拡大はできません。これがキーポイントです。だからといって帝国主義的経済
では困ります。パイを増やすには、新たな需要の掘り起こしと、新技術、新商
品あるいは新サービスが必要です。
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竜馬のつまずき (Even homer sometimes nods)
2012 年上半期に公表された米連邦政府の会計検査院の報告書には、米国の飛行
学校で訓練を受けている外国人訓練生に不法入国や不法滞在者がいたと指摘し
ています。これに対して、飛行学校に問題があるのではなく縦割りな政府組織
の問題なので学校側を罰するべきでないと AOPA は指摘しています。しかし、
外国人が米国で飛行訓練を受ける際の資格検査はさらに厳しくなるようです。
2011 年の 9.11 テロ以降、パイロット養成学校とインストラクターは、学生の指
紋および他の情報を TSA に提出することを要求されており、外国人学生プログ
ラム(AFSP)中の規則に従っています。また、学校側は、TSA から問題がないこ
とを受け取るまで学生の訓練を始められません。ちなみに、日本人をはじめと
するアメリカ市民権を持たない学生がアメリカでパイロット免許を取得するに
は、フライトトレーニングの前に DHS(国家安全保障省)の TSA(運輸安全局)が
行っている AFSP(外国人フライト訓練プログラム)に登録する必要があります。
さらに、飛行学校は年に 2 回当局により検査を受けています。飛行学校が AFSP
の必要条件を遵守している割合は、89 パーセントから 2011 年度で 96 パーセン
ト増加したとしています。
外国人訓練生の綿密な調査プロセスは、広範囲な政府系機関が関係しています。
学校は、政府から許可を受け取ってから外国人学生を訓練しているだけです。
南カリフォルニア、テキサスおよびフロリダの 8 空港の 10 のパイロット養成学
校とのインタビューを含む 2012 年 7 月の研究結果では、TSA データベースへ
の 2006 年 1 月から 2011 年 9 月まで外国籍登録者と、FAA パイロット登録者デ
ータベースを比較したとのことです。その結果は、外国人訓練生からの 116,000
のトレーニング申し込みのうち、2006 年と 2011 年の間に 107 のリクエストが
TSA の素性調査の後に拒絶されたとのことです。まさに水も漏らさぬ警戒
(Closely guarde)です。さらに報告書は、FAA のパイロットのうち、チェックさ
れた 25,599 人の外国籍者に言及しています。その数は外国政府発行の技能証明
に基づき米国の技能証明を申請する外国籍者を含んでいません。TSA はなぜ不
適格者不審者を見過してしまったか弁明できなかったようです。ボストン地区
調査の報告では、25 人の外国人が飛行訓練を始めるために TSA によって綿密に
調べられ承認されましたが、ICE は、そのうちの 8 人が不法入国で、17 人が認
可された期間より不法に滞在していたことを後で知れたとのことです。TSA と
ICE といった政府機関の連携がうまくいっていないことが問題だということで
しょう。これに対し、AOPA がコミュニケーション促進の機会をつくる支援を
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するといっていますが、外国人学生の情報を管理するような話では困ります。
いずれにせよ、日本人が米国での操縦訓練を受ける際に、同盟国だからといっ
て特別な扱いはありません。書類を提出した後も綿密な調査が行われることを
知るべきです。個人調査の追跡には、不気味な感じが残ります。しかしながら、
縦割り組織では、必ず鈴の漏れる箇所は残るものです。
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空のみち (Flying with Immanuel)
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)
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宇宙の巡礼者 (A pilgrim of the Universe)

by NASA
まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう．．．。
賢治の言葉を借りれば、正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこ
れに応じて行くことです。
プラネタリウム(Planetarium)は、宇宙を身近に感じさせてくれるサイエンス・
シアターです。そういった気持ちを呼び起こさせてくれるプラネタリウムを見
ていると、宇宙の巡礼者の自覚が湧いてきます．．．
少年時代、銀河の中心である天の川を見上げて感じた恐怖感がいつまでも残っ
ていました。そのとき少年は、無限に広がる宇宙を理解したのです。そして自
分の存在の小ささも理解しました。あまりにも小さな存在の少年は、さらに無
限に小さくなって銀河に吸い込まれ、無と消えてしまう恐怖を知った瞬間でし
た。
いつの日か、少年はパイロットになりました。パイロットは普段水平線を見て
飛んでいます。あるナイトフライトのとき、天空に輝く星々を見て少年は美し
いと思いました。天空に煌々と輝く星々の広がりは無数の微塵の集まりに親し
みを感じました。何も見えない暗さにさえ、創造主の作為をを感じたのです。
新たなミッションを見出したかつての少年には、もはや恐怖感はありません。
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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、きっとノスタルジアな何かを感じている
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も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。
続々刊の刊行にあたって
本巻のテーマは、回転(渦)と循環、そして対称性でした。自然界には様々な回転と循環が存
在しています。また昨今の素粒子論と宇宙論の発展には、目覚しいものがあります。物理
オタクで三等分屋の数学者には興味が尽きません。そういった話題の背景には群論という
数学が基底にあります。そこで少し難解な数学概念を平易な言葉で理解する努力も織り込
みました。科学を話題にしたエッセイを書き綴ることに終わりはないようです。パイロッ
トとしても空を飛べる期間は、地球科学と航空科学への追究も続けていきます。そんな活
動を通して、子供たちへの科学の啓蒙活動も続けて行きたいと思っています。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解を見つけ
たような気がするときるときがあります。平易な文章で自然や数学を解説することに、さ
らなる喜びを見つけていきたいと思います。
2012 年 8 月
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