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第２回サイファイ・フォーラムFPSS
2017年10月28日(土) 日仏会館
「50歳からの「セミ（プチ） 矢倉氏的生活」のススメ」
白石 裕隆（しらいし ひろたか）

※引用資料については、閲覧者の個人利用としてください。

問題提起
矢倉氏は、フランスでの思索では、日本の日常生活で体験することができない、「広大な思
索空間に沈んでいくイメージ」をもつことができると語っている。この「素潜り100ｍ」に相
当する体験を一般生活者が真似をすることは難しいが、「少しの視点の獲得・転換」をきっか
けに、シュノーケリングレベルまで「水面下の世界」を覗き見することは可能と考える。そん
な「セミ（プチ）矢倉氏的生活」の方法論について、当方の見聞体験や考え、社会実践取組者
の事例を整理して紹介し、科学と哲学の融合的思索の一歩としたい。
（参考）
素潜り100ｍ：フリーダイバー
篠宮龍三 氏、廣瀬花子 氏 ※ネット検索

問題提起を考える上での３つの問い
問い１：「技術としてだけの科学」から「文化としての科学」にするには？
問い２：矢倉氏：パリの日本人観光客は「半径１ｍ以内の会話」に終始

→日常生活・産業場面からも哲学は生まれるか？
問い３：矢倉氏の思索の「セミ（プチ）実践」は可能か？

※以下、１～５ページで「○○（※太字）」は、当方が創出した思考概念
【○○】は、該当事例

問い１・２について

科学と哲学における現状の課題認識
科学 両者の隔たり 哲学

特徴 特徴
科学的事実・法則の論理的探究 抽象的・高次の概念の

課題 創出・思考
・科学諸分野ごとに「蛸壺化」 →科学から、いきなり哲学的 課題
・「技術としてだけの科学」から 概念を抽出するのは難しい ・多くは文系的内容
「文化としての科学」へ し、それでは思考の幅に限 ・理系知識からの哲学概
「技術としてだけの科学」の例 りが生じる。 念の構築が少ない。
【ヨーグルト容器の中蓋】 もっと、総合的な思索や体 ・生き方・日常生活への
「（思索空間への沈降を妨げる） 験の中から、両者の隔たり 活用
日常生活における浮力」 を繋ぐ考えが創出してくる
科学的繋がり認識の可能性に のではないか？
「蓋」をしている。 そこで、・・・

・科学からの哲学的問いや哲学概
念の創出が少ない。

↓
「少しの視点の獲得・転換」に向けた当方の見聞体験や考え（「文化としての科学化 10の条
件」）を紹介する。
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文化としての科学化 10の条件
１論理思考の場面 ２感情・感覚・イメージ表出や体験場面

①知の構造化による「俯瞰」①の視座からの「俯感」
【炭素資源史】

②「因果律」＋α「イメージ想起律」、発問による「思考ベ
Ⅰ クトル」（ベクトルの始点＝視点、ベクトルの方向：視野）
個 の創出と転向
別 【「植物は何を栄養にして育っているの？」】
認 【「みんなが知らない、線虫と野菜との土の中での闘い」】
知 ※当方が企画･編集して､役所HPに掲載｡この名称でﾈ ｯﾄ検索すればﾋｯﾄ
レ
ベ ③「科学的発見の追体験」、「虚心な観察・鑑賞から浮かび
ル 上がる感情・感覚のすくい出し」

【物理・力学：簡易加速度計と電車の起動加速度】
cf.
「科学的発見 10の条件」 ④アート・身体表現、身体性を意識した思索
根岸英一 教授 【「魔女の宅急便」童話作家 角野栄子 氏】

Ⅱ ⑤「適応的態度」 ⑦「各諸学や各事象における"不透視層"の透視体験」
メ 【精密絵画画家の池田学 氏の作品「The Ice」創作における、
タ ⑥フレームワーク思考（経 凍った湖の中の透視体験】
認 営学）による、思考全体 https://www.takashimaya.co.jp/tokyo/special_event/ikeda/index.html

知 の俯瞰と「思考ベクトル」【武蔵野美術大学 図書館の設計思想 設計：藤村龍至氏】
レ の意識的転向。 図書館内部の画像 http://mauml.musabi.ac.jp/library/
ベ 言語による認知の仕方の
ル 違いも意識
⑧「包容的鑑賞」
【虹の科学的解明後のゲーテにおける虹の鑑賞態度 ※虹の科学的解明：「虹の女神を
ニュートンが裸にした」：18世紀イギリス文壇の失望感】

Ⅲ 「科学する詩人ゲーテ」石原あえか 慶應義塾大学出版会
総
合 ⑨「マインドコネクトネス」 cf.マインドフルネス
レ 【レオナルド・ダ・ヴィンチ展】
ベ 「創造場」
ル 【横浜美術館：横浜トリエンナーレ2017における、鑑賞者参加型の展示作品】

⑩これら①～⑨に基づき、市民が経営者の立場で科学に関係する事柄のマネジメントを
思考体験してみること（人を楽しませること：amusementも含む）

cf.「科学的発見 10の条件」根岸英一 教授
https://www.ssocj.jp/journal/preface/54-1.php 「有機合成化学協会誌」平成７年

薬学講演会で当方が根岸教授にこの条件の内容について質問
（回答）
有機合成の新反応経路の発見では、10の条件の中で特に「系

統だった探索」による「研究マップ」づくりが重要。
この「研究マップ」は、発見可能性が高い反応経路の分野、

そうでない反応経路の分野を、確実な実験によってしっかり
見極め、新発見に向け研究を方向付けるもの。

図：2012年10/22 日本経済新聞：私の履歴書 根岸英一(21)
https://www.nikkei.com/article/DGKDZO47489770Q2A021C1BC8000/

https://www.takashimaya.co.jp/tokyo/special_event/ikeda/index.html
http://mauml.musabi.ac.jp/library/
https://www.ssocj.jp/journal/preface/54-1.php
https://www.nikkei.com/article/DGKDZO47489770Q2A021C1BC8000/
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「文化としての科学化 10の条件」の項目例の紹介

①知の構造化による「俯瞰」とその視座からの「俯感」
【炭素資源史】

自然事象を認知していないか、認知していても事象ごとの特異性や事象間の「繋がり」を意識
していない段階

光合成 石油の生成 石油精製 ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ製品 炭素分の廃棄
二酸化炭素 石炭紀に生成 原油輸入 食品包装 ごみの分別
＋水 石油会社 二酸化炭素排
→炭水化物 出による地球

温暖化問題
↓
↓

事象ごとの特異性や事象間の「繋がり」を意識した認識
光合成 → 石油の生成 → 石油精製 → ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ製品 → 炭素分の廃棄

葉緑素の中で、 原油の基となる 植物由来の硫 食品の安全性 廃プラスチッ
Ca・Mg複合体（歪 ケロジェン（油 黄分：触媒毒 を保つために、 ク処理の困難
んだ椅子の原子 母）は、直鎖ア や大気汚染の 各種、機能特 さ
団構造）を蛋白 ルカンが主体 原因 性の付与に向 海ごみ問題
質の中で仕組み、 ↓ ↓ けた企業努力
水を酸素と水素 恐らく植物の脂 Mo（モリブデ 地球温暖化
に分解する。こ 肪酸起源 ン）触媒を使 問題
の方法は、光合 ↓ った、超深度
成開始以来30億 安定な環状炭化 脱硫技術の急
年間変わってお 水素になって、 速な進歩
らず、植物が見 原油にならなか
つけた、汎用元 った膨大な炭素
素による水分解 化合物の集積が
の恐らく唯一の 原油の背後にあ
方法 る。

原油の背後にある、原油にならなかった膨大な炭素化合物の集積

（左）
M.Vandenbrouke, C.Largeau
"Kerogen origin evolution and structure" Organic Geochemistry 38(2007)719～833
（右）
B.P. Tissot, B. Durand, A. Combaz,
Influence of the nature and diagenesis of organic matter in formation of petroleum.
AAPG Bulletin, 58, 499–506, 1974
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光合成は、「深い井戸」から二酸
化炭素を汲み上げて、炭素化合物
を仕立てるイメージ

ビーズの山に混在している硫黄原
子のビーズを徹底的に排除するイ
メージ

東京理科大学 「有機資源化学」講義資料

廃プラ処理企業見学時に見て印象に残っている、
混在廃プラごみの散在場面
→再生しても低価品にしかならない。

以上の【炭素資源史】の「俯感」を
アートで表現してみたら・・・
ネット掲載画像

関連サイト
第11回みどりの学術賞 内閣府
沈建仁 教授（岡山大学）「自然がつくり上げたしくみを見る」
http://www.cao.go.jp/midorisho/
※読本「自然がつくり上げたしくみを見る」：歪んだ椅子の原子団構造掲載
受賞者による記念講演会の際、当方から沈教授に、遺伝子変異による生物進化で多様な生物

が出現したのに対し、30億年間、光合成の中枢部分（Ca・Mg複合体）の蛋白質を設計する遺伝
子が変異しない理由について質問

廃棄プラスチックの海ごみ問題の研究 高田秀重 教授 東京農工大学
http://web.tuat.ac.jp/~gaia/Index.html
環境省「海洋ごみシンポジウム2016」 ※講演資料掲載
http://www.env.go.jp/water/marine_litter/2016.html

http://www.cao.go.jp/midorisho/
http://web.tuat.ac.jp/%7Egaia/Index.html
http://www.env.go.jp/water/marine_litter/2016.html
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⑥フレームワーク思考（経営学）による、思考全体の俯瞰と「思考ベクトル」の意識的転向

理系思考 顕微鏡での線虫観察
（見下ろし視点）

第２象限 第１象限
ベクトルの方向：視野

ベクトルの始点：視点
観察者
以外の視点 観察者視点

【「みんなが知らない、線虫と野菜との
土の中での闘い」】

（土の中の野菜視点） 第３象限
第４象限

理系思考以外

「理系思考以外」の例：イメージ・アート化、ストーリー仕立て、
身体性を意識した思考等

⑨「マインドコネクトネス」
【レオナルド・ダ・ヴィンチ展：三菱一号美術館】
「 こうした研究（※諸分野の膨大な手稿の内容）のすべては絵画制作や土木工学に必要な基
礎知識であったものの、彼の興味は留まることなく拡大し、やがて研究そのものが主眼とな
っていった。
世界の成り立ちや法則そのものを解き明かそうとする科学的探究は・・・※以下：手稿の

出版構想を立てていた。
These investigations were all concerned with basic knowledge Leonardo needed for
painting and civil engineering, but his interests grew ceaselessly -- to the point
that study,reseach itself, become his main interest.
Scientific fact-finding to untangle the mysteries of the origin of the universe
and discover and elucidate Nature's laws ･･･」

⑨「創造場」
【横浜美術館：横浜トリエンナーレ2017における、鑑賞者参加型の展示作品】
「Trace Evidence（痕跡証拠）」Broomberg & Chanarin

当方が作成した作品
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問い３：矢倉氏の思索の「セミ（プチ）実践」は可能か？

１．ポートフォリオキャリア（複数キャリアの組合せ）の構築
ﾀﾞｲｱｺﾞﾗﾑﾗﾝ東京（https://diagonal-run.jp/ 八重洲所在､福岡銀行のｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設）での副業セミナー

収入○ 収入×
やりたい １分野 ２分野：大事だか後回しにしがち→取組を増やし１分野化を目指す。
こと 「do肩書き」 「２枚目の名刺」、「be肩書き」

取組候補：
need ③頼まれること

④世の中の「不」（不便等）の解消

thank aid
天職
joy

can will
①得意なこと ②好きなこと

（①＝自分でかかる労力の少なさの割に、周りから感謝されること）
また、「ある分野で１位/100人中×別分野で1/100×さらに別分野で
1/100」との３つの掛け算で、1/100万のキャリアを目指す。

やりたく ３分野 －
ないこと
・「副業」一歩手前の、「複業」（複数の社会的役割）から始める。
「２枚目の名刺」をもつ。名称は自分で「創設」可
【サイファイカフェの参加者：年金生活者→年金・哲学活動家】
【日本経済新聞2017/6/5 仕事は「勉強家」肩書に込めた思い（新職業図鑑）】
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO17055020Q7A530C1I00000/ ※要会員登録記事
（要旨）
人の活動総体の氷山の一角である「do肩書き」（組織で○○をしています（do動詞））に対
し、海面下の氷山に相当する、「be肩書き」（自分はこうありたい（be動詞））として、自身
と皆の学びをファシリテートする「勉強家」とのユニークな名刺を配って活動
兼松佳宏 氏のツィッター https://twitter.com/whynotnotice

・副業起業者からの「２つ旗」の助言
「小さな旗」を立てる（副業の取組を世の中にアピールする）。
「大きな旗」を立てる（自分のビジョンを示す）。
↓

ウェブ検索で情報が残っている率＝0.0004％
響く人には響くし、繋がる人には繋がる（0.0004％で繋がった価値観だからこそ価値がある）

２．「文化としての科学化」に向けた"偶発的な創発"の計画的な誘発
「計画された偶発性理論」( Planned Happenstance Theory) ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱでの紹介要旨
スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ（John D.

Krumboltz）教授が提案したキャリア論。個人のキャリアの８
割は予想しない偶発的なことによって決定されるので、その
偶然を計画的に設計し、自分のキャリアを良いものにしてい
こうとする考え方。この計画された偶発性は以下の行動特性
を持っている人に起こりやすいとする。
①好奇心（Curiosity）、②持続性（Persistence）
③柔軟性（Flexibility）、④楽観性（Optimism）
⑤冒険心（Risk Taking）
↓ 【サイファイカフェのスライド

偶発性の計画例）講演会、書籍で講演者・著者・主催者等に での小さな偶発性の例】
コメントをフィードバックしてみる。

https://diagonal-run.jp/
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO17055020Q7A530C1I00000/
https://twitter.com/whynotnotice

