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第３回ＦＰＳＳフォーラム

2018年６月30日(土) 日仏会館

「マインドフルネス」による科学と哲学の融合に向けて

白石 裕隆

要旨

自然科学の啓発・教育場面では、科学的素養が不足する受け手に対し、体感機会が乏しいま

まに、結果としての科学知識の「注入」に重点が置かれ、科学との「対話」の上で、科学的発

見プロセスの面白さの追体験を含め、科学を自身の思考・思想の一部として取り入れられる機

会が不足していると感じている。一方、哲学では、科学知識に基づく思索より、心を扱うにし

ても文系内容の考察が主体となっており、各々の分野の視野の範囲である「地平」（horizon）

（注１）の融合の難しさを感じている。

この点、禅の思想から派生した「マインドフルネス」では、所作（呼吸・歩行瞑想、日常動

作等）を通じ、所作や観察対象の"ありのままの"体感と行為者の心の変化の肯定的な把握を重

視する取組が行われており、体感・心の観察や科学現象の場面へのイメージ想起を媒介に前述

の融合が図られる可能性があると感じている（注２）。

ついては、発表では、「マインドフルネス」の概要を紹介した上で、科学と哲学の「地平」

の融合に向けた「対話」の取組として、「マインドフルネス」を取り入れた、①物理量単位（距

離・時間・力等）を「取組単位」とした「地平」の拡張（単位の体感的理解等）、②「不動智」

等の禅語（造語を含む）による科学的思索の促進、③思考・イメージ喚起・観察対象との同化

視点である「主体視」をセットにした「４象限の理科学習モデル」を提案する。

そして、これらの取組により、「マインドフルネス」から「マインド・コネクト・フルネス」

（科学と哲学の融合も含め、全てのものの繋がりの可能性に心を巡らす境地）に向けた可能性

について考える。

なお、本稿は、第２回FPSSフォーラム（2017年10月28日(土)）に当方が発表した、「50歳か

らの"セミ（プチ）矢倉氏生活"のススメ」の続編である（注３）。

（注１）

矢倉氏のエッセー「パリから見えるこの世界（Un regard de Pariis sur ce monde）」の第69

回「ハンス・ゲオルクガダマー、あるいは対話すること、理解すること」において、ハイデッ

ガーの弟子である、ハンス・ゲオルク・ガダマー（Hans-Georg Gadamer,1900-2002）の「対話」

の哲学にある概念（本発表資料の４ページで同エッセーの要旨を紹介）。歴史的に拘束された、

１人の人間が見ている世界が１つの「地平」（horizon）に限定されていることを認識し、他

の「地平」との「対話」の必要性を説いており、本要旨では、科学と哲学の「地平」に援用し

た。

（注２）

慶應MCC・アゴラ「マインドフルネス・ワークショップ」を2017年12月～2018年３月に受講し

た。本稿でのマインドフルネスについての記述は、当方が理解し、思考した範囲のものである。

http://www.sekigaku-agora.net/c/2017/kt2017b.html

（注３）

発表レジュメ、補足資料掲載：http://sci-phi-fpss.blogspot.com/p/2-fpss.html

http://www.sekigaku-agora.net/c/2017/kt2017b.html
http://sci-phi-fpss.blogspot.com/p/2-fpss.html
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１．問題提起：科学と哲学における科学知識の格差

科学に基づき哲学を考えたり、科学と哲学との融合を図る際、両者に①科学知識の量の格差

（以下「知識」と表記）、②知識理解の格差（専門用語や桁違いの物理量単位等の体感的理解

のしにくさ、知識を結び付け全体を俯瞰することの難しさ）が存在する。この格差は、１）科

学全般（専門用語満載のパワポ早送りの科学シンポ）、２）地質見学（多忙スケジュールで解

説聞き取りの露頭観察）、３）理科教育（中学校段階から進む「理科離れ」）の各場面で見聞

される。

（１）科学全般

①知識の量の格差 ↘知識「注入」

②知識理解の格差 科学 説明 科学 哲学

（専門用語や桁違いの物理 ネット検索

量単位等の体感的理解の

しにくさ） 哲学

現代 ギリシャ時代

（２）地質見学

①知識の量の格差 引率者 ↘知識「注入」

②知識理解の格差 学芸員 解説

（地史的年代の体感的理解

のしにくさ：８万年前、

470万年前の地層等） 見学者

現代

（３）理科教育

国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」2012年（小学校）・2015年（中学校）比較

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html

小学校 中学校：理科「離れ」
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この「格差」について、科学コミュニケーションの手法を使って、人々の頭の中に「知識を

"分かり易く"注入すること」は可能かもしれないが、それだけでは、受入れる側の人の体感的

納得や「心」（感情、心の変化、思想展開等）が脇に置かれたまま、「頭」（思考・理論）だけ

の理解に終わってしまい、「頭」だけの理解に基づく哲学の展開にも限界があり、ひいては科

学と哲学との融合を図ることも難しいと考える。

２．「科学」との対話に向けて

この「格差」を克服して、科学と哲学との融合を考える上で、矢倉氏のエッセー「パリから

見えるこの世界（Un regard de Pariis sur ce monde）」の第69回「ハンス・ゲオルクガダマ

ー、あるいは対話すること、理解すること」が示唆に富んだ内容を含んでいると考える。同エ

ッセーでは、ハイデッガーの弟子である、ハンス・ゲオルク・ガダマー（Hans-Georg Gadamer,

1900-2002）の「対話」の哲学とピエール・アドー（Pierre Hadot,1922-2010）の「対話する

ことを学ぶ」が紹介されている。その要旨は、次のとおりで、①科学理解・教育の場面や、②

科学と哲学との間にも、この「対話」の"意図的な創出"が必要と考える。

要旨のイメージ・図式化

開かれた精神の有り様

自らを変わり得る存在として意識

個人の主観や理解に先立つ枠組み

（prejudgment）を動員して、「問い」

を出し、対象との「対話」に乗り出す

要旨

歴史的に拘束された１人の人間が見ている世界は、１つの「地平」（horizon）に限定さ

れている。しかし、テクストを読む際など、テクスト等の様々な対象に対し、客観的に問題

を捉えるばかりでなく、個人の主観や理解に先立つ枠組み（prejudgment）を動員して、「問

い」を出し、対象との「対話」に乗り出す（「関わる」）ことにより、あるパースペクティ

ヴで見通すことができる「可能性の扉」が開かれる。そうすると、テクストの書き手が有す

る、やはり有限な「地平」と自己のそれとが扉を通じて融合し、この主観的な問いと対話に

合わせた意味が現れ、それが当該テーマについての自らの思考の一部となる。これは、自己

変容の過程であり、自ら問い掛け「対話」に乗り出す姿勢の中に既に変容が始まっている。

この過程では、自己を正当化し相手を言い負かそうとする閉じた考えではなく、真実と言

えるものを探し出すことにより、お互いが新しい理解に辿り着こうとする、開かれた精神の

有り様があり、"自らを変わり得る存在として意識できるかどうか"が問われている。

この「対話」は、テクストや他者との対話のみならず、自然との対話、音楽との対話、異

文化との対話（翻訳）、自己との対話など、人間として持っている受容体として反応するす

べてのものがその対象となり、あらゆるレベルで行われることとなる。

「理解」とは、このあらゆるレベルで行われることとなる、無限の対話的過程である。

歴史的に拘束された
１人の人間が見ている
世界：１つの「地平」
（horizon）に限定

テクストの書き手等が
有する、やはり有限な
「地平」



- 5 -

３．「マインドフルネス」の概要紹介

（１）マインドフルネスの実体験

「マインドフルネス」は、禅の思想から派生した、無宗教の瞑想を意識した、感受・思索法

である。自身の所作（呼吸・歩行瞑想、日常動作等）をはじめとして、あらゆることの観察・

鑑賞等を通じ、①所作や対象を、"ありのままに"体感することと、②それに伴う行為者の「心

の変化」を、先入観や雑念も含め、全て自身の心に生じたこととして肯定的に把握して受入れ

ることを重視する取組が行われている。

※ここで、「呼吸瞑想」を実際に体験してみましょう（１分以内）。

①目を閉じて、鼻からの出る「息の形」を意識して、"ありのままに"感じてみます。

②当方から「始めます」との言葉で瞑想を開始します。

③途中、呼吸の形に意識を集中していて、それ以外のことが頭に浮かんでも、「そのことを

思い浮かべた自分を褒めて」あげてください。「瞑想」が「迷走」しても、「名僧」（のよ

うな気に）なっても（同音異義語）、全部、自分に起きたこととして受入れます。

④途中のある時間（１回目）と終了時間（２回目）に当方が音を鳴らしますが、２回目で目

を開けてください。

⑤開始から１回目と２回目の音と終了までの時間間隔は、後の説明で意味があります。

※実際に瞑想をしてみて、どのように感じられたでしょうか？

当方が感じたこととしては、・・・。
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（２）心境を描写し、メタ認知する「マインドヘキサグラフ」

マインドフルネスの講座を受講して、心境（人の脳の活動状態）として、大きく分けて次の３つ

の対立軸があると気付き、これらの軸を６角形の図で表現した「マインドヘキサグラフ」を考案し

てみた。

多くなりがちな脳の活動状態（前者） 少なくなりがちな脳の活動状態（後者）

①固定観念（ステレオタイプ思考）（注１） 対．①'自由観念（あるがままに感じる）

知識ベースの論理思考 イメージ想起、アート活動

②外観（外から情報入力） 対．②'内観（自身の心象を顧みる）

③「default mode network（DMN）」（注２） 対．③'「salience network（SN）」（注２）

「心ここにあらず」の脳のアイドリング （DMN）と（CEN）を切り替える、監督的

状態 立場としての脳の状態

「central executive network（CEN）」

目標に向かって集中している脳の状態

（注１）

知識ベースの論理思考は、固定観念（ステレオタイプ思考）そのものとは言えない場合もある

が、対立軸を簡素化する上で、①'の自由観念との対比で同項目に含めた。

（注２）

これら脳の活動状態についての専門用語は、ネット検索で、ある程度の内容の解説がヒット

する。

「マインドヘキサグラフ」

③'「salience network（SN）」と「central executive network（CEN）」

②'内観（自身の心象を） ①固定観念

顧みる）

①'自由観念 ②外観（外から情報入力）

③「default mode network（DMN）」

知識「注入」が中心となる場合の科学教育（理科教育）や情報化社会での日常生活の脳の活動

状態をレーダーチャートにすると、①～③方向に偏寄った形になると考えられる（図中の緑線）。理科

教育の場面では、練習問題や実験において、生徒は教科書・参考書、学習塾、ネット等で問題

の答えや実験結果をすぐ検索しがちで、学習内容や実験での現象等を基に、まず自分で考えて

みる姿勢を養うことが課題として指摘されている（2018年５月12日 第23回教科｢理科｣関連学会

協議会シンポジウム）。

そこで、マインドフルネスで①'～③'方向にもチャートを広げることが、全脳的な思考活動として

求められる。これは「地平」の議論との関連では、「地平の自己内（均等的）拡張」と言える。しかし、
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このようにチャートが偏った状態で、いきなり②'内観や③'（SN）・（CEN）方向に広げることは難しい。

ついては、①'自由観念について、マインドフルネスで"あるがままに"感じる機会をもつことに加え

て、[1]考えやすい概念を手段として使ったり、[2]何らかの手法でイメージ想起や固定した視点の可

変化を促すことが有効と考える（図中の水色の線）。この[1]・[2]の内容について、次の４章で３つの

具体的方法を提案する([1]の考えやすい概念として、物理量単位、禅語を提案）。

これらの活動は、「地平」の議論との関連では、自分の思考・感情・感覚の中に、様々な考え方、イ

メージ想起、視点を変換をする、もう１つの自分を分身のように"意図的に"出現させると言う点で、

「地平の自己内創出」と言える。

そして、①'自由観念での様々な「地平の自己内創出」をきっかけに、②'内観や③'（SN）・（CEN）

方向にも「地平の自己内拡張」を図った上で、これら自己の様々な創出・拡張「地平」との間で、そ

して、自己の「地平」と他者の「地平」との間で、ひいては、科学の「地平」と哲学の「地平」

との間で「対話」に乗り出すことが、全脳的な活動に基づく、科学理解や科学と哲学との融合

に向けた取組になると考える。

なお、この「マインドヘキサグラフ」は、科学理解・教育（数学を含む）のみならず、音楽、現代

アート鑑賞等にも援用可能で、これら３×２＝６組の活動形成により、より可能性の広がる学術・文

化・芸術活動と各分野間の創発性の発揮が期待できると考えている。

４．「マインドフルネス」を取り入れた、科学と哲学の「対話」から融合に向けた取組

この①'自由観念について、[1]考えやすい概念を手段として使う方法として、（１）科学の基礎

でありながら体感的理解や科学知識の俯瞰に課題がある、物理量単位について、（１）物理量

単位（距離・時間・力等）を「取組単位」とした「地平」の拡張を提案する。また、（２）先

人の叡智と文化の結晶である禅語とその造語から、「ことばの力」を活用して科学的思索を展

開することを提案する。そして、[2]何らかの手法でイメージ想起や固定した視点の可変化を促す

方法として、理科離れの端緒となる中学校・理科を対象に、（３）思考・イメージ喚起・観察対象

からの「主体視」をセットにした、「４象限の理科学習モデル」を提案する。そして、マイン

ドフルネスをこれら３つのそれぞれの場面で活用する。

これら３つの方法論は、科学の基礎である点、叡智と文化の結晶であり、概念発展をさせや

すい言語を利用する点、①'自由観念の発展の具体的手段となる、イメージ想起や固定した視点の

可変化を促すと言う点で、基礎的・汎用的で展開可能性が大きい方法論であると考える。

（１）物理量単位（距離・時間・力等）を「取組単位」とした「地平」の拡張

１）物理量単位（距離・時間・力等）の体感的理解

物理量単位についての理解を現在と昔で比較すると、次のような「格差」がある。

現在 昔

自然現象の理解は物理量を単位として行われるところ、物理量の単位 尺、寸など身体を基準に

はMKSA単位系（メートル、キログラム、セコンド（秒）、電流：アン した単位で体感的理解が

ペアの頭文字をとったもの）を基本として、これらの組合せで単位が 容易

組立てられている。体感的理解が必ずしも容易ではなく、単位につい

ての体型的な科学教育が不十分と考える。

物理量単位については、①日常生活とは桁違いだったり馴染みがないことによる、物理量単

位等の体感的理解のしにくさの克服に加え、②単位相互間の関係理解・俯瞰から得られる「俯

感」（対象の全体像を把握できた際に得られる感覚：前回の当方の発表での造語）の獲得も課

題となっている。②は、力等の体感的理解が容易な単位への変換により、①にも資することと
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なる。

この点、産業技術綜合研究所の刊行誌「産総研 SAN・SO・KEN」（2006年）の「はかるの基

本」の別冊付録「はかる単位ポスター」（注１）は、単位の関係を俯瞰する上で有用であり、

単位が「円環の関係」を成している図から、「ヒエロクロスの円」（ストア哲学の倫理）の図

（注２）が想起され、両者の「地平」の融合や、物理量を通じた様々な関係性への意識を想起

する、「マインド・コネクト・フルネス」を感じているところである。

（注１）

産総研「SAN・SO・KEN」（2006年）：「はかるの基本」、別冊付録：「はかる単位ポスター」

http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/san_so_ken/san_so_ken.html

（参考）量を量る単位 https://www.aist.go.jp/science_town/scientist/scientist_02/scientist_02_01.html

（注２）

第７回カフェフィロPAWL＜生き方としての哲学を振り返る＞「トルストイの「人生論」から生

き方を考える」（2018年６月８日(金)開催）の資料

http://cafephilopawl.blogspot.com/p/7.html

「はかる単位ポスター」より引用 第７回カフェフィロPAWL資料から引用

物理量を通じた様々な関係性への意識としては、molから水素イオン濃度pHや血液の緩衝作

用や、力と面積の単位の組合せの圧力（Pa：パスカル）から血圧などの健康面、家庭や産業で

の電力使用量（Ｗ：ワット＝Ｊ（ジュール）・ｓ－１）から環境問題など「倫理」が関連すると

ころ、これら「円環の地平」を並べて眺めていると、物理量単位を思索の「取組単位」として、

現在と過去、科学と哲学の円周を超えて、これら「地平」が融合するイメージを喚起される。

日常生活とは桁違いだったり馴染みがない場合がある物理量単位について、科学ストーリー

に合わせてマインドフルネスによるイメージ想起で、これらをいかに体感的に理解できるように各

人の「地平」に落とし込むかが鍵となり、次表のような工夫が考えられる。後は、これら①～④を

組み合わせれば、他の物理量も表現することができる（例えば、力の単位１[Ｎ]（ニュートン）＝

１[kg]×加速度１[ｍ/ｓ-2]）を実演で体感的に理解するなど）。

http://www.aist.go.jp/aist_j/aistinfo/san_so_ken/san_so_ken.html
https://www.aist.go.jp/science_town/scientist/scientist_02/scientist_02_01.html
http://cafephilopawl.blogspot.com/p/7.html
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①距離 等身大の大きさに縮尺（マクロの自然現象）・拡大（ミクロの自然現象）して考えてみる。

例えば、太陽をこぶし大とした時に、地球の公転半径はどれくらいになるかを考えてみ

る（科学ライブショー「ユニバース」https://universe.chimons.org/ での工夫）。こ

の時、いきなり答えを言うのではなく、太陽の大きさ・地球の大きさ・両者の距離につ

いてイメージ想起を促す。

②重さ 距離と同様に等身大の重さで縮小・拡大して考えてみる。

③時間 時間間隔を１呼吸＝数秒・１時間・１日・１年・10年・・・と指数的に地史的時間スケ

ールまでインストラクターが設定して瞑想し（歩行瞑想の一歩についても同様に時間感

覚を伸ばして設定）、470万年と言う地史的年代を体感的に理解してみる。この際、地史

的年代の絶対的な体感はできないが、８万年と470万年の違いを呼吸瞑想で相対的に体感

することは可能であり、この「相対化」が、時間を含め物理量単位全般の体感的理解の

有力な方法の１つと考えている。

④電流 電磁気分野の単位は感覚的に捉えにくいが、磁場が形づくる砂鉄の模様の観察やイ

・ メージに加え、ローレンツ力（注）の関係に基づき、電磁気の単位を力の単位に換

磁界 算し、力のイメージで理解することが考えられる。

（注）荷電粒子や電流が磁場から受ける力Ｆ＝電流 I [Ａ]×磁束密度Ｂ [Ｔ]×磁

場と直交する長さＬ [ｍ]（フレミングの左手の法則）

２）地史的年代の時間単位についてのマインドフルネス：「マインド・ジオフル・ネス」

2017年２月に地質見学で三浦半島・荒崎を

訪れた（注）。三浦半島・荒崎には、18年ほど

前にも訪れ、幾重もの砂岩層と黒い火山層が

織りなす風景の風光明媚さ（写真）が印象に

残っていたが、学芸員から「三浦半島が、ま

だ富士山も無かった頃から、南洋から何千万

年かけて地殻移動で日本列島に付加したこと」

や、「火山岩層の厚さと数の多さから、想像を

絶する海底火山の噴火があったこと」（写真）

との解説を聞くまでは、地層が「目に映って」

いても、その成り立ちの背景までは「観えて」

いなかった。

（注）横須賀自然・人文博物館「三浦半島

ジオツアー」

http://www.museum.yokosuka.kanagawa.

jp/archives/event/25359

分厚い火山岩層（黒色）と砂岩層

（白～灰色）

写真の火山岩層の厚さは大人の身長

の過半に達する。

https://universe.chimons.org/
http://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/archives/event/25359
http://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/archives/event/25359
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学芸員の解説で、（左写真）にある、上

の黄色い、８万年前に生成した関東ロー

ム層に対し、下の三崎層が470万年前に生

成したと聞いて、目の前に色や層の質は

違っても一体として同時に見えるものが、

「８万年前から470万年前」と言う大きな

時間的格差に「はっ」と気付かされるも

のがあり、今回の発表で「呼吸瞑想」と

して体験機会を設けたものである。

この地質見学以降、荒崎の写真を見ると、幾重にも褶曲した地層が広がる磯場での波音、風、学

芸員からの説明で創発された、地層が醸し出す地史的スケールでの時の流れをイメージされるよう

になった。

瞑想法としては、①呼吸、②静座、③ボディースキャン、④ヨーガ瞑想、⑤生活瞑想があり、小

豆島などの風光明媚な地での瞑想として、「リトリート」の取組が行われているところ、この三浦

半島・荒崎の風景との再会機会から、地層を子細に観察し手を触れてその成り立ちをイメージする

など、「触感瞑想」・「マインド・ジオフル・ネス」のアイデアが浮かび、プログラムを考えている。

３）ハイブリッド・マインドフルネス：様々な「マインド・○○・フルネス」との組合せ

博物館での地質見学では、限られた時間での行程となることから、足早に次々と地層を見聞する

ことで精一杯で、また、学芸員の解説から知識を得ることに注意が向き、地史的風景にマインドフ

ルネスで接する時間的・心的余裕がない状況となるのはやむを得ないところである。

他方、マインドフルネスの瞑想のみでは、「この風景の地層は８万年前と470万年前のものです。」

との知識は、思い浮かぶことは不可能で、その地史的年代もあまりにも日常感覚から離れているの

で、体感的に理解することは難しい。この関係は、科学と哲学との関係に類似する。

そこで、博物館の地質見学とマインドフルネスでの自己の体感機会の両方を兼ね備えた「マイン

ド・ジオフル・ネス」をするためには、呼吸瞑想の時間感覚を１呼吸＝数秒・１時間・１日・１年

・10年・・・10万年と指数的に地史的時間スケールまでインストラクターが設定して瞑想し、470

万年と言う地史的年代を相対的・体感的に理解することができるのではと考え、今回、試行した次

第である（歩行瞑想の一歩についても同様に時間感覚を伸ばして設定）。また、逆断層、不整合（生

成年代の異なる地層が接していること）と言った専門用語も、地史的ストーリー解説を伴いつつ、

瞑想場所でタオルや座布団を使って演劇的に表現することも有効と考える。

地質的背景がある風光明媚な場所やその写真を基にしたマインドフルネスにおいて、①マインド

フルネス単体での心的変化と②科学ストーリー（地質）等に合わせたマインドフルネス（マインド

・ジオフル・ネス）とのハイブリッドな取組（「ハイブリッド・マインドフルネス」）をすることに

より、双方の心的変化が何かの「共鳴」のような相乗効果を及ぼして、新たな心的体験をもたらす

のではと考えている。この「ハイブリッドな取組による、心的変化の相乗効果の循環」を図にする

と、次のとおりとなる。

この②については、マインド・ジオフル・ネス以外に、物理現象の観察の際に、知識を脇におい

て現象と自身の心的変化をありのままに観察する、「マインド・フィジフル・ネス」を行ってみる、

脈拍の測定や心臓の血液循環の累積量の積算から心臓の働きについて思索する、「マインド・

マジックペンで、関東ローム層と三崎層の

境界（「不整合面」）を示している。
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ヘルスフル・ネス」など、mindfulnessを様々な"my"ndfulness（「マインド・○○・フルネス」）

で展開していく可能性があると考えている。

ハイブリッドな取組による、心的変化の相乗効果の循環

①マインドフルネス単体での瞑想行為に基づく心的変化

②体感理解を伴った地質学的知識の習得とそれに伴う心的変化

このようなハイブリッドな取組とは逆に、①と

科学知識の「注入」のみでは、上図のような２つ

の心的変化の「共鳴」は期待しにくく、各矢印は

「孤独なベクトル」に終わる可能性が高いと考え

る。

（２）禅語（造語を含む）による科学的思索の促進

2015年の地球惑星科学連合の市民向けセミナー（注）において、高校化学に出てくる「化学平衡」

の概念を使って、太陽系生成期の星雲ガスの離合集散についての説明を聴いて、科学法則は、その

普遍性から過去に遡ることができる有用な手段だと感じるとともに、それまで教科書の紙面や実験

室のフラスコ内の「地平」に止まっていた「化学平衡」の概念が、時間では太陽系生成期の過去ま

で、大きさでは太陽系の大きさまで一挙に広がる感覚を感じた。

（注）

日本地球惑星科学連合2015年大会トップセミナー：

渡邊誠一郎先生「はやぶさ２のサイエンスと太陽系の水」

講演動画 https://www.youtube.com/watch?v=aVL-IHrRVNc

9:15～太陽系形成時の化学反応による平衡

②地質ストーリーに合わせた
マインドフルネス瞑想

（マインド・ジオフル・ネス）

①マインドフルネス
単体での瞑想

①に基づく心的変化

②無し ①のみ

科学知識の注入のみの場合

https://www.youtube.com/watch?v=aVL-IHrRVNc
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太陽系の元素の存在度（ケイ素＝１） 太陽系形成時の化学平衡

水素が圧倒的に多いことが、水生成にとってプラスとなった。

①水素 27,900 ③酸素 23.8 CO＋H２ ⇔Ｃ ＋H２O

②ヘリウム 2,720 ④炭素 10.1 CO＋3H２⇔CH４＋H２O

⑤ネオン 3.44 CO ＋H２O⇔CO２＋H２

⑥窒素 3.13 N２＋3H２⇔2NH３

⑦ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 1.074

⑧ケイ素 1.000

⑨鉄 0.900 Fe＋H２O⇔FeO＋H２ Feは水形成にマイナス

⑩硫黄 0.515 Fe＋H２S⇔FeS＋H２ だが、相対量は小さい。

高温時のガス反応：化学平衡

低温化→固体粒子が形成→反応進行が止る

（非平衡となる）

この科学法則の普遍性は、「心が動きたいように動いて、あちこちに心を置き、それぞれの場面

で対応しながらも、それらを統一して見られている状態」との解釈がある、禅語の「不動智」（注

１）と親和性があると感じている。前述の体験では、現在の教科書の紙面やフラスコの大きさから、

一挙に生成期の太陽系を眺める視点まで「不動智」となる体験をしたと感じている。

禅語は、先人の叡智の結晶であり、科学の思考場面に援用したり、禅語から自身の考えたを取り

入れた「造語」をすることで、「ことばの力」を活用して、自身の「地平」を「不動智」

的に広げ、科学自身や科学と哲学の融合に向けた発想が促される可能性があると考えている。前述

の「ハイブリッド・マインドフルネス」との関連では、「不動智」をはじめとした禅語や造語によ

り、①マインドフルネスと②様々な「マインド・○○・フルネス」による心的変化の相乗効果の発

揮を意識して取り組んでいくことが有意義と考えている。

造語としては、「離見の見」（注２）から、次の（３）で述べる「４象限の学習モデル」の各象限

の学習について、「①注視の見」、「②正視の見」、「③想念の見」、「④演示の見」の語を派生して考

えたり、各象限を「舞台」と見立てて、「離見の見」の視点で学習を「照応」して、学習や思考の

発展について思考することが考えられる。

また、

（注１）沢庵禅師「不動智神妙録」

（注２）世阿弥「花鏡」

（禅語で参考となる本）

「明日の仕事に差がつく おやすみ前の５分禅」

ZENマインドプロデューサー 島津清彦 著 発行：天夢人、発売：山と渓谷社

ビジネス場面で活用可能な禅語を、著者のビジネス体験を基に分かり易く紹介

2018年３月13日 八重洲ブックセンターでのトークに参加

http://www.yaesu-book.co.jp/events/talk/13694/

http://www.yaesu-book.co.jp/events/talk/13694/
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（３）思考・イメージ喚起・観察対象からの「主体視」をセットにした、「４象限の理科学習

モデル」

１）中学校理科教育の問題点

国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」（2012年（小学校）・2015年（中学校））に

おいて、小学校・中学校で、「理科、国語、算数の勉強が好きか、将来役立つと思うか」など

を調査したところ、理科は他教科と比べ、小学校・中学校の順で肯定意見が右肩下がりの結果

となっている。特に、「将来役立つと思うか」については、他教科と比べ、そう思う割合自体

に小学校段階から格差がある結果となっている（前述）。

２）背景や要因

この中学での理科離れは、小学理科と比べ中学理科の範囲が、イオンなど、生徒

の①日常スケール、②想像、③思考、④予想の各範囲から離れる度合いが大きくな

るとともに、抽象的な概念操作が求められることから、理解・関心が低下すること

に原因があると考える。このため、学習内容を分かり易く教えるだけでは、この４

つの「離れ具合」を縮めることが難しいと考える。

３）「離れ」を「場慣れ」にする「４象限の学習モデル」

ならば、この「４つの離れ」を「場・慣・れ」にすればよいと、ワードの誤変換

をきっかけに気付いた。そこで、以下では、中学校２年で学習する「塩化銅水溶液

の電気分解の実験」を例に、「場慣れ」を促す授業テクニックを紹介する。本内容

は、当方が科目等履修生として履修している、東京理科大学・教職課程科目の「理

科指導法１」（中学校）での発表に加筆したものである。

この授業テクニックは、横軸・縦軸で４つの象限に分けて学習活動を行うことか

ら、「４象限の学習モデル」と名付けている。

※「４象限の学習モデル」の考案過程については、６．補足を参照

横軸は、学習態度が確認的か発見的かというものである。ここで、確認的とは、

先生の指導や教科書に基づいて、自然現象を観察して確認したり、想像したりする

というものである。

授業・実験場面の「１ ４象限化」

客体視

主体視

確認的な
学習態度

発見的な
学習態度

①読書ルーペで電極
を拡大して観察

④教室全体を「ビーカーの中のイオン
の大きさの世界」に見立て、生徒に
イオンの立場で演じてもらう。

②教科書に載っていない、
電極での「変化の現れ方」
のプロセスを観察

③イオンの大きさ（1.0×10 -10ｍ）
に生徒自身が小さくなっていく
場面のイメージを想起

通常の授業・実験は、第１象限の範囲内止まりが多い

６ 6

先生の指導や教
科書の記載に基
づく

析出・泡の発生
の始まり方など
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縦軸は、自然現象を自分とは別存在の客体として観察するか、あるいは、自身が

自然現象の立場だったら、科学法則に従ってどのように行動するか主体的に考えて

みようとするかというものである。この縦軸は「客体視」、「主体視」と名付けて

いる。

「客体視」は、自然現象を客観的に全体を観察する利点があるが、ヒトの目から

見て小さいか見えない現象に対し、注視するインセンティブが働きにくい欠点があ

ると考える。これに対し、「主体視」では、①前記の現象自身の視点に立つので、

同インセンティブが働くこと、②「光の立場に立って、光から光を発すると速度が

どうなるか」と考えたアインシュタインの思考実験のように、仮説を含め科学法則

のシナリオやモデルに沿った視点・思考が得やすいこと、③イオンがどのような過

程を経て各電極に析出するかなどプロセスへの注意が喚起されること、④生徒の日

常スケール・感覚と主体視のそれとの格差から、自然現象に対する驚き・意外さへ

の興味・関心といった感情・感覚が喚起される可能性があることなどの利点がある

と考える。

４）各象限での学習の展開

次に各象限ごとの学習内容について述べる。

第１象限は、確認的な学習態度で自然現象を

客体として観察するもので、通常の授業・実験

での領域となる。ここでは、塩化銅水溶液の中

の電極を読書ルーぺで拡大して、「よく見よう」

とする生徒の姿勢を促す。

第２象限は、発見的な学習態度で自然現象を

客体として観察する領域である。ここでは、教

科書に載っていない、電極での「変化の現れ方」、

例えば銅の析出や塩素ガスの発生の

始まり方など、教科書に頼らず、「自

身の見聞から学びとろう」とする生

徒の姿勢を促す。

第３象限は、約１ｍの 10
－10

、つま

り 10億分の１ｍというイオンの大き

さに生徒自身が１ｍの 1/10ずつ小さ

くなっていくプロセスを、先生のポ

ーズに合わせて生徒がポーズをする

など、マインドフルネスを利用して

イメージする機会をもつ場面である。

ここでは、肉眼で見える限界が１ｍ

の約 10－３（ 0.01mm）であること、細

菌 、ウ ィル スな ど、小 ささ を比 べる

ことができる情報も合わせて示す。

第４象限は、発見的な学習態度で、教室内を塩化銅水溶液のビーカーと見立て、

生徒自身が銅イオンや塩素イオンの立場に立って、正極・負極を前にして、科学法

則のシナリオに沿ってどのように行動するか主体的に演じてもらう場面である。他

の生徒には、水分子や電子役などを演じてもらう。ここでは、科学法則の特定のシ

塩化銅水溶液の電気分解の実験
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ナリオに沿った演技をしてみるという点で、概念操作を限定化し、状況を具体化さ

せることにより、理科離れの一因である、抽象的な概念操作が求められることへの

授業改善を意図している。

そして、生徒が電極での現象と自身の演技を照らし合わせる機会（「照応」と命

名）を設けることにより、頭と体でイオンのモデルを理解してもらう。これら４つ

の象限での学習を言葉としてまとめると、①注視、②正視、③イメージ想起、④演

技、それから照応が行われることとなる。

このように教室自体をビーカーの中に見立て、これら４つの学習と照らし合わせ

（照応）の機会を設けることにより、日常スケールの点で馴染みの無かった「イオ

ンの世界の場」に思考、イメージ、身体動作ともに慣れると言う「場慣れ」の状態

にすることができると考える。

５）「主体的に対話を行う深い学び」に向けて

これら学習と照らし合わせ（照応）が行われる、教室の場では、①自然現象と生徒の思考、

②日常スケールの生徒の思考とイオンの世界について想起される生徒のイメージ、③生徒の思

考と身体活動（演技）、④生徒の思考と想起される感情・感覚、⑤イオンや電子などそれぞれ

の役柄で「主体的に」演技し合う生徒同士の間など、生徒自身の様々な思考・意識から各主体

・対象・場面間で、互いの「地平」の相違を認識・理解しようとする「対話」が行われること

となる。そして、これら「対話」により、現象と日常感覚とのスケールの「離れ」度合いを

越えて、科学法則の共通性への理解・共感が進み、４つの象限の学習経験が、縦横・対角線

で結び着いて生徒に「場慣れ」の自己変容が生じる「深い学び」に至ると考える。

この「対話」の場面を整理すると次表のとおりとなり、"均等的に自己内拡張した「地平」"や

思考・イメージ・視点等の観点で"自己内創出した「地平」"間で「様々なレベルでの対話」

が行われることとなる。

①自然現象 対話 生徒の思考、

②日常スケールの生徒の思考 対話 イオンの世界について想起される

生徒のイメージ

③生徒の思考 対話 身体活動（演技）、

④生徒の思考 対話 想起される感情・感覚、

⑤イオンや電子などそれぞれの役柄で 対話 生徒同士

「主体的に」演技し合う生徒

・・・ 対話 ・・・
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５．むすび：「対話」から「閃きの銀河」に向けて

当方は、近年、あらゆる物事・自身等との間に、これまで意識していなかった、因果関係のみな

らず、アナロジーをはじめとした思考の繋がりを意識する、「マインド・コネクトフル・ネス」と

言う心境を感じ、考える機会があり、第２回FPSSフォーラムで、「50歳からの『セミ（プチ） 矢倉

氏的生活』のススメ」と題して自身の考えを発表した。

この６月17日に参加した、シンポジウム「数物系女子はなぜ少ないのか」（主催：JST-RIST

EX「科学技術イノベーション政策のための科学」横山PJ, Kavli IPMU（東京大学国際高等研究

所カブリ数物連携宇宙研究機構：柏キャンパス）セミナー）（注）では、この心境に遭遇する

場面があった。

（注）開催案内 https://scirex.grips.ac.jp/events/archive/180426_1052.html

ポスターセッションの時間に、壁に掛けてある銀河団の写真を、やはりカブリらしいと見て

いたら、セッションの場面が、「銀河団以上に大きく」映っていることに気付いた。

宇宙が広がり、光合成が発明され（外の緑）、文明が誕生し（天井の照明）、数物系女子の

可能性について、参加者の間でシナプスの銀河が閃き合っている場面のように見え、「閃きの

銀河」との題を付けた。光合成については、第２回FPSSフォーラムで、カルシウム・マグネシ

ウムの組立て構造で、水から電子を取り出す仕組みが、汎用的な元素を使う方法としておそら

く唯一のものであることから、30億年間、その仕組みが変らないとの希少性を講演で見聞し、

そのことを発表資料に記載していたこと、また、フォーラム参加者から、自らが育てている植

物の水分による生きの違いの観察体験を基に、「全ては光合成から始まった」との印象的な言

葉を聞いていたので、宇宙空間へのこの緑の映り込みは感慨深いものがあった。これら映り込

みは、宇宙生成の過去から現在まで、シナプスの閃きから銀河団まで、時間・空間を超えて、

偶然の機会で結び着く、「マインド・コネクトフル・ネス」の一場面だと感じている。

帰りは、バスの間隔が空いていたので、駅まで歩いたところ、花が一面に咲いたハナミズキ

と見受けられる花木が道路沿いの家と背を並べてそびえ立ち、その花の全面さと密集度合いに

驚いた。いずれも、場の集まり、光の加減、帰り道の選択と言った偶然での一期一会を感じ、

「対話」による科学と哲学の「地平」の融合をきっかけとした、一期一会の人のシナブスの可

能性の大切さも認識しているところである。

https://scirex.grips.ac.jp/events/archive/180426_1052.html
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６．補足：「４象限の学習モデル」の考案過程について

（１）「４象限の学習モデル」の横軸の命名について

「４象限の学習モデル」の横軸は、当初、「受動的」・「能動的」としていたところ、学習の分類がつ

きにくいと考え、「確認的」・「発見的」としたが、先生の指示や既存の資料に依存した学習か、「自身

の見聞から学びとろう」とする学習かで、当初の命名でも、ある程度、分類が可能であり、「受動的」

と「確認的」、「能動的」と「発見的」はそれぞれ対応していると考える。

（２）発表資料の作成過程について

「４象限の学習モデル」は、本発表でのオリジナルである。同モデルは、「理科指導法１」の授業で

の他班発表の理科離れの４つの要因の問題提起を踏まえ、発表者における、次の３つの経験・知見の

蓄積を基に考案したものである。

１）理科学習では、自然現象について視点を変換したり、イメージする機会が少ない。

視点の変換については、つくば農林系研究施設の一般公開で、土壌線虫を観察するコーナーがあっ

たが、顕微鏡でも「線」にしか見えない線虫に興味を示す来場者が少ないことに問題意識を感じた。

他方、にんじん等を食害する線虫について、ヒトが生のニンジンをまるごと食べようとしたら、相当

の咀嚼力が必要だが、このような「線」がどのようにニンジンを「咀嚼」しているのかと「土の中の

線虫対ニンジン（に代表される各種根菜類）」の視点に立って、つくば農林系研究機関の協力を得て、

小学生向けの資料を作成し、官公庁のホームページ掲載している。

また、イメージについては、日本が全量、海外から輸入し、閉鎖水域での富栄養化の原因と関係し

ているが、社会的認知度の低い、化成肥料の原料であるリン資源について、関係機関・団体の協力を

得て、小学生向けの資料を作成し、同様に掲載している。同資料では、水田でのリン施肥の有無に基

づく水稲の生育の違いの写真を比較し、その違いの要因についてイメージ喚起を促す問い立てをする

など、リン欠乏（原因）による生育不良（結果）と言う「因果律」の順序で説明するのではなく、生

育の違いからその要因についてのイメージを促す、「イメージのしやすさという点での因果関係」との

考えから「イメージ想起律」と命名した順序で資料を構成している。

（参考）

「夏休み 新都心子ども食と農の体験広場」（8月23日）※平成24年

「みんなが知らない、線虫と野菜との土の中での闘い」

展示パネル（PDF：1,035KB）、参考資料：畑に線虫がいて当たり前な訳（PDF：1,096KB）

「植物は何を栄養にして育っているの？」

展示パネル（PDF：1,527KB）、参考資料（PDF：139KB）

他に、

「お米が穴だらけ、困ったコクゾウムシ」

※貯穀害虫のコクゾウムシについて、同虫の視点に立って対策を解説

展示パネル（PDF：394KB）、関連ちらし：コクゾウムシについてのクイズ（PDF：148KB）

※各題名で直接、検索すれば展示パネルのpdfファイルがヒットする。

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/tenji/tennjipaneru.html#1208kodomotaiken

早稲田大学リンアトラス研究所 リン化成肥料についての資料作成に協力

http://www.waseda.jp/prj-p-atlas/index.html

２）思考に加え、「身体知」の必要性

理科の学習では、論理的思考に加え、身体活動と結び付けた体感的理解や、身体感覚から生

じる思考・発想（「身体知」と命名）を促す場面が少ないとの問題意識をもっている。そして、

各種観劇の機会から、演劇表現をはじめとした身体活動と理科教育、音楽と物理（波動の分野）

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/tenji/tennjipaneru.html#1208kodomotaiken
http://www.waseda.jp/prj-p-atlas/index.html
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を結び付けた学習の可能性について考えている。そこで、３（２）記載の「主体視」の利点と

合わせ、「ビーカーを舞台にしたイオンの演劇」を考案した。

（参考）

上野学園大学 音楽文化研究センター https://unlearningmusic.tumblr.com/

「「触発」するワークショップのつくりかた―ファシリテーターの所作をめぐって」

2016年10月開催 https://ulm20161029.peatix.com/

即興演劇（improvisation：インプロ）についてのワークショップ

「フォトグラフ51」

東京芸術劇場（池袋） 2018年４月 http://www.umegei.com/photograph51/

DNAのＸ線回折画像の撮影に初めて成功した、女性科学者のロザリンド・フランクリン（Rosal

i-nd Elsie Franklin）を主役にして、ノーベル生理学・物理学賞を受賞したワトソン・クリ

ックらとの確執をストーリーにした演劇

ガラスの仮面展 2017年９月 松屋銀座

http://www.asahi.com/event/garakameten/

様々な演劇表現を創出する少女を主人公にした漫画の紹介展

３）客観的な論理思考に加え、感情・感覚の重視

理科教育・学習や教科書では、客観的な論理思考だけが記述されているが、自然現象に対す

る驚き・意外さへの興味・関心といった感情・感覚も、主観的だが学習インセンティブや思考

の展開・発想にとって有益であり、これら湧き起こる感情・感覚について、学習場面で捨象す

ることなく、自身の論理思考や班員・教員と「対話」しつつ、学習に繋げていくことが必要と

考える。

そこで、「４象限の学習モデル」を適用した、塩化銅水溶液の電気分解の実験では、第３・４象限で

の学習と照らし合わせ（照応）を行うことにより、「極微のイオンが肉眼で見えるまでにどれほどの集

積が為されてのことか」と、小さなビーカーでの変化に過ぎないと見られがちな現象が、原子の世界

の視点で見ればドラスティックな変化が起きていることへの気付きや驚きの感情・感覚の想起の機会

が生徒に訪れることを意図している。

この点、マインドフルネスでは、自身の身体も含め、対象物のありのままの観察とその際の

自身の心境変化への気付きを大切にする取組が行われており、理科教育での実践を意図して本

発表を作成している。

https://unlearningmusic.tumblr.com/
https://ulm20161029.peatix.com/
http://www.umegei.com/photograph51/
http://www.asahi.com/event/garakameten/

