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サイファイ・カフェ http://science-he.blogspot.jp/
｢植物という存在を考える｣考察メモ http://science-he.blogspot.jp/p/she_20.html
2016年11月18日(金) ルノアール飯田橋西口店 ２号室
メモ作成：参加者：白石裕隆

１．矢倉先生の話
オーギュスト・コント その後の科学の発達 矢倉先生の考え
の３段階の法則
①神学的段階
②形而上学的段階 科学の形而上学化
③実証的段階 形而上学化されていない科学 →科学を文化にする
（科学的） 技術としてしか扱われない科学

学会：専門用語・略語↑で(？)
↓

｢科学者のための科学の哲学フォーラム｣ http://sci-phi-fpss.blogspot.jp/ を提唱
科学の思考の中だけで語っている限り、｢科学を文化にする｣領域に至るのは難しい。
科学の外の領域が科学の中での発見について考察する。
→より全人的な立場から科学に向き合う。

矢倉先生：2005年：在っても｢見えていなかった｣、植物の存在を意識するようになる。
↓

（１）どうして｢見えていなかった｣のか？、自分だけの問題か？
植物が歴史的にどう見られてきたか？

（２）植物をはじめとする外に在るものに対する、ヒトの見方の特徴は？
新しい見方は可能か？

（１）植物に対するヒトの見方の歴史
排除（エクスクルーシブ）の哲学 包含（インクルーシブ）の哲学

分離、二元論、優越・支配の視点、序列化 思慮
プラトン テオプラストス｢植物誌｣ B.C.約300
アリストテレス
大プリニウス｢植物誌｣ ：薬草研究 A.D.77
アンドレア・チェザルピーノ 16Ｃ
フランシス・ベーコン（イドラを提唱したが）
ジョン・ロック（経験主義を提唱したが）

チャールズ・ダーウィン
フランシス・ダーウィン
root-brain hypothesis 19Ｃ
感覚・神経→植物に導入、生物の共通祖先
：系統樹
ジャガディッシュ・チャンドラ・ボーズ
刺激→植物（感覚、知性、記憶）→反応
バーバラ・マクリントック 1984年
細胞の知識を、思慮深い方法で用いる

｢知性＝脳｣の立場から批判→ 植物神経生物学
植物：情報処理・知の蓄積システム→環境
に対する感受性・適応性
チャールズ・ダーウィン：｢知性＝有効に生
存させるもの｣

｢リンパ球＝免疫系｣ 植物にも免疫系（分子構造：ヒトと類似～
異なる）
Van Plumwood（1939～2008）
Wandersee,JH、Schussler,EE
←批判：Plant Blindness
フランソワ・ラブレー（医師、作家）

キリスト教：人間中心主義 反・汎神論 東洋：汎神(心)論的世界観
フランチェスコ（汎心論）は異端

西洋・東洋とも自然破壊↑ 宗教で説明できないものがあるか？
これに対抗できる思想は？

http://science-he.blogspot.jp/
http://science-he.blogspot.jp/p/she_20.html
http://sci-phi-fpss.blogspot.jp/
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（２）ヒトのもの（植物を含む）の見方の特徴は？、新しい見方は可能か？
演繹的 帰納的

アリストテレス：３段論法 フランシス・ベーコン：｢新機関｣（科学の新しい機関）
個別の観察から丁寧に真実に向かって登る
雑な３段論法：新事実の発見にとって有害
４つの知的偏見（イドラ）：種族、洞窟、市場、劇場
ジョン・ロック：経験論 1690年
感覚＋内省→経験→「白板」→観念

↓
サルトル：存在（入れ物）は本質に先行する

メンデル：遺伝の法則の発見 1865年
修道僧、ウィルヒョー（細胞学を確立）に学ぶ
↓

メンデルの法則の再発見 1900年
ユーゴ・ド・フリース
カール・エリッヒ・コレンス
エーリッヒ・フォン・チェルマク

２．参加者で話題に出たこと
（１）植物における｢知性｣と情報

植物にも｢知性｣がある？ 植物：情報処理系と捉える考え方
植物に｢知性｣を持ち込ん 植物の根：菌と競争、重力センサーがある？
で、｢植物にも知性がある｣ 植物：細胞にセンサー豊富、センサーの記録：どこに記録される
とするのは人間中心主義 か？：遺伝子に？
では？ セントラル・ドグマが関係する？

植物：光合成ができる。

植物：情報処理（光合成、植物ホルモン、環境ストレスへの対応、
毒草）と中立的な表現が良いのでは？（白石）
cf.
日本：鳥獣害で、大学演習林の下草：毒草園化している所がある
（白石）
毒草を食べる動物・昆虫もいる。カメムシ

（２）ベジタリアンの根拠と植物の｢死｣の概念との関係
ベジタリアンの根拠

人間中心主義を放棄すると食べるものが無くなる？
動物実験への批判
菜食主義者（ベジタリアン）：
菜食を妥当とする考え方に様々な段階がある。落ちた実なら食べて良い～菜食全般○

↓
栽培して種（元本・仲閒）を増やしているから（利息部分）、菜食○とするのでは？（白石）
⇔家畜・養殖との区別は？
殺生の感覚が動物・植物で異なるからでは？
仏教の教え（殺生は×）が影響？→日本：肉食×に。仏教徒：精進料理

ヒト：植物と動物とで死について異なる見方・扱いをするから
↓

植物の｢死｣とは？
木：細胞死の大部分で、生きている部分を支えている（そうでないとエネルギー収支×）
アポトーシスで導管を作る。内部：導管、木部、外部：師管
植物の死：英語では何と言うか？：｢枯れる｣、｢萎れる｣（フランス語：フラーネ）
日本：｢気が枯れる｣→穢れ
｢植物人間｣とは人間中心的な見方
植物：再生、細胞の初期化○、個体の範囲(？)
⇔動物：ヒイラ細胞：細胞自体は生き続けているが、本人は亡くなっている。
根が死ぬこと＝植物の死 ⇔接ぎ木・挿し木の場合は？
種子が無くなった時点？ ⇔種子の量がすごい。雑草：生存競争。化石の種子が発芽する場

合がある
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（３）｢食物連鎖｣の概念と人間中心主義
｢食物連鎖｣はいつ頃から出てきた概念 食物｢連鎖｣→人間中心主義↓とならないのでは？
か？、早くこの概念が出ていれば、人
間中心主義に陥らなかったのでは？
食物連鎖は、｢連鎖｣だから包含の哲学 食物｢連鎖｣（平等なネットワーク）でも、食物ピラ
では？ ミッドと人間中心主義的な見方もある。 見方の枠

組みによって包含～排除の哲学になり得るのでは（白
石）。
食物連鎖：科学が発達してきてからの概念では？

ターレス：哲学者兼自然科学者
自然から体系的な学びの思想を確立 →食物連鎖、
大気循環に繋がる？
｢世界は水から出来ている｣

地球史：シアノバクテリアから酸素生成
科学：自然を解釈して、人間に分かり易く説明する
遣り方
ニュートン以前からリンゴは落ちていた→ニュート
ン方程式で解釈・説明

科学による自然解釈に期待されること
植物：地球史の大変化の中で生き残って、今日、繁茂：ヒトが見落とし
土壌：微生物が沢山：ヒトが認識している自然の部分は極一部

（４）植物へのヒトの美意識と人間中心主義
ヒトが植物に美を感じる ヒトの物の見方の傾向：植物に美を感じても、植物を下に見る人
のはなぜか？ 間中心主義が生じたのはなぜか？
葉の落ちた木々に｢美｣を 植物＝人間のための美と考えるからでは？
感じる（フランソワ・ラ その代表例：フランスの整然とした庭園
ブレー像の側にある木々）⇔イギリス、日本の庭園 日本：活け花、盆栽：海外に人気、
ヒト：花に美を感じる： モネ：雑然としたスイレンの絵：日本的
花＝生存のための器官だ
から？ 新緑の美しさ：生命感を感じる美、紅葉：色彩的な美しさと異な
花：昆虫を誘引するのと る美
同時に、花に美を感じる 生態系の豊かさがあるから、美しさを感じるのでは？
ように、ヒトが進化｢させ
られてきた｣のでは？、こ 葉の落ちた木々：枝々は受光部分が重複しないように配置、重い
のように植物とヒトが共 枝を支える構造、ブロッコリー、ひまわりの花：フィボナッチ数
生してきたのでは？ 列 cf.日本フィボナッチ協会

植林：自然林のように美を感じない。
↓

もし、配列を重ねた、ＣＧの木々を見ても、美意識を感じないの
では？（白石）
ヒト：自然に潜む数学的秩序を体現している植物に美意識を感じ
ているのかも？（白石）

｢系統樹｣の言葉、ヒト：自然に放散していく物を好む性質がある
のでは？

｢美｣を直感で感じるヒトの感性の脳の部分：人間中心主義の｢論理思考｣（食物ピラミッドの
頂点にヒト）の脳の部分：部位が異なるのでは？（白石）

↓
植物への｢美意識｣を｢論理の世界｣に持ち込むことが、人間中心主義を越える手立てになるの
では？（白石）

以上、目で見える美
以下、植物の微細構造の美
顕微鏡の発明～微細構造を見ることができるようになると、植物：精巧に作り込まれた存在
と分かる。｢知性｣がないと出来ないような構造、ヒトがマネする（バイオミメティックス）
ところまで解明できていない。
スマート・セルとして有限空間の工業利用
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（５）｢人間中心主義＝環境破壊｣か？、西洋・東洋に共通した環境破壊の要因は？
｢人間中心主義＝環境破 西洋・東洋に共通した環境破壊の要因は？
壊｣か？
人間中心主義＝環境破壊 経済の論理によるのでは？
との理屈は短略的では？ ｢共有地の悲劇｣：誰でも使えて競争、短期的に資源収奪：仕組み
人間中心主義でも良いの に問題
では？、人間中心主義を 知識・経験→行動変容すべきところ、知識・経験不足によるので
否定しなくても良いので は？
は？ 浮世絵：はげ山が多い。誇張して描いているのではなく、薪・下

草とりの競争で本当にはげ山に
人間が生きやすい環境づくり→環境破壊

環境破壊↓の対応の限界
知識→行動変容が望まれるとしても、知識の力は弱い。
短期的思考＞長期的思考となりがち

環境破壊↓の対応の可能性
持続可能な自然利用の仕組みづくりが必要（白石） 例)埼玉県・三芳町：三富新田

スイス：自然破壊後に植林、観光立国に

縄文時代：稲作で１万年以上、再生可能な社会が存続：世界史的に見直されるべきでは？
⇔狩猟文化

形而上学的な考えで、何か良い考えが生まれるかも？
ドイツ：科学技術政策：哲学者が参画 フランス△
時間・暇があると→様々なものの受容↑
あらゆることが哲学のテーマになる。情報についても○

参加者から紹介された本
｢植物は何年生きるか｣ 書名・出版者(？)
｢科学にすがるな 宇宙と死をめぐる特別授業｣佐藤文隆 岩波書店
科学と哲学の関係

（参考）
（２）関係
｢根のデザイン―根が作る食糧と環境｣森田茂紀 養賢堂
緑と水の市民カレッジ（東京都公園協会）で、2012年２月４日(土)に著者の講座「植物のつく
りと根の働き」に参加
https://www.tokyo-park.or.jp/search/dyn/join_list_college.php
｢地下の空｣に枝以上に密に根を張った写真が印象に残っている。

紹介ブログ｢根っこが好きになった｣
http://shiroyagi.tokyo/talk/archives/a0023.html

（５）関係
｢山の農学 「山の日」から考える｣
日本農学会シンポジウム 2016年10月８日(土)
「古地図から読み解く百年で移り変わる山の風景」
森林総合研究所 関西支所 岡本透 氏（森林土壌資源）
浮世絵・古写真から、江戸～明治時代の里のはげ山について紹介
森林総合研究所 関西支所の研究紹介
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/business/outline/index.html#forestsoil

三芳町：三富新田の紹介
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/kanko/rekishi/santomeshinden.html

https://www.tokyo-park.or.jp/search/dyn/join_list_college.php
http://shiroyagi.tokyo/talk/archives/a0023.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/business/outline/index.html#forestsoil
http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/kanko/rekishi/santomeshinden.html
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３．考察（白石）
今回のカフェで話題のうち、次の（１）～（３）について考察、関係情報を記載する。

（１）科学の形而上学化について
｢（狭義の）科学＝観測・実験による再現可能性・普遍的法則性の探究｣に対し、｢形而上学

＝多様で自由な抽象的な思索｣と性質が異なり、両者を融合することは、一見すると相容れな
い～困難ではないかと考えられる。

しかし、後者の活動は、
①存在意義を問うこと自体がヒトの根本的思索として意義があること、
②後者も含めて、ヒトの世界認識・理解の知性的活動であること、
③後者の活動によって、前者の活動での創造性の喚起が期待できること
から、｢科学の形而上学化｣は、この①～③の意義があると考える。

｢科学の形而上学化｣と関連した講座・取組として、次の①～③があり注目している。
①慶應MCC｢ゲーテと考える近代・現代・未来｣ 粂川麻理生 教授 を受講中
http://www.sekigaku-agora.net/course/ac2016.html
※この考察メモ末に参加動機の文書を記載

82歳まで生きて、人文・自然科学諸分野の研究をした、ゲーテの生き方は、高齢化社会での科
学の形而上学化の取組に参考となると考える。
自然科学関係での関係書籍
｢ゲーテ 自然と象徴 自然科学論集｣高橋義人 編訳、前田富士男 訳 冨山房百科新書
｢科学する詩人ゲーテ｣石原あえか 慶應義塾大学出版会
関係団体
｢ゲーテ自然科学の集い｣ http://goethe-natur.info/

②ダーウィンルーム（下北沢）：｢生命を捉えなおす研究会｣ に参加中
http://darwinroom.muse.weblife.me/list/cn38/pg627.html
｢生命を捉えなおす 生きている状態とは何か 増補版｣清水博 中公新書

同書及び関連著書で、生命科学し哲学的考察を融合する思索の試みをしている。
ＮＰＯ法人｢場の研究所｣ 清水先生主宰の団体
http://www.banokenkyujo.org/

③ビッグヒストリー
サイエンスアゴラ 2016年11月５日(土)
科学と文化を紡ぐ教育プロジェクト“ビッグヒストリー”
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/ab_119/
宇宙・物質・生命・文化の壮大な歴史を文系理系の壁を超えて科学の視点で学ぶ、オーストラ
リア発祥のプロジェクト。「科学とともにある社会」を考えるプラットホームの１つ
bighistry project
https://school.bighistoryproject.com/bhplive

｢ビッグヒストリー:われわれはどこから来て、どこへ行くのか 宇宙開闢から138億年の「人
間」史｣明石書店
“ビッグヒストリー”から見る計算科学
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/aa_058/
日本コンピュータ化学会
http://www.ecosci.jp/sccj_sa2016/

宇宙・地球史の歴史軸で物事の繋がりを知ることに加え、科学法則を関係付けることで、｢ビ
ッグ・サイエンス・ローろヒストリー｣の知の体系化ができると考える。
例）
宇宙物理学 恒星～超新星爆発：宇宙での金属の生成
量子化学 金属の電子軌道
生化学 酵素の活性中心での金属の役割、機能発現に向けた蛋白質と金属との協働関
生物物理化学 係 を考える。
↓

生命活動に最小限必要な酵素中の金属が揃うのは、宇宙史でどの段階か？と考える。

http://www.sekigaku-agora.net/course/ac2016.html
http://goethe-natur.info/
http://darwinroom.muse.weblife.me/list/cn38/pg627.html
http://www.banokenkyujo.org/
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/ab_119/
https://school.bighistoryproject.com/bhplive
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/aa_058/
http://www.ecosci.jp/sccj_sa2016/
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（参考）
理化学研究所ビデオ｢元素誕生の謎にせまる｣ 望月優子研究員 作成
※同ビデオはネット検索で、｢理研サイエンスビデオ『元素誕生の謎にせまる』（英語版

“Element Genesis - Solving the Mystery”）反響報告書反響報告書）がヒットするが、
理研チャンネルでは見当たらない
https://www.youtube.com/user/rikenchannel/featured

2012年度日本物理学会科学セミナー
http://www.jps.or.jp/public/seminar/scisemi2012.php

（２）植物についての包括的な見方について（新しい見方の特徴を含む）
人間中心主義ではなく、植物についての包括的な見方を喚起する取組や新しい見方として、

次の①～⑥の思考・取組が有効と考えられる（他の方法もこれから考案）。但し、これらは、
専門的で直接、目で見えない自然現象を対象とすることが多くなるので、これら内容を含めて
科学を文化にするには、これらの文化・アート的側面の創出や科学コミュニケーション等の取
組の工夫を考えていく必要がある。

（参考）
サイエンス映像学会
http://www.svs-j.org/home
映像による科学啓発の活動

TIP*S
中小機構の創業・起業支援塾
http://tips.smrj.go.jp/events/
各種ビジネスプレゼン手法：科学プレゼン手法に援用可能性があるのでは？

日本学術会議・公開シンポ（社会との対話）
http://www.scj.go.jp/ja/event/
ねりま文化サイエンスカフェ
http://cscafe.net/wp/
練馬区民による意欲的な文化・サイエンスカフェ

日本サイエンスコミュニケーション協会
https://www.sciencecommunication.jp/
科学コミュニケーション研究会
http://www.scicomsociety.jp/

①植物：物質・エネルギー循環の担い手
低エネルギーの二酸化炭素から、高エネルギーの糖・脂質等を生成する

化学の観点で、ギブス・エネルギーで自然の物質・エネルギー循環の担い手としての植物を見
る。
量子化学の視点で、理に適った光合成の仕組みについて考える

自然界での脂質：主に植物が生成
魚の高度不飽和脂肪酸：主に植物プランクトンが生成して、魚が取り込んだもの
自然界：炭素鎖18の脂肪酸が多い。植物生理・脂肪酸生成のエネルギー効率と関係しているか
も？
生態系（陸上～海洋の植物（プランクトン））、進化、ヒトの健康と全てが繋がっている。
（参考）
日本水産油脂協会
http://www.suisan.or.jp/html/kisochishiki.html
協会刊行物：「魚の油」

日本油化学会
http://www.jocs.jp/index-j.html
｢油脂・脂質の基礎と応用―栄養・健康から工業まで―改訂第２版｣日本油化学会編

｢油脂化学入門―基礎から応用まで (Sブックス)｣黒崎富裕、八木和久 産業図書

https://www.youtube.com/user/rikenchannel/featured
http://www.jps.or.jp/public/seminar/scisemi2012.php
http://www.svs-j.org/home
http://tips.smrj.go.jp/events/
http://www.scj.go.jp/ja/event/
http://cscafe.net/wp/
https://www.sciencecommunication.jp/
http://www.scicomsociety.jp/
http://www.suisan.or.jp/html/kisochishiki.html
http://www.jocs.jp/index-j.html
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②｢感覚器｣・｢色素｣で、動植物横断的に、情報受容の進化・物理を考える。
色素の化学 植物の色素（海藻の色素を含む）：光合成、紫外線防御

～
動物・ヒトの目の色素構造体：ロドプシン＝オプシン（Opsin)タンパク質＋
ビタミンＡ＝レチナール(Retinal)

遺伝子 色素と感覚器発現の遺伝子
感覚器の進化 比較解剖学
物理 音・光を感じる感覚器の仕組みと光・音の物理学

と４つの切り口で動植物横断的に、情報受容の仕組みの進化・物理を考える。
↓

動植物とで利用物質・構造・機能の共通性・差異と仕組みの巧みさ、進化のすごさを理解

（参考）
キリヤ化学(株)｢色と化学についてのQ&A｣
Q-52｢目はどうして色が分かるの？｣
http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q52.html

｢花はふしぎ―なぜ自然界に青いバラは存在しないのか?｣岩科司（植物化学分類学：フラボノ
イド）講談社ブルーバックス
国立科学博物館 研究者紹介
http://www.kahaku.go.jp/research/researcher/researcher.php?d=iwashina

｢図解 感覚器の進化 原始動物からヒトへ 水中から陸上へ｣岩堀修明（神経解剖学）講談社ブ
ルーバックス
魚の｢側線器｣(水流感知)がヒトの耳に進化

国立科学博物館 比較解剖学講座 2015年10月に講義を受講
山田格 講師
https://www.kahaku.go.jp/event/all.php?id=0001341801524722

前述の油脂、その他の生化学物質についても、同様に動植物とで利用物質の共通性・差異と仕
組みの巧みさ、進化のすごさを理解する取組が考えられる。

③生合成する化学物質の多様さと機能性
植物色素
紫外線防御：アントシアニン
植物色素の紫外線カット効果
http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/seibutsu16.htm

アレロパシー（他感作用）物質
藤井義晴 教授
東京農工大学 農学府 国際環境農学専攻
http://kenkyu-web.tuat.ac.jp/Profiles/39/0003820/profile.html
｢植物たちの静かな戦い―化学物質があやつる生存競争｣(DOJIN選書71)化学同人

ファイトアレキシン

これら化学物質：理に適った生合成・（有機化学、量子化学的）構造・機能

④構造物質の生成、形態・機能の精巧さ
④-１無機物質の生成
バイオミネラリゼーション研究会
第11回バイオミネラリゼーションワークショップ
2016年11/12(土)
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biomineral/page/11th.html
尾崎紀昭 准教授（秋田県立大・生物資源科学部）
「イネがつくる宝石“プラントオパール”の構造と機能」
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=24

http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/study/detail.php?id=18

http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q52.html
http://www.kahaku.go.jp/research/researcher/researcher.php?d=iwashina
https://www.kahaku.go.jp/event/all.php?id=0001341801524722
http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/seibutsu16.htm
http://kenkyu-web.tuat.ac.jp/Profiles/39/0003820/profile.html
http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biomineral/page/11th.html
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/scholar/detail.php?id=24
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/souran/study/detail.php?id=18
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ＮＨＫ｢ミクロワールド｣：｢植物の宝石 プラントオパール｣
http://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100112_00000

稲のプラントオパール：数種類
葉の表面：病害虫防御、葉脈部分：アレイ型：葉の支持・葉の中での光の分散

プラントオパールの仕組みの全容は未だ未解明
バイオミメティックス（生物模倣工学）の期待はあるが、

④-２形態の精巧さ
木の導管、レンコンの穴、荒磯に生える海藻：螺旋構造や直線の補強物
「蜜源ハニーウォーク」で観察：木の導管
レンコンの穴：日本顕微鏡学会の市民公開講座 http://www.microscopy.or.jp/
荒磯に生える海藻：スガモ（アラモ科）：つくば実験植物園：海の水草展 2015年８月
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/08mizukusa/

⑤植物と昆虫の関係
｢蜂からみた花の世界―四季の蜜源植物とミツバチからの贈り物｣佐々木正己
海游舎 https://kaiyusha.wordpress.com/
蜜源植物とミツバチの生態について解説した、オールカラーの大型本
みつばち百花
蜜源植物育成をしている、国立市の市民団体
http://bee-happy.jp/
2014年5月31日（土）「蜜源ハニーウォーク」に参加
講師：佐々木正己氏（玉川大学名誉教授 みつばち百花顧問）
内容：地域を歩いて、さまざまな蜜源植物について知るフィールドワーク
参加して、目立つ花～目立たない花の観察で、｢蜜源植物｣（ミツバチの）視点で、家々の庭先
の植物を見るようになった。：矢倉先生と同じ体験

銀座ミツバチプロジェクト
銀座のビルで養蜂業の取組
http://www.gin-pachi.jp/

⑥植物への｢美意識｣を｢論理思考｣に持ち込む→人間中心主義を越える手立てになるのでは
植物の｢美｣を捉えた写真が、｢美意識｣の伝播に有効では
（参考）
練馬区立 牧野庭園記念館
企画展｢埴沙萠 レンズで奏でるいのちの輝き｣ ～12/11(日)
http://www.makinoteien.jp/ ｢クロマツの芽生え｣の写真が印象的

科学の形而上学化の取組の上で、植物写真などアートに関わる取組との協働が有効になるので
は

（３）西洋・東洋とも自然破壊↑：宗教で説明できないものがある→これに対抗できる思想は？
ドラッガーの｢マネジメント｣が考えられるのでは？
ドラッガー：全体主義による第２次世界大戦→全体主義に代る思想＝｢マネジメント｣
現代社会＝組織社会→組織の｢マネジメント｣の在り方次第で社会が変わる
｢マネジメント｣≠単なる管理運営
→①組織のミッション（組織が社会で具体的に実現したいこと）、②構成員が活き活きとして

成果↑、③組織の社会貢献（環境配慮を含む）

｢実践型で徹底納得 精錬ドラッガーセミナー｣ 受講中
賢者の選択 リーダーズ倶楽部
https://kenja-club.com/meeting/seminar_drucker/
講師：山下淳一 代表取締役 トップマネジメント(株) http://topmanagement.co.jp/
つ著書：｢ドラッカーが教える最強の経営チームのつくり方｣ 綜合法令出版

http://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100112_00000
http://www.microscopy.or.jp/
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2015/08mizukusa/
https://kaiyusha.wordpress.com/
http://bee-happy.jp/
http://www.gin-pachi.jp/
http://www.makinoteien.jp/
https://kenja-club.com/meeting/seminar_drucker/
http://topmanagement.co.jp/


- 9 -

※慶應MCC｢ゲーテと考える近代・現代・未来｣参加動機（白石）
①参加動機
（前略）

近年、｢様々なことに繋がり」があることに気付き、各種催しに参加し、見聞と対話で視野
を広げるようにしています。例えば、音楽ワークショップに参加して、｢音階｣（ドレミ）につ
いて、空気振動が見える粉のアート作品、参加者が"音波"になる即興演劇、演奏、周波数スペ
クトル等で｢音解｣し、音の階段の仕組みの理解で触発された表現意欲で｢音快｣な小品を作曲し
てみると言うワークショップ案を作成したりしています。そして、音の"見えない波"を見よう
とすれば、音楽・科学（物理）・アート・・・と分野を越えて、"認識と創造の波"が伝わり広
がる｢音開｣に繋がるのではと考えているところです。
音楽ワークショップ：
上野学園大学 音楽研究センター http://peatix.com/user/804201?lang=ja
（｢音開｣の例）
・「津波の正体を知る」（海洋政策研究財団）：

津波の伝播速度(Ｃ)＝√(重力加速度(ｇ：9.8[m/s２])・水深(Ｈ))
http://www.sof.or.jp/jp/news/251-300/275_3.php

・講談社ブルーバックス「図解 感覚器の進化 原始動物からﾋﾄへ 水中から陸上へ」：魚の｢側
線器｣(水流感知)がヒトの耳に進化

（中略）
現代の分業・技術深化社会では、個々人が社会や技術の全体像を捉えることが困難となり、

これら全体を日常生活との関連も含め俯瞰した上で地球環境・資源等の諸問題に対処する考え
方を形成することが難しくなっているとの問題意識をもっています。このようなことから、東
京大学・知の構造化センターでの、自律分散する専門知の統合により総合知の形成を図る、｢知
の構造化｣、サイエンスアゴラでのビッグヒストリーの取組に注目しています。また、自身と
しても、化成肥料・産業材料・環境の点で重要な戦略輸入物質でありながら、社会的認知度が
低い、リン資源について啓発資料を作成したりしています（勤務先の役所ホームページに掲載。
｢植物は何を栄養にして育っているの｣でネット検索するとヒット）。

そして、現代社会における、このような｢俯瞰の立ち位置形成｣の取組をするにあたり、｢全
文化人｣であったゲーテの人となりとその思想を知ることに意義があると思い、参加すること
とした次第です。
②参加における期待

かつて明治学院大学で受講していた講義で、法哲学の先生が言われた、｢ゲーテが○○と言
った（権威を鵜呑みにした思想の借用）｣ではなく、｢なぜ、君も"ゲーテ"にならないのか？｣
との言葉が印象に残っています。本講座では、講義を踏まえ、講師・受講生との意見交換の機
会において、皆が"一時、ゲーテ"になれればと思っています。
（参考）
東京大学 知の構造化センター http://www.cks.u-tokyo.ac.jp/
サイエンスアゴラ：ビッグヒストリー
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/ab_119/
役所での啓発資料掲載アドレス
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 http://www.waseda.jp/prj-p-atlas/index.html

http://peatix.com/user/804201?lang=ja
http://www.sof.or.jp/jp/news/251-300/275_3.php
http://www.cks.u-tokyo.ac.jp/
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/ab_119/
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/tenji/tennjipaneru.html#1208kodomotaiken
http://www.waseda.jp/prj-p-atlas/index.html

