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教育が導くオメガポイントと世界平和
“グローバル化時代が抱える諸問題と私の研究”
-テイヤール・ド・シャルダンの思想に照らしてC1378208 鷲見 卓也 （すみ たくや）
理工学研究科 理工学専攻 応用化学領域 博士後期課程

【要約】
ピエール・テイヤール・ド・シャルダンは我々人類の進化について、独自の観点に立ち
歴史を観察し、人類の過去、現在そして未来について論じた。彼の研究において特筆すべ
きは、人類の進化を地球上で起きたひとつの現象と捉え、宇宙の法則を以てそれを扱った
ことであり、その上で人類という現象の特異な点について考察を与えたことである。彼は
人類の誕生以来の歴史を「放散」と「収斂」という言葉で特徴づけている。
本論文は、グローバル化と教育という視点からシャルダンの考えを捉えることを主題と
している。シャルダンは人類が「収斂」の果てに生物界を抜け出し、人類だけが到達でき
る「オメガポイント」と呼ばれる究極の進化に至ると考え、それをもたらすのがキリスト
あるいはキリスト教であると論じた。筆者は、
「オメガポイント」とはグローバル化が果た
された地球であり、科学教育こそがそれをもたらすと考える。また、オメガポイントとは
すなわち世界平和が訪れた地球であると提唱する。本稿では以上に基づき、グローバル化
と教育の実状および今後の展望について述べる。また、自身のマイクロ波加熱に関する研
究や経験の中で、筆者は科学者が持ち合わせている資質や姿勢が世界のグローバル化を進
める鍵であり、またグローバル化した世界において人類に身に付けるべきものだと考える。
シャルダンはキリストと科学、宇宙の関係について思索を続けたが、筆者は彼のアイディ
アに対し、科学がキリストと同義の存在であり概念であると理解している。最後にこれら
を踏まえた上で「グローバル化時代の抱える問題」について考えを述べる
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1．人類の進化と教育
1-1. シャルダンの進化論 1)2)3)
ピエール・テイヤール・ド・シャルダン（1881-1955）はフランスに生まれたイエズス会
士である。彼は 40 年に及び考古学に携わり、哺乳類研究や北京原人研究における権威とさ
れる。その後彼は科学者としての信条とキリスト教徒としての信条を調和させ、統合しよ
うと試み、独自の進化論を説いた。彼は、すべての生物は偶然や必然によるのではなく、
人間の出現という目標に向かって進化してきたと述べている。そして進化の推進力こそが
キリストであり、到達点こそキリストであると考えた。すなわち、世界の営みも、世界の
目的も、キリストによって定められており、キリストの導きで人類は進化していると主張
した。その意味で、科学はキリストと切っても切れない深い関係を持っていると論じた。
シャルダンの唱えた進化論の詳細については拙文 4)を参考にしていただくとして、本論文で
は詳細を割愛させていただく。
1-2. シャルダンの進化論と教育
シャルダンは自身の研究の中で、中期最新世までを「放散」の時代だと述べている。す
なわち人類が地球各地に散らばっていった時期である。この頃の人類とはホモ・サピエン
スに至る以前の所謂哺乳類サル目ヒト科を指し、その活動において他の生物との確固たる
違いを持っていなかったと考えられる。人類が人類たる存在になったのは、その後道具や
言語を用いるようになり、思考力を持ち、人類として意識を有してからである。この時、
人類は生物圏を抜け出し精神圏へと歩みを進めたのである。放散の時期の人類にとって「教
育」とは何だったのであろうか。例えば親が子に狩りの仕方を教えたりするのは一種の教
育と言えるかもしれない。しかしあくまで個に対する指導に過ぎず、体系的でもないこの
行為は人類の教育とはかけ離れたものである。
教育は単に経験に依存する学習とは異なり、目的を持って他者から他者へと行われる行
為であり、ある社会に適応するための知識や文化をその社会の構成員に伝え、植え付ける
ための行為である。この「ある社会」が複数存在するのが現在に至るまでの世界であり、
グローバル化された世界とはひとつの「ある社会」に統一された状態であると考えられる。
このように書くと、グローバル化後の世界が単一的で独裁的であると思うかもしれないが、
そうではない。グローバル化とは、世界中の人々が基本的かつ統一的な価値観を共有する
ことでどの国や地域同士の人でも対話や相互理解が可能となることであり、これにより地
球規模の問題に協力して取り組んでいけるようになる。そしてその価値観を提供し、対話
や思考を支えるものが教育であると考える。
「放散」を終え「収斂」の段階に入った現人類はやがて、生物としての営みとして教育
を行うようになった。放散においては食糧や居住環境の安定した確保が重要であったが、
収斂においてはさらに「その社会の安定」が要素として加わる。集団や社会の目的は単な
る存続だけではなく、どのような社会を作っていくかという内面的なものとなっていき、
2
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その過程で社会に属する者の思考力や知識をある程度のレベルに高め、保つことが必要と
なったと考えられる。紀元前 380 年ごろプラトンによりアカデメイアと呼ばれる組織が作
られたのが学校の興りだと言われており、この後中世にいたるまで各地で初歩教育から高
等教育や研究に至るまでの教育を行う学校が整備された 5)。ただしこの頃の教育は 20 世紀
以降に見られるような中立性は有しておらず、幾分格差的なものであったと言える。日本
においては大宝律令が初めての教育制度だと言われており、教養は長らく貴族や武士の嗜
みであったが、江戸時代には寺子屋に代表されるような初等教育も登場した。近代的な教
育政策が敷かれたのは明治時代に入ってからである 6)。
さて、我が国においても海外においても、教育の内容や手法、目的はその社会のあり方
に依存してきた。すなわち、基本的にはその社会にとって必要だと考えられることが教え
られるので、他の社会において必要でも自分たちの社会では不要な科目や技能は義務教育
の範疇となりづらい。近年日本でも英語教育が盛んに行われているが、その背景にあるの
は日本人の生きる社会の英語圏への拡大であり、社会の変化に伴い教育が変化しているの
である。
1.3 シャルダンの進化論とグローバル化
グローバル化（globalization）とは、人やモノなどの伝搬が各々の国内だけでなく国境を
越えて活発化することと言われており、経済や医療や環境問題を論ずる場面で登場するこ
とが多い。グローバル化はアメリカ化と同義だとされることも少なくないが、グローバル
化は単一化をもたらすだけでなく、異種文化が混ざり合うことで新たな文化の創造を促し
たり、他の文化を知ることで自国の文化を見直したりするなど、むしろ多様化に寄与して
いるとも考えられる 7)。グローバル化の根底にあるべきなのは他の文化を駆逐する、あるい
は他の文化を手放しで受け入れてしまう姿勢ではなく、異種文化を相互に理解して生かし
合おうとする姿勢である。
相互理解は世界平和を考える上でのキーワードでもある。現在でもアフリカや中東にお
いて紛争が絶えないが、紛争の原因として争う者たち同士の理解の欠如が挙げられる 8)。異
なる文化の交流は互いを近づけ高め合う効果もある一方で、文化的差異が紛争の火種とな
る場合も少なくない。特に文化の違いが政治的・経済的な利害関係と結びつくことで争い
のもととなってしまうと考えられる 9)。時には互いの文化を破壊することが紛争の目的とな
る場合もある。暮らす国や育ってきた環境によって生じる文化の差異は過去、現在そして
未来においても避けられないことである。それでは、文化の違いを争いの原因ではなく平
和のきっかけにするためには何が必要だろうか。それは互いに理解し、認め合い、そして
対話していくという心構えとそのための技能である。そしてそれらは教育という人間にの
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み可能な方法で提供される。紛争地域では高等教育ばかりでなく、初等教育の不足が見ら
れ、識字率が 30 ％に満たない場合もある。これらの教育の欠乏によって、紛争地域の人々
は言語によるコミュニケーション能力が制限され、結果的に暴力を媒介とした関係を築い
てしまう。また互いの状況を知り、理解する術も学ぶことができず、このような状態では
相互理解の土壌が育まれるとは考えづらい 10)。
人間同士の争いが未だ絶えない地球において、グローバル化とは世界平和への道筋だと
考えることができ、それをもたらすのは教育である。文化を背景に争うのが人間であるが、
人間は文化によって進化できる可能性を持ち合わせている。地球に暮らす人類が皆互いの
違いを認め合い、地球に暮らす共同体として目覚めた時、世界平和が訪れる。人類が、人
類として、人類だからこそたどり着けるその場所こそが、シャルダンの唱えたオメガポイ
ントなのではないだろうか。
1.4 グローバル化と教育
それでは、グローバル化を進め、世界平和を達成するための教育とはどのようなものだ
ろうか。異文化同士の理解のために必要な教育とは、どのようなものであるべきだろうか。
筆者は「科学」教育こそ、人類がオメガポイントに達するために必要だと考える。現在の
日本では「科学」を「自然科学」を指す用語として用いられていることが多いが、それは
適切ではない。本来「科学(science)」とは「知識」を意味する scientia を語源にしており、
ある領域を示す用語ではなく、知るという営みや知識を生み出す姿勢を表す言葉だと言え
る。すなわち科学とは(i)過去を踏まえ、(ii)現在を見つめ (iii)未来に生かす姿勢を示す概念
だと、筆者は考えている。この姿勢で以て自然の現象の解明に挑めば自然科学であろうし、
社会に目を向けるのであれば社会科学となる。過去を学ぶとは、すなわち知識を蓄えると
いうことである。教科書の知識は過去の科学者たちの遺産そのものであり、それを学ばず
して現在の出来事を正しく捉えたり、この先に思いを馳せるということは不可能である。
実は、科学を扱う世界はすでにグローバル化が果たされている。科学を扱う者（以下「科
学者」と呼称する）にとって科学は目的であり、取るべき姿勢であり、さらに共通の理念
であり、ルールであり、文化である。科学において生まれや宗教、嗜好は何ら障害となっ
てはならない。科学は争いではなく対話により理解に向かう姿勢・取り組みであり、まさ
にグローバル化やその先の世界平和のために求められる要素を有している。
現在、科学で扱われる分野は非常に多岐に渡り、それぞれの専門家の間で知識や認識の
差異は避けられないものとなっている。それでも科学の姿勢を持つ者同士であれば、相互
の理解を図ることができる。過去の論文や文献によって基礎的な知識について学べば、他
者の環境や考え方を理解することででき、現在の課題に共に取り組むことも可能となる。
そのようにして未来志向の関係を築いていけるのが科学者である。このように、科学を通
したコミュニケーションには異文化交流のヒントが隠されている。
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2. 自身の研究を通したグローバル化と教育への視点
2.1 液体のマイクロ波加熱という新領域
本項では、マイクロ波加熱という筆者の研究領域について簡単に述べたい。
マイクロ波とは光や X 線、赤外線と同様に電磁波の一種である(図 1)。電磁波は波長によ
って分類がなされ、マイクロ波は 100 μm から 1 m の波長を持つ”電波”の一種とされてい
る。もとは通信用に用いられていたマイクロ波の加熱技術としての機能が見出されたのは、
偶然の出来事であった。軍用レーダーの設計を行っていたレイセオン社の技師がレーダー
機器の調整を行っていた時に、ポケットの中のピーナッツバーが溶けていることに気付い
たのがマイクロ波加熱の始まりである。その後 1947 年にアメリカで発売された電子レンジ
は 1950 年代には日本にも登場し、今や日本の家庭の 98 %が保有していると言われるほど
普及を果たしている。家庭用電子レンジに用いられているマイクロ波の周波数は 2.45 GHz
であり、
波長換算すると 12.24 cm と算出される。
マイクロ波加熱は食品の加熱のみならず、
木材の乾燥やセラミックスの焼成、土壌の殺菌など多岐に渡る利用がなされている

11)。歴

史的には固形物が加熱対象になることが多かったが、近年液体を対象としたマイクロ波加
熱に注目が集まっている。その中心は化学反応の熱源としての利用である。

名称

波長(m)
周波数
(1/s)

低 長 中 短 超
周
短 マイクロ波
波 波 波 波 波
1

105

105

赤外線

可 紫
視 外
光
線 線

10-5

1010

X線
γ 線

10-15

10-10

1015

1020

図 1 電磁波の分類
長らく、研究室スケールにおける化学反応にはガスバーナーやオイルバスあるいは伝熱
ヒーターが加熱源（以下、既存加熱法と呼称）として用いられてきた。マイクロ波を利用
した有機化学反応が学術論文として初めて報告されたのは 1986 年のことである。奇しくも
同年に、カナダの Gedye のグループとアメリカの Giguere のグループが Tetrahedron
Letter に電子レンジを用いた有機合成に関する論文を発表し、その中でマイクロ波を用い
た場合、既存加熱法を用いたときよりも高い収率あるいは迅速な反応時間を達成できるこ
とを報告した（いわゆる Microwave Effect）12)13)。この後、化学反応用のマイクロ波照射
装置の発展の後押しもあり、マイクロ波を用いた化学反応に関する報告が急増したが、工
業における利用はさほど進まなかったと言える。その理由として、初期投資額が高いこと
と並び、加熱機構や加熱挙動について未解明である点が多いことが挙げられる。すなわち、
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加熱メカニズムが不明確では、加熱制御や温度管理が困難となり、それらは工業プロセス
において再現性の低下やそれに伴う品質の不均質化をもたらす危険性がある。マイクロ波
加熱に関する研究においては、化学反応における Microwave Effect に注目が集まりがちで
あるが、筆者は自身の研究において液体のマイクロ波加熱機構の解明に取り組んでおり、
基礎データの積み上げによって Microwave Effect の正体にも近づけるのではないかと考え
ている。
2.2 マイクロ波加熱と液体化学
マイクロ波照射下における物質の発熱原理としては、まず図 2 に示したような分子回転
モデルが提唱されてきた。すなわち双極子モーメントを持った分子を楕円状の物質に近似
し、それがマイクロ波の交番電場中で回転運動すると想定している

14)。このとき分子の双

極子モーメントが大きいほど、マイクロ波印加において加熱が進行するという論者もいる。
また、電場に対する分子の応答性や、電場がなくなったときの緩和時間は分子構造に起因
する物質特有の性質であり、それらと交番電場の周期すなわちマイクロ波の周波数の関係
で発熱量は決定されると考えられてきた。交番電場に対する分子の応答性は複素誘電率の
数値で以てわかるため、マイクロ波加熱の挙動も複素誘電率で説明されるとも思われてい
た。しかし、実際に加熱速度を算出してみると、確かに物質によって異なることが明らか
となったが、その序列は双極子モーメントや複素誘電率では説明できないことも併せて示
された(図 3)。また、異なる液体を混ぜ合わせた溶液をマイクロ波照射によって加熱すると、
その加熱速度は加成性を示さず、複素誘電率においても各成分の濃度に比例するわけでは
なかった。このように、複素誘電率によるマイクロ波加熱挙動の予測が困難であり、分子
回転モデルによる説明に欠陥があることが筆者らの研究で示されてきた。なぜ既存のモデ
ルや、各種材料の交番電場応答性の評価法として用いられる複素誘電率によってマイクロ
波加熱挙動が記述できないのか。それはこれまでの液体のマイクロ波加熱機構の説明には、
液体化学的な観点が欠如していたからに他ならない。

+

－

－

+

電場

図 2 電場印加条件における分子の回転モデル
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大

図 3 種々の溶媒に対する比誘電率(複素誘電率の実部)とマイクロ波加熱効率の関係
分子回転モデルによる説明において登場する双極子モーメントは、あくまで単分子の場
合を想定したものである。しかし液体中では分子は分子同士が分子間力で引き合っており、
その挙動は単分子の場合とは全く異なる。この分子間力への着眼の欠如がモデルの妥当性
を危うくしている。一方で、複素誘電率とはそのような個々の分子の挙動を無視したマク
ロな物性と言える。すなわち、液体を大きなひとかたまりの一様な均一物質として扱うの
が複素誘電率である。複素誘電率に頼ったマイクロ波加熱挙動の予測に不備があることは、
特に溶液の加熱結果から示されている。
これまでの研究の中で筆者は、一分子でもなく、一様な連続体でもない、分子集合体と
しての性質がマイクロ波加熱に寄与していると考えている。主にコンピュータシミュレー
ションを用いて溶液構造を解析した論文において、無極性溶媒中に添加された極性溶媒は
数分子でひとつの集合体（クラスター）を形成していると報告されている 15)16)。すなわち、
分子は一分子ではなく分子間力を介して集合体を作っており、さらに、ミクロスケールで
は不均一な構造を成していることが重要と言える(図 4)。また、クラスターは一分子でも、
均一な連続体でも持ち得ない物性を微視局所的に有していると考えられる。無極性溶媒は
マイクロ波で加熱されづらく、極性溶媒はマイクロ波で加熱されやすいため、それらの混
合物においては極性溶媒のクラスターが選択的に加熱されると予想でき、その加熱効率は
微視的な複素誘電率と、そこからの伝熱係数に依存するというのが筆者の考えである。こ
の仮説の証明は難題ではあるが、粘り強く取り組んでいく所存である。
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無極性溶媒層

一見均一に見える
溶液も・・・
極性溶媒は集合体を作り
無極性溶媒に取り囲まれている

図 4 無極性/極性溶媒の混合物のマクロおよびミクロな視点からの観察
2.3 グローバル化時代の抱える問題

―マイクロ波加熱の研究を通して―

グローバル化時代の問題とは一体どのようなものだろうか。筆者は、
「グローバル化に人
間社会が追随できないこと」が最大の問題だと捉えている。すなわち人間の進歩に人間が
ついていけないのである。マイクロ波照射下において、液体中の分子は外場の変化に対応
しつつも、液体としての物性を失おうとはしない。人間も分子同様に、既存の関係を保ち
つつ、それでも懸命に環境の変化に対応しようとしている。拙文において筆者は液体中の
分子と人類を重ね合わせて論じた。人間に加えられたグローバル化の波という外場は、す
なわち分子に印加されたマイクロ波のようなものではないだろうか。分子は熱エネルギー
変換で以て外場の影響を緩和する。人類は、グローバル化にどのようにして対応し、その
エネルギーを何に生かしていけるだろうか。
ここでグローバル化の波とマイクロ波の違いを考えてみると、完全に外部から印加され
るマイクロ波とは異なり、グローバル化は人類自身が起因となり人類が影響を受けている。
すなわち、被印加物である人類は外場であるグローバル化を理解して制御できる立場にあ
る。その理解と制御の術こそ、交流と対話であり、それを後押しする教育であろう。
筆者が研究の中で溶液構造とマイクロ波加熱の関係に着目した契機も、他分野の学会に
参加して、自らの分野とは異なる研究に触れたこと、そして研究者たちとの対話である。
異なる世界にいる、同じく未来を見据えている人と関わり、価値観を交えることで、未知
への視界が広がり、新たな視点を持つことができる。またその中で、自身のマイクロ波に
関する研究が、他の分野の発展にも寄与できるのではないかという発想に至ることができ
た。それは科学のグローバルな部分に触れた瞬間でもあった。
交流や対話のために必要なものは何かと問われれば、それは対話で以て解決したい問題
を強く意識することである。解決したい、解明したいという強い気持ちが、対話を促すと
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考えている。現在わが国で行われている「グローバル教育」としては、英語をはじめとす
る言語教育と留学促進が大部分に挙げられる。しかし、このような手段に注力するような
教育が是であると筆者は考えていない。その言語を以て何を伝えたいか、留学先で伝えた
い自分の思いは何なのか。そういったことを強く認識させる教育こそが世界のグローバル
化を進めるとともに、グローバル化していく世界でイニシアティブを持ち活躍する人材を
生み出すと考える。そして、自分の考えや目標を強く持つためには、過去を学び知識を蓄
え、他人との交流により現在の自分の立ち位置を自覚し、まだ見ぬ未来の自分や世界をイ
メージしなければならない。このような、科学者が常々持っている姿勢をより多くの人々
に持つことで異文化交流が円滑となり、グローバル化の果てのオメガポイントへ人類は歩
みを進められるのではないだろうか。科学の導きこそ、シャルダンの唱えたキリストの導
きであると筆者は考えている。
3. 結びにかえて
この度筆者がこのような内容で本論文を執筆した契機は、秋に受講した「上智大学

グ

ローバルリーダーシップ育成講座」である。世界が抱える問題について各講師が抱いてい
る強い思いを感じる講座であり、それらの問題に対してその場に集まった専攻や年齢の異
なる学生が議論して、ともに考えるという貴重な体験でもあった。この講座の中で改めて
気づかされたことは、たとえば言語や、技術、知識というものは所詮手段に過ぎないとい
うことであった。グローバル化する世界で生じる問題に取り組むために必要なこととは、
その手段を講じる対象の認識である。そしてその対象をともにする人間たちは、持ち合わ
せた手段の同異に関わらず、協力することができるということを忘れてはいけない。
「文系」
「理系」と領域を分け、各々の「手段の教育」だけに邁進する我が国の教育はま
さにガラパゴス化しており、今後の世界においてマイノリティになってしまう危険性をは
らんでいる。
この 25 年あまり注力されてきた大学関連政策のほころびが見え始めた今こそ、
新たな未来に向けて教育が舵を取りなおす時期なのではないだろうか。
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