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エ はじめに

スプ仰トニクショックにはじまるアメリカの新しい教育課程を求める運動ほ，PSSC物理を皮

切りとして，自然科学の他の領域や数学にまで及んでいる。

我が国においても，産業の急速な発達ほ，科学。技術の発展に支えられ，同時に科学・技術の、

急速な発展をうながしている。従って，このような産業社会が要求する科学・技術の教育ほ，明

日になればごみ箱に入れられてしまうような雑然とした知識のつめこみから脱し，科学。技術の

発展に対応し，更にそれを発展させることができるような自然科学の基本的概念や自然科学を成＿

立させ，発展させてきた考え方や方法を身につけることをねらいとして，大きく変わろうとして

いる。

山方，このような産業社会とその中で行なわれてきた教育ほ生徒達に社会。学校・家庭におけ

る生活についてどのような生活認識をもたせてきたであろうか。

竹内論文①に従ってまとめてみると次のようになる。

生徒の生活認識の対象ほ客観的な生活現実でほなく，生徒の主観の圏内にある生活現実，すで

に主観化されてしまっている生活現実であるので，そこでの生活認識ほ自分のものの見方，感じ

方，又ほ自分の感情の底にある自由意志（意志が因果の必然によって縛られないとする立場）又

は人間的欲求へと導き，それらにもとづく主観的な生き方こそ客観的な生活法であると考え，自

由意志又ほ人間的生命の発露としての生活が真実とされ，さもない生活ほ虚偽と考える態度を生

みだしている。このような態度が現実の社会生活を人間的欲求に都合のよいように解釈させた

り，現実の社会生活のいっさいを自由意志又ほ人間的生命の発露を阻害すると解釈させ，急進弥

な行動を生む結果となっているように思われる。

生活認識におけるリアリズムの欠如は人間とそれをとりまく自然の関係や自然におけるものと

ものとの関係をとらえる自然認識においてもリアリズムを欠くことになるのほ，その人間がもっ・

ている世界観にもとづいて問題意識がつくりあげられ，それをもって対象に働きかけることによ

って認識が形成されることを考えれば，当然のことといえよう。

自然認識においてリアリズムを欠く結果，我々がその中で生活している自然ほ，客観的法則に－

従っており，人間ほそのような客観的法則を認識できるし，又それらを使うことによって，自然

における人間の在り方を変えることができるという自然観を積極的に形成することなく（この責

任の大部分ほ授業をする教師側にあるのだが），極端に言えば，自然の法則（特に物理法則）ほ

教科書の中で成立し，頭を鍛えるのに必要な思考パズルであるという受け取り方があるように見

らjlる。このことは我々の授業のあり方と関連して留意せねばならぬ事と考えられる。正しい自

然観の形成が科学的世界観をつくる重要な要素であることほ当然のことであるが，自然科学的思

考方法が民主的思考方法でもあるという指摘（①参照）は生活認識の問題ともからんで大きな患

味をもっていると思われる。

それによると「自然科学的思考方法が民主的であるのは，我々の主観とは独立に存在する客観

的な自然を認識する方法だからで，その方法は普遍性をもっており，だれでも実行できるもので

なければならないからである。」

以上のように考えると，単に教材を精選化したり，生徒の探究の過程を重視すると言ったとこ

ろで，何を何のために学ぶのかという視点を失うことなく，自分自身の生活現実や社会の現実をこ

対して正しい認識をもたないかぎり，科学的世界観形成の要素となる自然認識ほ得られないので

ある。

私ほ物理の授業だけで，生活認識にリアリティをもたせることは無理だとしても，物理学が自
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然の事物とその連関を反映する基本的な概念や法則から構成され，しかもそれほ人間がつくりだ

したものであり，自然についての認識ほ人間の思想や在り方にも大きな影響を及ばしていること

を物理のま受業の中で明らかにしたいと考えている。

これらのことほ，勿論，物理の授業計画全体の中で明らかにされねばならないことであるが，

特に力学でほ，生徒が自然についての認識を形づくるプロセス（高校生でほ大人の場合と同様に

考えてよいと思う。⑧参照）に従って授業を構成しやすいこと，又，力学兜や天文学史を学ぶこ

とによって，人間が自然に働きかゎ－ることによって，自然の法則性をつかみ，そのことによっ

て，又人間の自然の中での在り方を変えていった経過を比較的ほっきりし理解させることができ

る等の理由から，力学の授業で上記のねらいを実現すべく努力した。

参考文献 ① 教育1969，8月号 竹内常¶【へ学習法的生活指導と訓練論的生活指導

① 現代理科教育論 真船和夫著

Ⅱ 授業の展開に際して留意したこと

）1．授業の過程ででてくる基本的な問題の解決や実験の遂行を班をつくり，その班で行なった。
高校生を相手に授業をする場合，意欲をもって学習にとりくんでいる老が以外に少ないと思

う。中学生を教える場合に較べて，質問ほ少ないし，教師の問いか桝こ対する反応もかなりにぷ

いからである。このことほ，教師の技術もさることながら，生徒が学習の目的を失って，惰性で

町授業を受けたり，高2の後半ともなれば，受験合格という目先の目的のために，目的達成に関係

のある教科を重点的に勉強することと関連していると思われる。このような学習状況を克服する

にほ，教師が教科についての研究を深めるのはもちろんであるが，生徒の感情。情動に積極的に

働きかけて，学習意欲をもやす（具体的にほ，学習課題を意識し，解決しようと意志し，解決の

ために努力すること）ようにしむけなければならない。

そのた糾こ当面なすべきことほ，現在授業で何が問題になっており，どのような課題を遂行せ

ねばならないのかを個々の生徒に認識させることである。その場合，課題の認識や解決を個々の

生徒がバラバラに行なうよりも，集団の中で討論することにより課題の意味や解決の方途を客観

▲的に明らかにする方が，個々の生徒ほ自己の認識の変更，修正を行ないやすいし，又正しい認識
に達し，認識内容を深めやすいと思う。4人1単位の班をこのような郎勺を遂行するためにつく

った。

2．現在まで学んできた自然科学の内容を低いださせながら，科学固有の性格や人間と科学の関

係を話し合ぁせ，こjlからの授業のねらいや方向を話した。

・3．力学の展開に際して，

1）力学単元の展開の仕方ほ大きく分けると2つある。静力学から入る方法と道教学から入る

方法である。どちらも一長一短あると思うが，静力学から入る場合にほ，物体に働いている力

の見分け方や力の性質（作用の独立性，重ね合わせ可能，相互作用）をかなりくわしく取り扱

っており（物体の変形と九
作用。反作用の法則，カのつりあい等），又、物理学全体の体系

から言っても，静止の状態（つりあいの状態）ほ運動の状態の一形態として取扱えるから，力

を運動との関係において認識させた方が，力に関する認識ほ質的に深まると思う。

2）運動学から展開をほじめる場合にも，展開の仕方に2つのパタ叫ンがあると思う。一つは

直線運動のみで運動の記述と説明を行ない，記述の量と説明の量の一般化によって曲線運動を

取り扱う展開法で，他ほ運動の記述を直線，曲線の両方の運動について行ない，次に直線，曲
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線運動の説明を行なう展開法である。いずれも自然認識形成のプロセス＊をうまくとらえてい

ると思う。
＊

認識の第一段階は個別的，特殊的事物，現象についての経験の集積と記述

次の段階が現象の記述の整理による法則性の発見，最後の段階が一般の現象についての法

則の確立 武谷三男著 弁証法の諸問題 参照

私ほ直線運動の記述からはじめて，加速度一定の運動として放物運動をとりあげ，その記述の＜

仕方を考え，次に直線運動の説明へと展開を進めた。理由ほ運動の重要な性質である独立性を

はやくから認識させたかったこと，慣性の法則の説明に利用したかったこと，又，科学史の流

れを考えると，運動についての認識ほ，地上の強制運動，自然運動，天上の自然運動と順に行

なわれた等である。

3）科学史の重視

最近の科学・技術の進歩ほ，一般庶民の理解を越えた機器を生みだしつつある。その結果，そ

れらほ神秘的・魔術的な作用を人間に及ぼし，科学とそれが産みだしたものに対する宗教的な

信頗ほ非常に大きくなっている。もちろん，これほ古代人の神秘的な自然とほ異なるが，科学

を信じ畏れること古代人の神秘的な自然に対する態度とそれ程異なるようにほ思えない＞巨。

「科学的」という言葉の魔術にかからないた捌こも，科学史を授業の中に積極的に取り入れる

ことにより，神話的な自然観から法則性をもった自然の存在に気づき，逆にその法則性を利用

し，自然に働きかけ，人間の存在様式を変えていったプロセスを明らかにしたいと思う。

＊1969．4．5 朝日新聞 文化欄 参照

4）運動法別の取り扱い

運動の法則の中で従来，最も粗雑な取り扱いを受けていたのほ第一法則である。多くの教科

書，参考書でほこの法則があたかも公理であるかのように取り扱われている。このため生徒は

第一法則が経験から切り離された定義であるような印象をもっている。これは第一法則で説明

される自然現象が少ないこともあるが，自然現象を分析することによって，この法則を教材化

していないことも意味する。

そこで，私ほ，放物運動の解析，ガリレイの相対性原理の経験的な確認，空気中での物体の自

由落下等から慣性の法則へ到達する授業展開を考えた。又，第一法則がオームの法則やボイル

シヤールの法則のような現象の記述式でないことほ，科学史を学んでいく中ではっきり させ

た。この展開方法でほ，力ほ外から物体に加えられる作用の一つで，第一法則の成立する運勤

状態から加速度をもつ状態に変化した時，物体に加えられる作用として抱えられる。展開のこ

の段階で力の様々の性質について考え，第3法則の量的な取り扱いほ，運動量保存則で考え

る。

Ⅱ 授業の具体的な展開

1．班活勧について

これからの物理の学習を討議，講義，実験等によって進め，討議や実験は班をつくりその班で

行なう旨述べた。班をつくる理由として，思考は個人的なものであるが，その結果，獲得される

知識や方法についての理解は科学的思考のもつ客観性から共通のものにすることができることを

挙げた。

班には次の2つの仕事を与えた。

①実験，討議を行なう ①結果を班ノートに記録する。
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劫三ノートに記録する内容として次の3つを挙をデた。

①実験を行ない（場合によってほ実験方法も考える），結果について分析，討論し班としての

結論をだし，記録する。

⑧教師の与えた課題について討論し，結果を記録する。

⑧授業に対する班としての要求をまと軌 記録する。

最後に班や班員に対して次の事を要求した。

①授業に積極的に参加する。

⑧討論のほじめと終りのけじめをつける。

⑧疑問，質問ほ積極的に提出する。

′④記録は指定した日時に提出する。

（む教師の求めに応じて班ノートを提出，班長会議を行なう。

以上のことを，生徒に説明し，これからの学習態勢をととのえた。

：2．授業オリエンテーションについて

これから展開する授業のねらいと方向を明らかにするため，自然科学についてどのような認識

をしているか調べた。班ごとに「自然科学ほどのようなものかを断片的でよいから挙げてみよ」

という課題について話し合ぁせ，結果を発表させた。結果を羅列的に挙げると次のようになる。

① 科学の理論又は法則ほ予想性をもつ。

法則ほ数量化され，客観性，合理性，実証性をもつ。

自然現象から類似性を見つけだし，科学的見方を身につけ，それにより分析していく。

理性により自然に存在するものや現象の法則性をつかむ。そカt故，人間性，創造性をもたな

い。

ミ④ 人間が自然を利用する実利的な学問。

生産の増大に役立つ。

観察や実験の基三陸の上に成立している。

－⑨ 科学ほ歴史的に発展する。

世界観や思想と関連している。

社会科学に校べると単純である。

自然に対する人間の知識欲や好奇心が元になって成立してきた。

β④ 絶対的な真理がまだ分っていない。（実験によるものだから）

自然科学の各分野ほ関連性がある。

以上の事柄にまとまりをつけるために以下の説明をした。

説明のた捌こ以下の文献を参考にした。

NHKブックス 20世紀科学の源流

哲学大系 科学理論と自然哲学

岩波講座 哲学 自然の哲学

自然環境との相互作用から自然に

科学と歴史の項

Ⅰ。Ⅱの項

現代科学の現代性の項

生きていくための労働と生産活動による

対する素朴な見方（自然観）が形成された←→経験の蓄積‡

①との関連

l科学去技術の冨羞冨慧望まれた
自然には法則性，規則性があるという認識の成立

近代科学の出発点

⑨との関連‥……・アリストテレス→ガリレイ →ニュートン力学の完成
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対象→意識 対象→意識→対象

現象の選択…‥，実験，観察の意味確立

ニェートソ力学で説明できない熱学，電磁気学の誕生

個別科学（化学，生物，地学）の発展

（むとの関連 ↓

素粒子の理論？

力学仙…熱学

i…電磁気学一篭瑚対論
盲

／化学
原子・分子的な見方（物理的な見方）による説明一生物

＼地学

こjlからの授業のねらいと方向ほ①，④，④，④を物理の各分野で具体的に明らかにしてゆく

ことによって自然認識の基盤を与えることにあるとして話を切った。

次に「科学的な考え方」とほ何かを現在の段階ではっきりさせる意味で板倉聖憲著 科学と方

法「科学的な考え方とは何か一高校生のた捌こ…」の項（p．14～p．24）を全文引用して資料をつ

くり，生徒に読ませ，読後感を話し合わせた。

3．力学単元の展開

第1章 運動の記述

1－1 ほじゼ）に

地上で観察される運動の例をあ坑 最も簡単な運動として直線運動をとりあらずる。

1－2 直線運動の観察

机の上の台車の運動，斜面をころがるボールベアリングの運動，机の上の（電池式）模型自動

車の運動，を観察させ，これらの運動を記述させる。

1－3 等速直線運動の記述

模型自動車が動く距離を時計と物差しを使い，時間間隔を色々変えて測り，動いた距離と要し

た時間との比∬／若から「速さ」概念を導入する。 ガータグラフを描き説明。

1…4 速さが変化する運動の記述

斜面上のボールベアリングの運動からベアリングの速さが時間や距離とともに増大することを

確認。この場合の速さと等速直線運動の速さの相違を考えさせ「平均速さ」と「瞬間速さ」の概

念を導入。次に〃＝′（才）かが＝g（方）かを考えさせる為，最も簡単な関係即∝才，〃∝∬をとりあ

もず，これらの一方が理論的矛盾を含むことに気付かせた。残された可能性が∝才 を満足する運動

があると仮定した場合，がと ズの関係ほどうなるかを〃一オブラフを用い，区分求横法と平均速

さの考えにより説明。〃／g＝αとした場合，α＝2∬／才2の関係が導出されることを言い，αが一定

の運動が斜面上のボールベアリングの運動のように現実に存在することを実験により確認し，α

を「加速度」と定義。ガーf グラフからα一定の意味を説明。

1－5 等加速度直線運動の記述

斜面上のベアリングの運動で距離測定の原点 ヤ

をずらし，ベアリングに初速をもたせた時の

運動の記述法を考えさせ
γ0

になる諾芸志冨ご鰍Aの面積＿＿＿一工二二三
脚0才＋与α≠2
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ぴ＝〃0＋α≠

を確認

1－6 加速度が変化する運動

ここでは，加速度が変化する運動が自然界に存在するかどうか話し合わせた。

1－7 地上の等加速度直線運動

（1）自由落下運動

自由港一戸‘運動を観察し，加速度の測定法を考えさせる。時計とものさしで測定するのは無理だ

と気付くから，ストロボ写真を解析させる。ストロボ写真中像と像の距離が』∬f－dズf－1＝一定の

関係を満足することに気付かせ，加速度一定の証拠とする。ただし，dズfはf番目の像とf－1番目

の像の間の距離。

スーパーボ～ルと鉄球を屋上から自由落‾Fさせ，ものさしと時計で加速度の値を測定により求め＞

た。この値と教科書の数値のずれから空気抵抗の存在を予批（真空柱内での物体の自由落下か

ら確認）

（2）真上に投げ上をずた物体の運動

①地面からボ付ル（2種）を真上に投げ上げ，上昇時問と下降時間が等しいことを確認。

④負の加速度の存在。

（釘実験結果が理論により予測できることを述べた。

1－8 まと；わ

直線運動を記述するとほ，任意の時刻における位置や速さや加速度の値を知り，表現すること

であって，そのためにほ，運動の種類（複雑）に応じてどのような物理量が分っていればよいか

も簡単に述べた。

2 平面上の運動の記述

2－1曲線運動を記述するにほ

①平面上を物体が直線運動する場合，座標軸のとり方によっては，位置を表わすのに2つの座

標（∬座標，プ座標）を指定せねばならぬこと，又，速さや加速度を表わす場合にも大きさの他

に方向（ズ軸から何度という具合に）を指定せねばならなことに気付かせた。

④折れ線上を等速運動する物体を考え，この物体の任意の時刻における位置や速さほ座標軸の・

送択に関係なく，常に2つの要素で表わされることに気付かせた。

⑨ 折れ線の極限状態として曲線を予測させ，曲線運動で位置を示すにほ2つの座標が分らね

ばならぬこと，「速さ」概念は大きさの他に方向も指定した「速度」概念にとって変わられるこ

とを述べた。

2－2 運動の分解・合成

流水中の舟の連動を考えさせ，g軸方向（流水の方向）とプ軸方向（舟の方向）の運動が同時

に同一時間なされれば，舟の移動距離（変位）ほズ軸，プ軸各方向の移動距離（変位）を平行凶”

辺形の法則に従って加えたものになることを確認。「変位」概念を導入し，ベクトル量という言

γ

其を導入。（数学では学習済みであった。）

パ∫墓室妄蔓萱章宣要害苧要撃琵攣チ享；≧ミ三………
㌶

J一ノ抑J｝・′′r 才＝
α y

g gcosβ g∬

y ycosβ

－ 6 …

gsinβ－Jグーイ
ーy∬‾vsinβ 吼

J∬2＋gγ2
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この式から分るように舟が等速直線運動する場合，ズ方向と夕方向の運動に分解して考えてよ

いことを確認。

2－3 放物体の運動

（1）水平に投げた物体の運動と自由落下運動の比較

地上で物体を水平に投げた時の軌道を考えさせ，この運動を記述するためにはどのような物理量

を知ればよいのか考えさせ，運動を分解して考えてほどうかとヒントを与えた。ランドスペルク

物理学の基礎（1）p．214にあるような装置をつくり，自由落下と放物運動の同一・時間に落下する

凝離がつねに等しいことを確認。途中の運動状態を調べるた捌こストロボ写真を解析させ，気付

いたことを班ノートに書かせた。

それによると方方向の速さが不変で夕方向の加速度が不変であることが確認され，g方向，夕方

何の運動ほ同時に同一時間なされているのだから，合成すると放物運動の式が求められることを

述べた。ここで∬方向，夕方向の運動が相互に独立であることがいくつかの班で気付かれた。こ

の結果，放物運動のような曲線運動は座標軸を適当に選べば，相互に独立した2つの簡単な直線

運動に分解できることが明らかにされた。

次に放物運動を折れ線運動で近似し，その極限において放物運動の速度を導出。

（2）水平面とβの角をなす方向に初速〃で投げ上げた物体の運動 省略

3．運動の記述とその舞台

運動を記述する物理量として変位，速度，加速度があることを述べ，これらの最が時間や長さ

の測定によって操作的に定義されることを確認した。くそこで，長さや時間がどのようにして測ら

れるのか，又，測定値ほどの範掛こ分布しているのかを説明し，運動が時間や空間のどの範紳で

考えられているのかを簡単に説明した。

次に運動の記述が観測者によって異なること，従って基準となる座標軸の選び方が重要であるこ

とにふれた。又，速度の相対性と加速度の絶対性を観測者の運動に関連させて考えた。

ゲ3…1時
間

時間が概念的に定義された物理量でなく，測定によって意味をもつ物理量であることを述べ（フ

ァイマン力学参照），量の測定がどのようなプロセスを含むかを考えさせた。

次に時間の標準と単位についてプリントを使用して説明，長い時間の測定や短い時間の測定に触

れた。長い時間の測定でほ時間の不可逆性が問題になることを説明し，時間のひろがりを示す図

配布。

．3…2
長 さ

長さも時間と同じように測定によって意味をもつ物理量であることを述べ，長さの標準と単位を

プリントで説明。直接限で測れない短い距離，長い距離の測定に触れ，空間のひろがりを図を配

布し説明。

々3－3
運動の記述と座標系

地上に静止している観測者0と一定の速さで動いている観測者0′に対して速度の合成則と距離

の不変性を0と0′の座標変換（ガリレイ変換）から説明し，加速度の不変性を説明させた。

次に，0に対する自由落下運動は0′にとってほどんな運動に見えるか，又，逆に0′にとって

自由落下運動ほ0にとってどうなるかを話し合わせた。前者から放物運動が本質的にほ自由落下

運動と同じで，結局，観測者の問題に還元できることをはっきりさせ，2…3－1の運動の独立性

の概念を明確にした。前者と後者が本質的には区別できないという経験的事実から，後者の現象

が慣性の法則によって説明されることに気付かせた。

ー
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4．運動の説明（1）

運動をどのように表わすか（記述するか）がここまでのテーマであったが，ここから後ほ運動

がどのようにしておこるのかを説明した。そのため，古来運動がどのように把えられてきたのか

を明らかにし（中学における学習経験で力と加速度の関係を生徒ほ知識として知っている。）次

に第一・法則，第二法則の説明へ進み，更にこれらの法則が人間の思想に及ぼした影響を考えた。

4－1地上の運動についての理解ほ歴史的にどのように変っていったか。

ここ地球上の自然運動（自由落下運動，放物運動）や強制運動が歴史的にどのように理解され

てきたのかを明らかにするため，明治図書刊現代の物理学（小野周著）のp．8～p．23まで抜琴し

たプリントをつくり，読ませ，次の2項について話し合わせた。

①ガリレイ以前，自由落‾F運動，放物運動ほどのように説明されていたか。

（特に現在の認識との相違点をほっきりさせて）

④ガリレイとガリレイ以前の人々の自然研究法の違いほどこにあったか。

（特に物理法則との関係に重点をおいて）

4－2 運動の第一法則

経験的事実と歴史を考慮して次の順序で展開

①等速直線運動をしている電車内の人ほ電車内で生ずる力学現象から電車の運動を知ることがで

きるか。（ポールを真上に投げる実験からほ知ることができないことをほっきりさせる。）‥‥・－

3－3 と関連

（参空気中で紙や金属箔を落下させると，すく一に等速になるのほどうしてか。

⑨水平に投げた物体の運動で水平方向の速さほ保存されたが，この現象をどのように説明する

か。‥・‥・2－3－（1）と関連

④ガリレイの思考実験・‥・‥4…1と閑適

①円運動の慣性とガリレイの限界（地球の白転と自由落mF運動）

4－3 直線運動と運動の第2法則

4－3…1力と加速度の関係

次の順序で展開

在）慣性の法則によると等速直線運動する物体にほ外部から何も作用してない。

‥・‥・静止の持続と運動の持続ほ観測者の問題。

④外部からどのような作用が加わると加速度が生ずるか‥・…今までの経験‥‥‥力の存在（特に重

力）

⑧物体に力が働いていることほ，どのようにして知れるか。

（中学で重力の存在やフックの法則を学んでいる‥‥‥力が働くとつるまきばねやごむひもほ伸

びる）

④力の大きさはどのようにして測るのか。

（中学でほ重力＝重さ＝ばねばかりの伸び。ここでほ，力の大きさ＝伸びが一定のごむひも

の数…‥・力の重ね合わせ可能性）

⑤力を加えると本当に加速度が生ずるか。

（摩擦の存在とそれが運動に及ぼす影響に気付いているか‥…アリストテレスの失敗）

⑥加速度と力の量的関係を調べるにはどうすればよいか。

物体と机の摩擦をできるだけ小さくする‥‥‥台車の使用

加速度ほ時計と物差しで測れるか‥‥・・運動の途中加速度が一定であることを確認するにほど

うすればよいか‥・…タイマ【とテープの使用

－ 8 －



㊥で生徒実験を行ないぴ一才，αイの関係をグラフにまとわさせた。グラフより′＝α，′＝助

の関係導出

方ほ摩擦を除くと物体をつくっている物質の量に関係するだろう。‥‥‥経験

4q3－2 力と物質の量との関係

次の順序で展開

①′：一定（ごむひもの伸び一定）にすると度ほαに反比例。従って方ほ「物体が運動状態を拝

読しようとする性質‥…・物体の慣性」に関係する。

④同質の台車を2台，3台積み重み重ねると，物質の量∽も2倍，3倍に増加する。

⑨台車を2台，3台積み重ね′が一定になるようにごむひもをひくとαほどうなるか。

（生徒実験）

④の実験で∽－αの関係をグラフにまとめた。その結果∽∝1／α（′：一定）

これより ∬∝桝，g＝ゑ∽（ゑ＝1となる単位系の採用）

∽＝言；慣性質量の定義‥……・（1）

4－3〝3 質量の標準と単位

任意の物体の慣性質量は標準とする質量が決まれば，（1）式により標準物体と測定用物体の加速

度の逆比として求まる。この標準物体が歴史的にどう変ってきたかを述べゑ＝1となる質量の単

位について説明した。

4－3－4 直線運動と運動の第2法則

以上の結果より′＝∽αの関係を得る。この式により′の単位を定め，力の大きさの測定法につ、

いて述べた。・‥‥・（ごむひもの数でほなく伸びと関連させて）

4…3－5 重さと質量との関係

次の順序で展開

①斜面の傾角βを変えた場合，斜面上の台車の加速度はどのように変化するか

……生徒実験‥・‥・‥・Sinβ－αの関係をグラフにまとめた‥‥‥‥・α∝Sinβ

④斜面の傾角を900にした状態で思考実験…→α＝ダの予測

④①より加速度のベクトル性（α＝ダsinβ）

④斜面方向加速度αfの存在‥……・‥…・→斜面方向のカメの存在

† †

ニェートソ第2法則
力の作用の独立性 力のベクトル性

（カ＝1γsinβ）

何がこの力を加えたか

物体に働く重力lγの存在

（む αfニダsinβi

カ＝Ⅳsin飢 ）→ム＝若＝∽α∫

∽は物体に働く重力の大きさを規定し，物質の量を2倍，3倍すると2倍，3倍になる量であ

る。…‥‥‥→重力質量

lγ仏 lγ仏
⑥ ダA＝－一山＝‥‥・・…＝ぅ右－

〝才∫

ⅣfB lγ伯
ダB＝叫＝・‥‥‥‥＝〟

〝才i タ乃∫

ほかり…‥・質量を測るのが目的

IγAⅣB

ばねばかり‥・…‥・∽f＝頂ニー巧言‥…・Ⅳを測りその値を力の値とする0（力の重力単位）
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ゾ‥・‥…場所が興ればⅣの値が異なる…‥・…質量ほ測れない。

∽1 吼A 取B
天秤ばかり…・・・一＝－＝一…‥・重量比ほ場所にり不変‥…・従って質量

昭2く〉、肝1A 吼B

比も不変‥・…重量がどこでも測れる（単位が決っていれば）

≠⑦ 慣性質量＝重力質量 ○実験結果

質 量
○概念としては全く別

○理論的には導けない

4－3－6 直線運動のまとめ

等速直線運動，等加速度直線運動，真上投をず上げ運動の各々の場合，速度，加速度，物体に働

く力の方向を図に記入させた。

4－3－7

次の順序で展開

ぎ①放物体の軌道を措き，物体の速度，加速度，物体に働く力の方向を図に記入させた。

④その図より，運動の独立性と力の作用の独立性に気付かせ，相互の関連について述べた。

（参放物運動→円運動

水平に投げた物体が人工衛星になるのに必要な条件を次の順序で求めた。

ぅ○地表面は水平面でなく球面である。

・○物体に働く重力め方向ほ球面に垂直で，球の中心方向を向いている。

－○半径Rの球面の接線方向に物体を投げだす場合，才秒間に接線方向にが才だけ動き，鉛直下向き

に1／2ダ才2落下する。・・…・運動の独立性

†○落下点が半径Rの球面上にあれば，物体ほ円運動し，人工衛星となる。

～○この時の人工衛星の速さがは〃＝ノ百計である。

3 運動の説明（2）

展開の要点

？①神秘的宇宙観からどわようなプロセスを経て，客観的物的宇宙観（機械論的自然観）がつくら

れていったか。

ゝ（彰円運動
†

→ 万有引力の法則

第2法則の一般化

ケプラーの法則

｛④ニェートソの運動の第2法則を一般化し，曲線運動にこの法則を適鳳適用例として単板り
子，単振動をとりあげる。

i④運動する観測者と静止する観測者で運動の説明の仕方がどのように異なるか。

15Ⅶ1古代，中世の宇宙観（クレスからコペルニクスまで）
古代，中世を通じて主に天体の運動を中心に論じられた宇宙論（宇宙観）は歴史的にどう変っ

てきて，ニェートソ力学誕生の基盤としでどのような意味をもつのかを追求した。このため，科

学思想史（近藤洋逸著）p．11～p．49，科学と方法（板倉聖宣著）p．96～p．128から－引用しプリ

ントをつくり，読ませ，問題点を教師がいくつかだして討論させた。

課題としてだした問題

・①宇宙観の歴史的変遷とその宇宙観の特色

④コペルニクスが地動説に到達した根拠

i④イオニア派の自然観からコペルニクスほ何を学んだか。

15－2
等速円運動
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5－2－1等速円運動の速度，角速度，加速度

2－3の内容を復習させながら，曲線運動の速度や加速度について考えさせた。（ここでほ量紛

に取り扱わなかった。）次に等速円運動の速度，

一般の円運動と話を拡げながら説明。
5－2…2 等速円運動に必要な力

以下，授業をまだ実施していないので省略。

角速度，加速度を人工衛星から月の運動，更に

Ⅳ
－学期の総括

1．班活動について

－▲学期の班活動のねらいは生徒個々人の自然に対するバラバラな認識を討議や共同案験によっ〝

て，体系的な認識に変えていくことにあったが，そのねらいを充分に達成したということができ

ない。生徒の頭の中に主体的な問題意識がない状態で，課題や問題を教師が与え，それを受動的

に考えさせるだけでは，発問の良否を問わず事務的・平面的な話し合いにならざるをえない。

もちろん，問題意識の形成と教師の発問内容，方法とほ密接につながっているが，それだけが砂

成の要因でミまないと思う。特に今日のように教育の多様化政策が実施されそのために必要な選

別・差別の徹底化とそれをうけおう受験体制ほ上級学校進学のテストに必要な学習内容を要求し

ている。このこと；ま我が校のような受験エリート生が集っている学校においては当然ほっきりと

現われてこざるを得ない。受験に必要な個々バラバラな知識の丸暗記ほ主体的な学習意欲を形成

しないし，学問に対する興味，関心もひきおこさない。

生徒自身受験体制に対する心情的な不満ほかなり強いのであるが「受験のた捌こ資す時間をでき

るだけ短くしたい。そのた捌こほ高校で真剣に受験にとりくむことだ。」という奇妙な論理によ

って，受験学力形成を必要悪として受け入れ，学校生活をその日的に沿って律している状態で

ほ，彼等の学校生活に対する認識とそれにもとづく生活態度の誤りを学校体制として指摘し，改

革のために方策を打ちだしていかない限り正当な学習意欲とそれにもとづく正しい認識の形成ほ

望みうべくもないといえよう。班活動に関するもう一つの反省事項は討議の多く（主に科学史閲。

係）が班内に限らjtそjtをクラス全体の前で明らかにし，鍛え上しデて行くことができなかったこ

とである。特に討議の場を妥協の場と考え，自分自身の認識を鍛え上げる場と把えていない生徒二

の現状でほ，時間の制約はあるが，討議の2重方式を考えねばならないだろう。

2．授業オリエンテーションについて

生徒の自然科学の性格についての理解ほⅡ2の発表からも分るように部分的，断片的である。

しかし，教師の手を加えることによって，それらを自然科学全体の中で位置づけることができる

と思う。科学発展の全体の流れの中で部分的な教材内容を理解するという立場で科学史をとりあ・

げたことはその意味である程度意義があったと思う。もちろん，科学史教材の具体的な内容の険

討・吟味が必要であるが，ここでほそれに触れない。

「科学的な考えとほ何か」という資料についての生徒の感想は大きく分けると2つになる。一つ

ほ「今まで頭の中でボンヤリしていた科学についてのイメージがプリントを読んでほっきり し

た。」というのや「実験・観察の自然科学における位置づけは明確になったが，現在の高校の授

業でこのプリントで言う意味の実験ができるのか」という意見などである。もう一つは「この文

章ほあたり前のことを言っているので何ら目新しいことがない。実験についても検証実験につい

ての考察が欠けている。又，これを読んだからといって科学的な見方，考え方が身につくわけで

ないし，この著者の社会についての見方，考え方ほ偏っている」という感想である。特むキ最後の

感想から，従来の我が国の教育の特徴，すなわち，科学技術の学習を生産力の科学，技術的要素
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の補強としてとらえ，社会科学の学習を軽視してきた傾向を見てとることができる。又，生徒の

感想の中に「このようなオリエンテーションは自然科学の学習をほじめるにあたって役に立つ

が，高一に入ってすく、、にでも，このような話をしてもらえれば，もっと別の心構えで学習できた

であろう。」というのがあった。私ほ今年ほじめてこのような授業形式をとったが，話しの内容

の定着ほ一度でほ無理にしろ，絶えず教師側から学習のねらい等について理解を深める働きかけ

がなされていなければ，生徒ほすく小に学習の目標を見失い，マンネリと惰性の毎日をおくる結果

になるのではないかという気がした。

オリエンテーション内容はパワー不足のため，前記2つに限られてしまった。学力と学習集団，

受験と受験学力，学力と評価等の問題についても，今後勉強して，オリエンテーション内容に取

り入れていきたいと思う。

3．内容の具体的な展開について

全体的にいえば予想通り展開された。展開の途中で気付いたことと生徒のプリントに対する解

答を大ざっばに書いてみる。

1－2 生徒ほ運動を記述する㌔とと説明することを一緒に行なうようである。
0 0 0 0 0 0 0

「マサツがあるからだんだんおそく‥……・」「斜面が急だからだんだんはやく‥…‥‥」

「模型自動車のモーターの回転数が一定だから‥・……」

1－4 〃∝ズ の論理的矛盾を考えさせると，生徒はこのような問題を考え慣れていないせいか，

とまどいがちで，初速が0なら，ぴ∝∬の場合，物体は永久に動かぬと答える生徒がわずかにい

るだけだった。そこで，無限小の考えを使って，矛盾を説明したが，浮かぬ顔であった。ガ∝才の

場合，同じように考えても論理的矛盾がないことをあわせ説明すべきであった。又，この節の展

開で，斜面の憤角を変え，それが〃一オブラフのどのような量の変化と関連するかを明らかにし，

加速度概念を明確にすればよかったと思う。

1m7（1）ストロボ写真の解析による自由落下運動の解析ほ生徒にとって仲々難しいらしく』ズi－

d新一1＝αd才2の関係を見つけだした老ほ少く，台車を使った実験の分析と同じくグラフによる解析

法を用いていた。これによれば平均加速度の意味がほっきりすると思う。

・3－3
展開の後半部（等速直線運動している人がボールを自由落下させる）で，生徒の中にビッ

クリしたような顔をして「本当かな」と言っているのがいた。検証のため実験をして見せれば，

納得させられたであろう。

4－1プリントの問題についての解答例

① 物体そのものの中に物体を動かす原因があるという考え方。

物体をとりかこんでいる空間が物体を動かすという考え方。

運動の独立性と合成の考えの欠如。

④ ガリレイほ実験を自然に関する経験データーの集計，整理と考えず，真空という極限状態を

考え，その状態での法則化を思考実験を通じて行なった。

この設問ほストレートに内容をきいたためかよくできた。

5－1プリントの問題についての解答例

①クレス…デモクリトス

l天地を統一的にとらえ，物質がつねに同一の法則で説明されるように存在するという
↓

着想。
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ヒッパルコスープトレマイオス

天動説の立場を維持しつつ，現象の正確な記述を求めた。

④・従来の宇宙観ほ天動説を自明のものとして仮説をたてているが，コペルニクスほ天地を統一

的にとらえる見方をとった。（地球を神聖な存在とみない。）

・観測精度の向上によって天動説ほ説明が複掛こなりすぎた。

・惑星の不規則な運動は天動説でほ説明しにくい。

。地球が有限の大きさなのに，そのまわりを無限の宇宙がまわっていると考えるのはおかし

い。

④。イオニア派の人々の中に天動説と異なるアイデアの人々を見つけた。

・天地の運動を統一的にとらえ，天空神聖化をしりぞけた。（太陽も石も同じ物質からできて

いる。）

・宇宙の構成をものとものとの関係としてとらえる見方。

。何ものにも拘束されない自由な発想をもつということ。

この種のプリントを読ませて，解答を求める場合，設問内容がプリントに即していれば，すく小に

解答できるが，プリントに書いてある事実と他の事実の問を自分の頭で考えて，うめていくよう

な設問をすると，当然のことながらできが悪い。全体に文章の意味は適確にとらえているが，そ

れ以上に討論が進展しない。

☆その他特に気付いた点

① 静力学から入らず，運動学から入っても，現在までのところほとんど不便を感じない。

④ 速度一定の運動，加速度一定の運動（放物運動を含む）と展開する場合，問題になるのほや
ち

はり，直線の運動→曲線の運動への移行をどのように教えればスムーズにいくかということで

ある。内容的にほベクトル概念と極限概念の両方をからませてきちんと把握させることができ

るかどうかがポイントであると思う。

r⑨ 時間や長さの測定法など，かならずしも §3で扱う必要ほないかもしれない。

④ 科学史をかなり詳しく扱ったので（実際にはプリントを読ませた），従来，物理をにが手とし

た生徒にも割合興味をもたせることができたと思う。（一面このような授業に対する反撥も生

んだが。）

生徒のプリントに対する感想を読むと，認識内容一認識する人間一社会の関連に興味を示して

いることが分る。ただし，これらに対しても受身で自分から積極的に探究する生徒は殆んどい

ないようだ。

（9 評価の問題ほ一学期中に解決のメドが見つけられなかった。

おわりに

私が教育や物理について日頃考えていることと，実践の一端を紹介しました。力不足，言葉不

足のため，種々不備な点があると思います。諸先生方の遠慮のない御批判により，よりよい物理

教育のあり方を追求していきたいと思っています。最後にこの原稿ができあがるまでに様々の批

判と助言をして下さった私の属する研究会の皆様に感謝します。

ー13
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資料1

科学的な考え方とほ何か

州高校生のた釧こ－棚

はじ姥）に

「科学とほ何か」，「科学的な考え方とは何か」¶みなさんほこれまで，こういう問題について

考えてみたことがありますか。

みなさんほ小・中学校で理科を学び，いま高等学校でも，物理，化学，生物などを勉強してい

るのですから，もうすでに，科学というものはどういうものか，科学的に考えるということほど

んな考え方をすることか，についても，自分なりの考えをもっていることと思います。先生や先二

翠の中にはこういう問題についてときおり特別な注意をしてくれた人もあったことでしょう。

ある人びとほ，観察の重要性と先入観をすてることの大事なことを強調したでしょう。ある人

ほ空想をいましめ実験の重要性を説いたことでしょう。またある人ほ，科学の数学的精密さを強

調し，科学と常識とのちがいを注意してくれたことでしょう，そして，これらのうちのある教訓

があなたの心の中に深くしみこんで，あなたの科学観を形づくり「科学的に考える」ということ

について，あなたなりの考え方が生まれたことでしょう。

しかし，あなたがそういう教訓から知らぬ間に作りあげてきた科学をこついての考え方ほ一面的

とはいえないでしょうか。また，あなたが「科学的な考え方」だと思っているその考え方は，本

当に「科学的」といえる考え方になっているでしょうか。私ほ大変疑問に思います。第一，世陽

一般にいわれている「科学的であるための教訓」ぎ至‡体，あやしげなものが少なくないからです。

じっさい私ほ，「科学的とほ何か」ということについて，154人の大学文科生の意見を書いても

らったことがありますが，科学についてとんでもない考えちがいをしている人びとがあまりにも

多いのにおどろかされました。それらの人びとの多くほ，科学というものの本来のありかたにつ，

いて誤解したばっかりに，科学から自分を遠ざけてしまうことにもなってしまったようです。そ

んなことのないように，ここで科学というものについてまとめて考えなおしておこうでほないか

というわけです。とィくに，受験勉強に頭をつっこむと，科学についてますますとんでもない考え

ちがいをするようになるので注意しておきたいのです。

それでほ，科学や科学的な考え方というものについて，どういう点で考えちがいがおこりやす

いのかというと，そ涼lほいろいろあります。

科学と空想と先入観との関係や，科学と精密さや数学との関係についてほとくに誤解が多いよ

うです。そのことほ，仮説とか実験とか理論とかいうものについて正しい理解がないことにもと

づいていることが多いようです。そしてこれらの誤解ほまた，科学と才能との関係についての誤

解をも生み，科学を学ぶ自信さえ失わせていきます。また科学の真理性についての誤解ほ，山方

でほ科学崇拝を生み，他方でほ神秘的な考え方を生みだしているようです。

これらの問題について，とくに重要と思われる点を，これから具体的な例をとりあげながら考

えていきたいと思います。そこでほじめに一，二の問題を提起しておきたいと思います。

‡…言分の頭で考える－権威を選ぶのも自分

「科学的に考える」ということで先ず最初に注意しなくてほならないのほ「自分自身の頭で，
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自分をごまかさないように，なっとくのいくまでよく考える」ということです。このことの意味

はあとでだんだんと説明したいと思いますが，この第一条件をみとめてもらえないことにほ，話

が先に進みません。

これから，私たちほ一般に常識とされていることがらについても，つぎつぎと疑問を提起して

いくことになりますが，そんなとき，みなさんが十分納得のいかないのに「権威ある人々がどう

いっているか」というようなことだけで判断するようなことがあっては困るからです。

もちろん，私たちのまわりにほ，私たち自身が直接に経験したり判断することのできない事柄

がたくさんあります。そのようなときには，結局のところ私たちは，それらの問題に関してもっ

とも信顕しうる尋問家（いわゆる権威）の言にしたがうのが，もっとも「科学的」ということも

‘出来るでしょう。
しかしです，だれを権威と認めるかという事柄ほあらかじめきまっているわけでほあり ませ

ん。それほ私たちf当身が選ばなくてほならないのです。直接その問題についての判断ほできなく

とも，私たちは，じつにさまざまな方法で，自分自身の信験しうるものを選びだすことができる

のです。

このようなことほ，私たちが医者を選ぶとき，あるいほよい本を選ぶときにいつもやっている

ことです。そのようなときにも，私たちほできるだけ「科学的に」選択する基準を作っておかな

いと，とんだまちがいをおかすことになります。知人が「たしかにきいたから」というので，迷

信療法にしたがったりしたのでほどうにもなりません。

自分自身のよく分らない専門的な事柄について判断するとき，私たちはいかなる理由でどのよ

うな人々の判断をあてにするのかということを，それぞれの問題についてじっくり考えておく必

要があります。「専門家の判断にしたがうのでほ科学的とはいえない」といって，王当分白身や身

近の人々のあやしぼな経験だけをたよりにして，かえって迷信や新興宗教におちいる人も少なく

ないのです。

「自分自身の頭で判断することを駁底におきながら，しかも信験しうる専門家というものをた

えず選択し，それに依検しうるという態度をもつこと」，これが「科学的」ということもできる

のです。

ここで，いかにして信験しうる権威を運びだすべきかという判断が残るわけですが，このこと

はのちほどあらためてとりあげることにして，ここではただ「科学的に考える」ということは決

して個人だけの問題でなく社会的な問題なのであって，簡単でほないことに注意をほらいつつ，

しかもやはり最後に依拠すべきものほ自分自身だということだけを注意しておきましょう。

そこで，話をもとにもどしましょう。「科学的に考える」ということは「自分白身の頭で十分

になっとくのいくまで考えることだ」ということほ，科学を勉強するときにもきわめて重要な心

構えです。学校の理科などでほよく分りもしないうちにおぼえこまなければならないことがよく

おこりますが，これが知らず知らずのうちに科学というものについての考え方をゆがめているこ

とはおそるべきものであります。これほ科学の勉強法にも通ずることなので次にあらためて考え

ることにしたいと思います。

実験とほ何か

「実験とは何か」－いきなりこんなことをいうと，けげんな顔をされるかもしれません。「実験

って，理科の実験なら小・中学校でも高等学校でもやっているではないか。そんなこと分りきっ

ているのでほないか」と思われるでしょう。

「そうです。たしかに，みなさんほ「実験」と呼ばれるものを，もうすでに沢山やってきてい
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るのですから，実験とほどんなものかということについても身をもって知っているということに

なりそうです。しかし，みなさんが，これまで「実験」とよんできたものは，みな本当に「実験」

の名にふさわしいものだったでしょうか。わたくしはたいへんうたがわしいと思うのです。そこ

で，あらためて「本当の実験とはどういうものか」ということを考えてみたいのです。

学校の理科の時間にやる「実験」のことを思いかえしてみましょう。実験をするにほ，たいて

い実験道具がいります。そこで実験というのは，実験装置をつかってさまざまな現象をおこさせ

て，それを観測することだと考えることもできそうです。しかし，だからといって，道具をつか

っていろいろの現象をおこさせるのが実験だ，などと単純に考えたら困ることがおこります。実

験装置を動かしたり，薬品をまぜあわせたりすることだけなら，何も知らぬ幼児やチンパンジー

だってでたらめにやることがあるかも知れません。そんなとき，じょうだんに「チンパンジーが・

実験をやっている」などということがあっても，まじめにそういうわけにほいきません。

同じ道具を使い同じ現象をおこさせたとしても，ときと場合によってほ実験になったりならな

かったりするのです。このことほたいへん重要なことです。みなさんや先生が理科の時間に実験

道具を使って何かの現象をおこさせたとしても，それほ必ずしも実験とほいえないかも知れない

からです。

科学の歴史の本をみると，よく科学史上の最初の実験の一つの例として，ガリレイの落体実験

の話が出てきます。ガリレイほ重さのちがう二つの物体を同じ高さのところから同時におとして

みて，それが同時に地面につきあたることを示した。そしてそれまで絶対たしかだと信じられて

いたアリストテレスの法則のまちがいを示し，あわせて実験の大切なことを示した，という詣で

す。

この実験などでほ，とくべつな実験道具というようなものほ何一ついりません。それでいてこ

れが実験とよばれるのほ，どういうわけでしょう。

実験というのは，なにも，ある特定の道具を使用した行為のことでほないのです。実験が実険

であるためにほ，何よりもまず，その行為が自然（または社会）について知ろうという山つの目

的意識的な行為でなければならないのです。ですから，ただ先生にいわれるままに実験装置を敷

かし，いわれるままに記録をとっただけでほ，それは実験の名に億しないことになります。

ところで，私たちが自然について知るために行なう行為にほ実験のほかに観察というものがあt

ります。実験と観察とほどこがちがうかというと，観察の方ほ対象をできるだけそっとしておい

て見るのに対し，実験の方ほ，自然現象そのものを観察しやすいように自分で作りだすことにあ

る，といってよいでしょう。

試みに，この実験と観察という漢字のもつ意味を調べてみましょう。実験の験というのほ，も．

と馬へんでなくし言べんだったとのことで，これにほ「問う」「ためす」という意味があったよ

うです。そこで「実際に問い，ためす」というのが実験ということになります。また，観察の観

にほ「念入りにみる」という意味があり，察にほ「考えてみる，調べてみる」という意味がある

そうです。そこで「念入りによく考えてみる」というのが観察だということになります。

これほただ昔の人が用いた漢字の解釈にすぎませんが，これは私たちにもいいヒントになるの1

でほないでしょうか。観察というのは自然現象を念入りに見ることであるのに対し，実験という

のほ，一歩すすんで自然に問いかけてためす，というわけですから，ここには，はっきりしたち

がいがあることになります。

ところで，実験で「問いかけ，ためす」というからにほ，その実験をやる人びとの側に，先ず

もって問い，ためそうとするもとのものがなければなりません。つまり，自然にほこれこれの法

則性があるのでほないか，というような予想があって，ほじめて問い，ためす，ということが恵
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味をもってくるのです。

予想と先入観

「予想があって，実扱が成立する」…このことは実験というものを理解するた糾こひじょうに

大切なことです。

ガリレイの落体の実験のことを考えてみましょう。彼よりも前の人々ほどうしてそのような簡

単な実験もしてみなかったのでしょうか。その理由ほ簡単です。普通の人びとにほアリストテレ

スの法則はあまりにもたしかであるように思えたので，ことさらそれを実験でたしかめる必要を

感じなかったのです。ところがガリレイほ，浮力の原理の研究などからアリストテレスの法則に

納得がいかなくなったので，じっさいにそれをたしかめなければ気がすまなくなったのです。つ

まり，ガリレイにほ，アリストテレスの法則がまちがいで，自分の考えの方が正しいのだろうと

いう予想があったからこそ，それを自然に問いためすことが必要になったのです。

ここでまた，学校の理科でやる「実験」のことを思いかえしてみましょう。あなたのいつもや

っている「実験」ほ，あなた自身が自分の予想を自然に問いかけ，ためすというようなものにな

っていますか？ただ先生にいわれるままに，自然現象をおこさせているだけでほありませんか？■

もし，あなたの「三菱さ験」がこれまで上のような意味での本当の実験になっていなければ，これ

からほそういう本当の実験をやるようにして下さい。もし「実験」をやる前にすでにその答えを

知っているなら，そjlほ実験とほいえません。結果が分らないからこそ予想をたて，実験をする

のです。予想をたてて実験するような習慣ができ淳tば，科学を学ぶことほすばらしくたのしいこ

とになるでしょう。

よく，「科学研究にほ先入観を排しなければいけない」などという人がいますが，これほ不用

意な言葉です。自分のオシツケをうけ入れさせるためにほ，他人に「先入観を排せ」ということ

は有効なことでしょうが，自然自身から学ぼうという人びとなら，豊かな想像力をほたらかせ

て，さまざまな予想を立てるべきなのです。そのとき，実験の結果が自分の予想とちがっていた．

ら自分のまちがいをはっきりみとめることさえできればよいのです。

科学と常識との間

「実験とほ，自分の考え，予想が正しいかどうか，自然に問いかけためすことだ。だから，だ

れかに指図されたとおりに実験装置を動かしているだけでは，実験しているなどとほいえない」

－もしこういう考えが正しいとすると，実験をするまえにあらかじめ自分の考え，予想というも

のをもたなければならないわけですが，それならいったいその考えや予想を立てるにはどうした

らよいのでしょう。

－こんなことを考えていくと，わたしたちほ，科学と常識との関係という問題を考えなければ

ならなくなります。そこでこんどほ，科学と常識との関係をとりあげて考えてみることにしまし

ょう。それほ，この二つの関係について誤解をしている人が少なくないからでもあります。

ふつうよく「科学と常識とはちがう」ということがいわれます。たしかに，わたしたちが常識

的に考えていることと，科学上で正しいとみとめられていることとでは，だいぶくいちがってい

ることがしばしばあります。しかし，そのことからすぐに「科学と常識とはまったく別のもの

だ」と考えるのは間違っています。

科学と常識とでほたいへんちがった面があると同時に，この二つには密接な関連があります。

百年以上もの音にほ，伝染病は悪魔のしわぎだとか神罰だとかいうことが一般の常識だったかも

知れません。しかし，いまではパスツールやコッホなどの科学者の研究のおかげで，伝染病をお
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こすもとが微生物であることほ，みんなの常識湛なっています。科学が進歩すると，それ首こよっ  

て新しい常識が生まれるのです。このことは誰もがみとめることでしょう。   

しかし科学と常識とのつながりは，科学が新しい籍識を生むという関係にだけ見られるのでほ  

ありません。この反対のこともいえるのです。つまり，科学の生みの親ほ常識だということもい  

えるのです。   

たとえるーぎ，パスツー ルほどうして病原菌を発見することが出来たのでしょうか。かれが教わっ  

た医学の教科書かなにかにそんなことが書いてあったのでしょうか。いいえそんなことほありま  

せん。伝染病が病原菌によっておこることをほじめてたしかめたひとこそパスツールそのひとだ  

ったからです。新しいことを発見するということは，これまでまだ科学の世界でもたしかめられ  

ていないことを見つけるということですから，これほあたりまえなことです。   

新しい科学の知識，発見が生まれるた鋸こぼ，それまでの科学の知識以外のものがもとになら  

なければなりません。それにほ，これまでまだ科学上の真理とほみとめられていないさまざまな  

考え方をしてみて，予想を立て，実験手段を工夫して，自然に問いかけ，その予想が正しいかど  

うかをしらべてみなければなりません。科学の研究とはそういうものなのです。   

ですから，すく小れた科学者というのほ，①自然現象のもっとも基本的な問題について，④これ  

までだれもためしてみなかったような予想を立て，④その予想が正しいかどうかをきめる実験方  

法を工夫し，④その実験をじっさいにやって，〉ついにほあたる予想を立てることができるような  

人，ということができるのです。  

新しい予想の根源一常識   

それでほ，この「だれもたしかめてみなかった予想」というのほどうやって思いつくのでしょ  

うか。それほなにもとくべつな霊感（インスビレーショソ）によるのでほありません。そういう  

予想ほ，これまでの研究の結果をもとにしながらもごく自然に，常軌殉に思いつくものなので  

す。このことほ偉大な科学者といわれる人びとの業績をしらべてみるとよくわかります。   

たとえば，みなさんが高校の物理で学ぶ理論に光の波勒説というのがありますが，この光の渡  

動説をはじめて唱えたホイへソスという科学者ほどうして光を波だと考えることができたのでし  

ょうか。高等学校や大学でほ，光が回折とか干渉とかいう現象をおこすことから，光ほ汲だと考  

えなければならない。と教えてくれますが，ホイへソスは回折とか干渉という現象を知って光の  

波動説を唱えたのでしょうか。   

いいえ，そんなことほありません。ホイへンスも，かれを継いで光の波動説を確立したヤソグ  

も，ほじめほ回折現象も干渉現象も知らなかったのです。   

ホイへンスやヤングが光ほ波動でほないかという予想を立てるようになったの…ま，もっとずっ  

と常識的な事実からでした。一つほ光の速度がすばらしくはやいということです。光が粒子だと  

したら，1秒間に30万キロものスピトドでとびうるだろうかという疑問です。またヤングほ，光  

が粒子だとしたら，太陽のように大きくて高熱のものの発する光の方がローソクの出す光よりも  

ずっとスピードがほやい筈でほないか，とも考えました。（それなのに実際にほどちらの光も同  

じスピードなのです。）また，ホイへソスほ光が粒子だとしたら，二本の光線が交わったら光の  

粒子どうしがぶつかりあって四方八方にとびちりそうなほずなのに実際にはそういうことがおこ  

らない，という事実をあげています。   

みなさんほ「まさかそんなのほウソだろう」と思われかも知れませんが，そんなことほありま  

せん。じつほ私ほ，東大のある優等生の集まりでこの話をしたことがあるのですが， そのときも  

「まさか，そんなことが」と一せいにいわれました。そういうふうに思う人ほ，科学と常識とい  
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うものを無理にきりはなす習慣をもっているので困ったことです。わたくしは，その学生たちにタ

ホイへソスやヤングの本を実際に読んでもらって，それでやっと納得してもらったのですが，新

しいものを探究しようとする科学者たちほ，こういう常識的・直観的な考え方をもとにしてつき

進まなければ，けっして新しいことを発見できないのです。実際ホイへソスほその予想をもとに

して，光の複屈折現象を数学的に説明することに成功し，ヤングほ，光の干渉現象を発見したの′

です。

ここでほ一つの例しかあげませんでしたが，このほかの場合でも大同小異です。偉大な科学者

というものほだれでも，こんな具合に空想ゆたかにたのしく考えていたからこそ，寝食もわすれ

てすばらしい発見をすることができたのです。

もっとも，ここで常識とか常識的とか名づけたものについてほ説明が必要でしょう。しかし，

ここでは，権威にとらわれない，主体性のある健康な常識が大切なのだとだけいっておきましょ

う。そして，みなさんが理科なりを学ぶとき，数式や実験テクニックにばかり気をうばわれず

に，想像力ゆたかにうんと大きな空想をしながら勉強した方がよいということだけを忠告してお

きたいと思います。

科学と「デマ宣伝」

私たちが，科学的な考え方や態度というものを身につけなければならない最大の理由－それ

ほ，自然と社会との無意識的あるいほ意識的なデマ宣伝にひっかからないような人間になるため

ではないでしょうか。

私たちが「科学的な考え方」の必要をいまさらのように感ずるのほ，私たちがそのような考え

方を身につけていなかったばっかりに大きな失敗をしでかしたと思われるときでしょう。そんな

とき，「アッ，自分がうかつだった」というように，ただ一般的に自分をせめてもはじまりませ

ん。そんなときにほ，どうして自分があやまりにおちいったのか。そのプロセスを具体的に反省

してみることがたいせつなのです。

すると，たいていの場合，ただ自分がうっかりしていただけでなく，相手がわにも，うっかり

者の自分をおとしいれるようなトリックがかくされていたことに気づくでしょう。うかつにトリ

ックにひっかからぬような態度，これが科学的な態度といえるかも知れません。

例をあむデて説明しましょう。昔の人びとほ長い間，地球が静止していて太陽やその他のすべて

の星が地球のまわりをまわっていると信じこんでいました。これほいわば，自然のトリック，デ

マ宣伝にひっかかったようなものです。じっさい，毎日太陽が東から昇り西に沈んでいくように

見えるのですから，太陽が地球のまわりを回転していると思いこむのもごく自然のことです。

私たちほ，自らすすんでまちがった判断をしようなどとは思いません。わざとついうっかりす

る，などということはありません。ついうっかりするのほ，相手がついうっかりまちがわすよう

な仕組みになっているからなのです。

そこで，私たちほ，どういうときにそういうトリックにひっかかるのか，考えてみなければな

りません。その一つの答は先の例からもすでに明らかでしょう。見かけと本当のことがちがうと

き，私たちほしばしば見かけを真実だと思いこんでしまうのです。

それでほ，どうやったら見かけと真実とのちがいを発見し，トリックにひっかからないように

することができるのでしょうか。この答ほあまり簡単でほありませんが，しかし，これだけはい

えるでしょう。つまり，「外観だけでそれを英実と思いこんでほいけない」という教訓をもとに

して，見かけだけでなかなか信用しない疑く小り深い態度を身につければよいのです。

じっさい，こういう疑く小り深い人間というものは沢山いるものです。きっと，それらの人々ほ
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いろいろのトリックにひっかかって，いやというほど痛めつけられた経験があるのでしょう。

しかし，疑ぐり深い人間になることというだけでほ，いかにもみじめな詣です。これほデマに

ひっかからないための防衛手段としてほよいと思われるかも知れませんが，この教訓自身がまだ

デマ宣伝に利用されることがあるからです。たとえば，見かけと真実とが一致するような場合に

も「見かけにごまかされるな．／」と宣伝して，理由もなく人々を懐疑的にすることに成功すると

すれば，それほ立派なデマ宣伝といえるでしょう。

私たちほ，ただ疑い深いだけでは何ものもなしとげることはできないでしょう。私たちが疑い

深くなければならないのほ，まちがいを少なくするためでしたが，そのために何もしないので

ほ，ますます多くのまちがいをおかしていることにならないでしょうか。

19世紀の末に，科学者の問でも，疑い深いことをモットーとした経験主義という科学論が大い

にさかえたことがあります。それらの人々ほ，科学ほ直接経験しうることだけを問題にすべきで

あって，その背後にあるものまでを問題にするのほ科学的とほいえないと主張しました。そし

て，これらの人々は，現象の背後にある神を否定すると共に，原子の存在まで否定することを要

求しました。原子などというものは直接見ることほできないのだから，そんなものを考えるのほ

非科学的だ，というのです。

しかし，その後の歴史ほ，あえて原子の存在を頭にえがいて研究をすすめた人々の勝利をあき

らかにしました。このことほ，ただ失敗をおかさないためだ桝こ疑い深い人々の限界を示してい

るといえるでしょう。

科学というのほ，未知のものを知ろうという一つの積極的な行為です。ですから，失敗をおそ

れ，疑い深いという態度だけでほ科学的な態度とほいえません。私たちほ，真実を求めるた捌こ

ほ，未知のものについて大胆に予想を立て，その予想が真実であるかどうかを問いかけて，本当

のことを知るようにしなければなりません。自分の予想がほずれていても，それほひとつも失敗

とはいえないでしょう。予想というものほあくまで予想にすぎないのであって，それがちがうか

も知れないということほ，あらかじ姥「一卜分承知している筈のものだからです。私たちほ当りそう

もない予想ばかり立てて，いつまでも真実がつかめないというようなことがなければよいので

す。

デマ宣伝を見破るにほ

これまで私ほ，自然科学の例ばかりをあげてきましたが，もっともおそろしいデマ寛伝の韻域

ほ，社会に関するものです。自然がいくらデマ宣伝のような外観をもって私たちをまどわすとし

ても，自然に悪意があるわけでほありません。ロ｛マ教会が，太陽が地球のまわりをまわってい

るように見える事実を宣伝するようになって，ほじめておそるべきものになるのです。

私たちにとって，手品や奇術は面白い見世物です。ところが，これが心霊術師というような人

々の手に渡り，まことしやかに宣伝されたら，どういうことになるでしょうか。「いまの科学で

ほまだ分らないことが沢山あるから，心霊現象などという不可思議なこともあるかも知れない」

などという一部の科学者の懐疑論をつけそえて，そんなときにも，私たちほ多くの場合，そのト

リックを見つけることほむずかしいことでしょう。それほ，たいていの人々にとって手品や奇術

のトリックの種や仕掛けが見つからないのと同じようなものです。しかし，私たち；ま決して，空

の弁当箱から卵がざくざく出てくるのが真実だとほ思わないのですが，それと同じようなことが

まことしやかに宣伝されたら，それも本当かも知れない，と思わなければならないのでしょう

か。どう考えたらよいのでしょう。

第二次大戦中，政治ほじめ新聞がこぞってひどいデマ宣伝をしたということは，その戦争を経
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験した人々にとってほなまなましい教訓となっています。あらゆる新聞がこぞってデマ宣伝をや

りました。そんなとき，私たちはいかにしてそれがデマ宣伝であることを見抜くことができるで

しょうか。これほみなさんに是非考えていただきたい問題です。

これが分らないと，現在私たちの読んでいる新聞や雑誌がこぞってウソを書いたらごまかされ

てしまうかも知れません。大部分の新聞や雑誌がこぞってクソを讃き，デマ宣伝をしはじめたと

き，それに敏感に感じとり，真実のことを見定めるにはどうしたらよいのでしょうか。

「デマ宣伝」にひっかからないためにいちばん大切なことほ，相手，すなわち自然現象や他人

の言実にふりまわされずに，それ以前に自身の足場をしっかりと踏みかためることだ。…私ほ

こういってもよいと思います。

だいたい，「デマ宣伝」にひっかかるのは，ぎ三才分よりも相手の方がくわしい情報をもっている

か，あるいはもちうるような有利な立場にあるときに限ります。ですから，相手よりもより多く

の情報を集めて，これに対抗するということほ多くの場合できません。ほじめから相手を信用し

ていないときにほ自分たちで情報をたくさん集めなければならず，そういうときにはデマ宣伝な

どにひっかからないわけですから，こういう場合ほここでは考えないことにしましょう。問題な

のほ相手がほじめから信用できないのでなく，多くの場合信用できるし，しかも柏手にたよらな

ければならない場合です。

話を具体的にするために，天動説と地動説の問題をとりあげてみましょう。太陽や月や星は，

毎日地球のまわりをまわっているように見えます。そして，この重い地球が動いているなどとは

なかなか信じられません。こんな場合，この地上から見える天文現象をはじめから信用できない

というわ桝こはいきません。これからの時代にほ宇宙船にのって地球の外から宇宙をながめるこ

とができるかもしれませんが，いまのところ，それほ不可能です。，私たちはやっばりこの地上か

ら見える現象をたよりにして真実を見きわめなければならないのです。

それでほこの場合，私たち人間ほ，どうして太陽や星が地球のまわりをまわるのでほなく，地

球白身が自転と公転をしているのだ，ということを見つけることができたのでしょうか。

コペルニクスの場合

天動説全盛の時代に地動説を唱えて，その基礎をかためたのは，ポーランドのコペルニクスと

いう牧師の天文学老です。かれほどうして天動説のまちがいを見抜き，地動説に達することがで

きたのでしょうか。

普通の本にほ，その事情を次のように説明してあります。冊すなわち，コペルニクスほ，運動

ほ相対的なものであって「見かけ」と「真実」とほちがうことがありうることに気づき，その

上，くわしい天文観測によって地動説に達した，というのです。コペルニクスほ新星を発見した

ので地動説を唱えることになったともされています。

しかし，これらの説明はみなまちがっています。運動が相対的なものだとか，「易かけ」と「真

実」とはちがうということは，天動説の最高権威プトレマイオスさえ，コペルニクスより千年以

上も音にほっきりと言っているのです。また，コペルニクスの天体観測もプトレマイオスたちの

ものより精度がおとっていたということです。また，新星が天文学上の大問題となったのほコペ

ルニクスが死んでからあとのことでした。

それでほ，どうしてこういうまちがった説明が生まれたのでしょうか。それほきっと，人間の

科学的認識の発展というものが，新しい事実の発見…つまり，これまでの人が知らなかった新し

い情報の入手によってのみ可能である，というまちがった考えにもとづくものと思われます。こ

のような考えでほ，デマ宣伝を見やぶるた捌こは，デで蓬伝の上をいく事実を知らなければなら
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ないことになってしまいます。

しかし，そのような事実を知らなくても，みんながよく知っている事実を考えなおせば，まち

がった考え方を克服するきっかけをつかむことができることが多いのです。じつほ，コペルニク

スが天動説のあや蜜りをみとめ，地動説の建設者となったのはそのよい例なのです。

そカlでは，コペルニクスはいったいどのようにして天動説のまちがいを見いだすことができた

のでしょうか。そのきっか桝ま，当時の天動説の天文学の理論がいやにわざとらしいものになっ～

ている，ということに気づいたことです。

このことからコペルニクスは，それまでの天文学の理論や天体の見かけの運動にふりまわされ

ずに，もっと自由な大きな視野のもとに，天体運動の問題を考えなおすことにしたのです。そし

て，かjtは当時の天文学理論の以前にあった，大昔の自由な天文学の考え方をしらべてみまし

た。

大音の天文学の理論などより，より新しいたくさんの観測をもとにした新しい天文学の理論の一

方が正しいにきまっている－普通の人ならこう考えぬのでしょうが，コペルニクスはそうほ考え

ませんでした。自分自身に自由な立場を確保するためにほ，大音の自由な考え方をしなければな

らないと思ったのです。

コペルニクスほこうして，天動説が理論的に整然と整えられるまえにほ，地球が動いていると

考えた人たちが何人もいたということを知りました。そこで彼も，そういう考えのもとに天文学

の理論をきずいたらどういうことになるか，と考えてみることにしたのです。

こうして自由な立場にたって視野広く問題を考えると，それまで地動説の難点と思われていた

ことが）じつほそうでないことも分ってきました。たとえば，プトレマイオスほ，「もし地球が

一日山回転ものスピードで動く・としたら，そのいきおいのために地球ほバラバラにこわれてしま

っているほずだろう」などといっていました。しかしコペルニクスはこれに対して，「もしそう

だとしたら天空の星はどうなるのだ。星ほ地球の中心からほるかかなたにあるから，それらの星

が地球のまわりをⅦ一日一回転するとなると，地球が一回転すると考えるよりもずっと速く動くこ

とになる。そんなに速く動いてほ星がバラバラになってしまう，と考えなくてもよいのか」とい

っています。

新しい立場にたって，物事をさらに視野広く考えなおしてみると，同じ事実や理論からでも，

まったく異なった結論の導びかれることがあるのです。相手のデマや宣伝にひっかからないため

にほ，相手の言い分にのって，こまごました論議や行動にインチキがないかどうか，一つ一つち

みつにたしかめていっても，なかなかそのまちがいに気づかないことが多いものですが，大まか

でもよいから，もっと広い視野にたって問題を考えなおしてみると，案外相手のまちがいが見つ｝

かるものなのです。

手品のトリックを解きあかすことほ多くの場合むずかしいことです。しかし，それが手品であ｝

り，インチキであることだ桝まちょっと視野広く考えなおしてみれば明らかです。弁当箱からい

くらでも卵がでてくるものなら，手品師ほ，卵星になった方がもうかるほずですから．／

実証的と合理的

「科学的な考え方とほ何か」をめく小って，これまで思いつくま割こ書いてきました。

科学的に考えるた捌こほ，①まず何よりも自分自身の頚を大事にしなくてほいけない。④そし

て未知のものに対しても大胆に予想をたて，実験にうったえて対象に積極的に問いかけなくてほ

いけない。㊥そのさい，対象と自分（と社会）との関係によってほ，さまざまなトリック・デマ

がかくされていることがあるので，それにのらないように，視野の広い見方，考え方をしなけれ
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ばいけない。－これまで書いてきたことをざっとまとめると，こうなります。

そこで，再び「科学的」という言葉にもどって，この話をおわりたいと思います。

「科学的な考え方とは何か」と，あらたまって聞かれると，だれでも当惑してしまうものです

が，そんなとき，多くの人々が思いおこすのほ，「合理的」と「実証的」という二つの言葉です。

合理的，実証的ということほ，たしかに科学というものの，もっとも基本的な二つの側面をあ

らわしています。科学ほ， ざしている（実証的）とともに筋道だった理くつにかなうも

の（合理的）でなければなりません。ですから，「本こト学的＝合理的＋実証的」と解することもで

きます。

「科学的」ということばを「合理的」と「実証的」の二つの側面にわけて考えるということほ，

いろいろのばあい便利です。科学的という言某ほつかまえどころのないものですが，合理的，実

証的なら，その意味がずっと限定されていて理解しやすいのです。それならいっそのこと，「科

学的」などというあいまいな言葉をやめてしまって，合理的，実証的という言葉の二本立てにし

たらよいでほないかということもいえそうですが，しかし，待って下さい。それほ困るのです。

合理的ということと実証的ということほ，かならずしもつねに調和するとほ限らないからで

す。「事実を重んずるべきか，あるいほまた理論を重んずるべきか，こういうことがしばしばお

こるからです。そこで，合理主義とか実証主義とかいう相対立するような主義も生まれてきま

す。ですから，科学者という言葉は，合理的と実証的の二つをただたんにつなぎあわせたという

よりも，もっと深い意味をもつものとして残しておかなければならないのです。

「■事実を重んずるべきか，あるいほ理論を重んずるべきか」叩こんなことをいうと，「そんな

ことほない，事実を重んじなければならないにきまっている」と抗議されそうです。たしかに理

論より事実の方が大切です。理論と事実がくいちがっていたら，あらためなければならないのは

理論の方であって，事実の方でほありません。

しかし，だからといって「事実」を強調する人の方が，理論を強調する人よりもつねに正しい

というわ桝こほいきません。事実そのものにほ，真偽というものは問題になりっこないのですが

その事実の表現にほ，しばしば知らず知らずのうちに一一つの解釈が入りこみ，誤りをひきおこす

からである。

たとえば，水の中に棒をいれたとき，棒が曲って見えます。このとき「水の中で棒が曲ってし

まった」と思ったらまちがいでしょう。そんなときほ，「棒が水の中で曲がるなんていうことが

あるのだろうか」と考える理くつの方が正しかったりするのです。「棒を水の中につっこんだだ

けで曲るはずほないのに，曲って見える。これほなぜだろう。」こう考えて探究するところから

科学が生まれるのです。理論を重んずるということほ，経験事実をそのまま理論化するあやまり

を救うことに役立つのです。

「科学的」ということを問題にするとき，日本でほ「実証的」ということばかりを強調しすぎ

るきらいがあるように思われます。伝統的にいって日本人ほ，実証的にものを考えるのが不得意

なわけではありません。明治以後欧米の科学をとり入れるまで，日本には科学らしいものほほと

んど何ひとつありませんでしたが，それほなにも，日本人に実証的な精神が欠けていたからでほ

ありません。明治以前の日本に科学が育たなかったのは，日本人に合理的に考える習慣がなかっ

たからです。

ありのまま主義とすなおな心

第二次大戦中，よくこんなことが言われたことがあります。－「古来，日本人ほものをありの

ままにすなおに見るすく小れた国民性をもっている。ものをありのままにみとめるという心は，科
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学的精神の根本をなすもので，日本人ほ元来科学性にとんだ民族ということができる」というの

です。

じょうだんじゃありません。「ものをありのままにみとめる」「すなおな心」などというもの

は，科学的精神に対立するものでほあっても，その基礎になるものでほありません。

古来日本人ほ，水車が回るのを見ても，鉄砲玉がとぶのを見ても，木が水面に浮くのを見て

も，それがなぜであるかを考えてみようともせずに，「水車というものほそういうものだ」「木と

いうものほ浮くものだ」と，事実をありのままにみとめるだけで，それから一歩もすすまなかっ

たのです。ありのままにすなおにみとめる心，それは支配者につごうのよい服従の精神にしかす

ぎません。

そメtなのに，現在なお，同じような「ありのまま主義＿jが学校の理科教育の中などに横行して

います。目的もなく，動物や植物をくわしく観察させて記述させることが科学の教育だと思わ涼1

たりしています。生徒がいやいやながら続ける気温や生物の継続観察ほ，無意味なことにも忍耐

づよく服従する習慣を養おうとするもので，科学精神とほ対立するものでしかありません。

合矧…l勺な考え方の特徴は，自然の中にいくつかの根本的なもの，原理のあることを前提し，す

べてのものをその根本的なものや原理によって分析し説明していこうというところにあります。

すべてのものは原子からできていて，原子にほすべての重さがあり，下に落ちよう としてい

る。こういう原理を設定すると，木が水に浮くことも煙が上へ昇ることも，ありのままの事実と

認められなくなります，そこで，それらの事実を原理をもって解明することが必要になり，研究

が始まるのです。

科学というものほ，そうやって生まjlたのです。もちろん原理がまちがっていれば，それは改

められねばなりません。そこに実験ということが問題になってくるのです。

これまでの学校の理科の教科書では，その板木になる原理が何であるか，そしてそれほいかな

る事実によって証明されうるか，ということを－mト分はっきりさせてくれないで，やたらに数式や

化学式などをならべたてているものが大部分のようです。これでほ実験し理論立てて考えようと

思っても何が何だか分らなくなってしまって，理科がきらいになってしまう人が少なくないよう

です。これほ教科書や先生が悪いので，あなたの頭が悪いのではありません。そんなときほ，よ

い参考書をさがして読むに限ります。たまにほよい本というのもあるものですから－。
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