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数千年ぶり
人間社 会人民 が各自 が健康 平和 生活と 思ふ生 活をし だいしだいに実 践してい
く 。おた がひに 矛盾が 生ずる であら うから 、矛盾 の解決 として、健康平 和研究
を無理なく無駄なく実践していく。
物 理の必 然と生 理の必 然と認 識理 の必然 といふ 世界に あり、人間社会人民に
でき ること は、そ れぞれ 、あた へられ た社会 環境と 自然環 境の今とここにおい
て、健 康平和 生活を 追求す ること のみで ある。 健康平 和な姿勢動作 と呼吸と食
事と人間関係と精神と生活環境を追求することのみである。
人間社 会人民 が各自 が健康 平和生 活を追 求して こそ、 おたがひの矛盾の 解決
と しての 、健康 平和研 究を通 ししだ いしだ いに人 間社会 が健康平和化されて い
く。
個 人と個 人が、 組織と 組織が 、国家 と国家 が、架 空認識 や資産や武力の闘争
をし てきた 人間社 会から 、人民 各自が 健康平 和生活 を追求し 続け、矛盾の解決
と して、 健康平 和研究 を無理 なく無 駄なく 調和さ せて いく人間社会へ。 闘争か
ら調和へ人間社会の数千年ぶりの大転換。
た とへ 死に近 い病的 生活の 今とこ こにお いても 、健康 平和な姿勢動作や呼 吸
や食事や人間関係や精神や生活環境にわづかでも接近することを追求し続け
る。とにかくあらゆる今とここにおいて、健康平和方向を追求する。
人間 社会人 民の 各自の 健康平 和方向 の追求 と、お たがひの矛 盾を解決してい
く健康 平和研 究を、 保健と 言ふ。 まづ保 健ある べし。 次に看護あ るべし。そし
て次に医療あるべし。
諸民族 におけ る呪 術や宗 教や哲 学や政 治の伝 統の必 然を理解しつつ 、保健と
看護と医療から諸民族調和への現実認識を創造しあつていく。
健康 平和生 活は、 健康平 和な姿 勢動作 と呼吸 と食事 と人間関係と 精神と生活
環 境であ り、健 康平和 な休 養であ り、健 康平和 な労働 である。健康平 和な労働
によ り自然 やおた がひの 生活を 健康平 和に調 整しあ つてい く、すなはち健康平
和な生産である。
人間 の生理 的進化 として の体 内感覚 にもと づき人 間社会人民 が各自が健康平
和生活 を復興 してい く。健 康平和 な姿勢 動作と 呼吸と 食事と人間 関係と精神と
生 活環境 を復興 してい く。快 か不快 か、体 内が調 和して ゐるかゐないか。人 間
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社会人 民が各 自がこ の認識 にもと づき健 康平和 な姿勢 動作と呼吸と 食事と人間
関係 と精 神と生 活環境 を復興 してい く。そ してお たがひ の矛盾の解決として 、
健康平和研究を調和させていく。
人 間社会 は保健 から共 同体に なる。 これが すなは ち道徳共 同体である。人間
社会人 民の各 自は 健康平 和生活 の追求 と矛盾 の解決 としての健 康平和研究にお
い て平等 である 。諸民 族の呪 術や宗 教や哲 学や政 治にと らはれず、各自 の独自
の健 康平和 生活の 追求と 矛盾の 解決と しての 健康平 和研究に おいて、確立し保
持 し修正 しあつ てい く生活 規範を 、道徳 と言ふ 。健康 平和生活への道 はすなは
ち各自における現実認識の道徳の発達である。
普遍的 に人間 は特殊 的に各 民族は 個別に 各自は 、健康 平和な現実認識を 追究
し続 けるた め、生 活の瞬 間瞬 間にお いて、 姿勢動 作はど うあればよいか、呼吸
はどう あれば よいか 、食事 と排泄 はどう あれば よいか 、人間関係 とくに異性関
係 はどう あれば よいか 、精神 はどう あれば よいか 、生活 環境はどうあればよ い
か、人 間社会 人民が 各自が それ ぞれ死 ぬるま で工夫 しあひ続け る。これを冥想
生 活と言 ふ。冥 想生活 がすな はち保 健であ り、冥 想生活 において道徳を発 達さ
せる。
人 間社会 は今、 たとへ ば「ハ ルマゲ ドン 」が起 きるで あらうとか、あるいは
それ を起し たいと か、病 的戦争 な架空 認識に まみれ てゐる 。これでは資本主義
であら うと社 会主義 や共産 主義で あらう とうま くいか ない。人間社会 人民が各
自が 、健康 平和な 現実認 識の追 究しあ ひの もと、 人間社 会のまうひとつの指導
と運営 の体系 を、し だいし だいに 構築し ていき あはう 。とにかくも 、闘争から
学自身 もま だかういふ架 空認識がある

調 和へ、 数千年 ぶりの 大転換 だから 、百年 間ぐら ゐはか かるであらう。人間 社
会のか ういふ 現状に あり、 まづ、 山田

で はない か、か ういふ 病的戦 争認識 がある ではな いか、 さういふ批判は徹 底し
てお願ひする。
世 界には 、人間 社会人 民のお たがひ の生活 と生産 と自 然と宇宙とがある。自
然は 人間の おたが ひの生 活の、 すなは ち休養 と労働 の場所で ある。生産は労働
に より対 象を 、すな はち自 然やお たがひ の生活 といふ 対象を調整する ことであ
る。 いはゆ る人工 物も自 然に含 める。 人工物 は、一 定の生 産をされた、すなは
ち労働により一定の調整をされた自然である。人工物でない自然を天然と呼ぶ。
世界 のうち 人間 のおた がひの 生活の 場所で ある自 然より さらに遠くにある部 分
が宇宙 である 。たと へば将 来、月 や火星 が宇宙 でなく 自然となる ことはあるだ
らうか。
世界の 現実を 反映し てゐ る認識 が現実 認識で あり、 世界の現実を反 映してゐ
な い認識 が架空 認識で ある。 ただし 、人間 の健康 平和に とり、それが架 空認識
であ ると自 覚した 架空認 識は、 有益で あるこ ともあ る。それ は睡眠中の夢や覚
醒中の芸術内容などにおいてある。
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人間社 会人民 の各自 の主体 性の発 達は、 すなは ち健康 平和な現実認識の 発達
である。
現実認識は以下のやうに発達させる。
人 間によ る認識 は、世 界の各 分野の 現象や 構造や 本質に対 し、未知のあるい
は架空 認識を 有し てゐる 部分が ある。 さうい ふ認識 のまま、感 覚的にか、表象
的 にか、 概念的 にか、 世界の 問題部 分に対 して予 想し、 予想の正否を実 験ない
しは 実践に より確 認する 。さう してし だいに 未知を 既知にし 、架空認識を現実
認識に再編していく。現実認識は予想実験により発達させる。
以上 のやう に現実 認識を 発達さ せる過 程を健 康平和 に進める。 それが人間社
会人民の各自の主体性である。
そし て会議 は、世 界認識 の統 一と相 互修正 のため にある。健 康平和研究会議
の方法の開発が大切である。
認 識の対 象のう ち、変 化する 対象に おいて は、矛 盾する論 理が、客観的に存
在する。
矛盾する論理の本質は、何かであるとともにそれでない、である。
やや 具体的 には、 あるも のであ るとと もにそ れに対 立するもので ある、であ
る。
ある ものと 対立す るもの が統一 されて ゐる、 対立し あふものが 統一されてゐ
る、といふことである。
あるものと対立するものは、調和したり、闘争したりする。
矛盾す る論理 を解明 すると きは、 あるも のと対 立する ものの区別を理解 する
と ともに 、ある ものと 対立す るもの の連関 を理解 する。 あるものと対立する も
のの区別と連関を理解する。
闘 争から 調和へ 人間社 会の数 千年ぶ りの大 転換、 さうい ふ健康平和研究会議
を、 日本列 島から 始める 。外来 語もひ らがな にし、 縄文るねっ さんすと呼ぶ。
自 由につ いては 、健康 平和な 現実認 識の学 問・技 能・ 規律・体力を自分に増
し〈 世界対 応の自 由〉を 拡張す べし。 理想と しては 〈人間社 会人民おたがひの
健 康平和 生活 を生産 しあふ 自由〉 を拡張 すべし 。この 方向にて、人権 思想を考
へる べし。 すなは ち、無 闇にで なく、 この方 向にし ぼり〈 認識と表現と労働と
生産と 休養の 自由〉 を拡張 すべし 。たと へば日 本民族 の先達と学徒 の連綿の伝
統 は 、〈自 由〉 を こ のや う に拡張 す る やう 創 造 してい く べ し。 体 内 の調和 を想
ひ体外 への対 応を想 ひ健康 平和な 現実認 識を発 達させ るべし。苦 しみ悩みを楽
し み悟り にする 呼吸を すべし 。常に おたが ひの実 力不足 をお詫びしあひ続 ける
べし。 生活と 生産の すべ てのご 縁をあ りがた く受け 取り続ける べし。人間社会
人 民はお たがひ 、世界 に、す なはち 体内と 体外と 認識じ たいに、すなは ち生活
と生産と自然と宇宙に、感謝し対応ないし適応していくべし。
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悪業
げだつ

あくごふ

人間 社会 人民お たがひ の生活 習慣の うち病 的戦争 な部分を悪 業と言ふ。健康
平和生 活への 道はし だいし だいに 悪業か ら解脱 してい くことであ る。自分自身
の 悪業は 死ぬる ときど こまで ほどけ てゐる か。何 世代あ との日本民族ない し諸
民族は どこま でほ どけて ゐるか 。エレ ガント にやさ しく次の社 会を、病的戦争
社 会のう ちから 健康平 和社会 を、拓 く。そ のやう 切磋琢 磨していきたい もので
ある 。病的 戦争生 活から 健康平 和生活 へ、人 間社会 人民おた がひが、姿勢動作
の 認識を 修正し 姿勢 動作の 実際を 修正し ていく 。呼吸 の認識を修正し 呼吸の実
際を 修正し ていく 。食事 と排泄 の認識 を修正 し食事 と排泄 の実際を修正してい
く。人 間関係 の認識 を修正 し人間 関係の 実際を 修正し ていく。精神 の反省を修
正し 精神の 実際を 修正し てい く。生 活環境 の認識 を修正 し生活環境の実際を修
正して いく。 たとへ ば昨今 の日本 のやう に人の 痛みが わからない 事件・事故が
多 発する のは自 分自身 の体内 感覚な いし体 内認識 を磨い てゐないからである 。
体内が 調和し てゐる かゐな いか 。体内 感覚な いし体 内認識を磨 くことが健康平
和生活への基礎である。
人間社会人民おたがひが、情感の混乱と安定の波、悪の情感と善の情感の波、
憎 悪性と 笑顔性 の波と いふ、 生理な いし 認識理 を認め た上において、情 感の安
定、 善の情 感、笑 顔性を 演出し あつて いく。 そして 現実認 識の道徳を発達させ
あつて いく。 道徳と いふ生 活規範 は個々 人に属 するも のである。道徳 共同体の
運営 や指導 におい て可能 なのは 、道徳 その もので なく、 道徳案、道徳の提案の
みである。
道徳案
現 時点で の道徳 案とし て、あ るべき 姿勢動 作の認 識、あ るべき呼吸の認識、
ある べき食 事と排 泄の認 識、あ るべき 人間関 係の認 識、あるべ き精神の反省、
あるべき生活環境の認識について、総合的に書く。
健康 平和生 活にと り徹頭 徹尾必 要なも のは文 字言語 でもなく音声 言語でもな
いん

やう

く 健康平 和な 呼吸で ある。 そして 次に「 あ～お ～ん～ 」といふ発声で あらう。
陰は 眉間が さえる ことで ある。 陽は丹 田に力 がこも ることであ る。体液と皮
膚や筋 肉の流 転にお いて、 また、 臓腑の 機能と 手足の 屈伸において 、陰と陽を
調和させていく。そのため自覚外の認識があり、そのため無自覚の認識もあり、
そのためさらに自覚認識も育てていく。
人 間は体 内に異 常を感 覚した とき体 内に注 意しつ つ特定の 姿勢動作において
特定の 呼吸を 工夫す ると 体内の 異常部 位の諸 細胞の 呼吸が改善 され、個人の全
身呼吸も改善される。
健康 平和生 活は、 世界へ の健康 平和な 対応な いし適 応であり、世 界を、体内
と 体外と 認識じ たいを 、生 活と生 産と自 然と宇 宙を、 敢へてありがた く受け取
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る念、 感謝の 念が根 本であ らう。 そして 感謝の 念の土 台として健康 平和な姿勢
は〈 合掌 〉であ る。こ こに言 ふ〈合 掌〉は ただの 合掌で なく、なるべく鉛直 に
立ち背 骨を伸 して丹 田に力 がこも るやう にし、 眉間が さえるやう になるべく肘
を 水平に 張り、 合掌す る。立 ち姿勢 が基本 形であ り正座 姿勢や仰臥姿勢な どの
変化形 もある 。感 謝の念 を強め るには 、日本 語なら 「世界よ、 ありがたうござ
います。」と音声言語としてまたは無発声の音声言語の表象として唱へる。
人間 の直立 二足歩 行は自 覚的な 姿勢動 作と呼 吸の調 整がないと常 態にならな
い 。直立 二足歩 行と 自覚認 識と音 声言語 や文字 言語と いふ人間の生理 的進化な
いし 認識発 達にお いて、 臓腑と 手足の 体液分 布を、 病態な いし半病態から常態
へ、自 覚的に 修正し ていく べし。 また、 記憶と 注意と 発想に良い血 液の栄養状
そな

やしな

態を 追求す べし。 なほ、 健康 平和生 活の根 本であ る食事 は他生物の生命を自分
くやう

自 身 の 生 命 に 供 へ 養 ふ こと で あ る。 人 間 ひと り ひ とり の 自 分 自身 は 他 生物 に
とり供養相手である。
人間は 自身が 母の胎 内にゐ たと き神経 細胞団 が準備 され生後は神経 線維と神
経 回路網 といふ 神経細 胞団の 構造と 機能が 発達す る。胎 内における神経細 胞団
の準 備とと くに生 後一年 におけ る神経 線維と 神経回 路網の発 達が個人の情感や
情 念の基 礎とな るやう である 。健康 平和 な現実 認識の 保育の大切さであ り、ま
た、 自身の 病的戦 争な架 空認識 の謎は 、自身 への保 育の反 省により、一定の納
得も得られよう。一定の精神の安定も得られよう。
老化 ・病気 ・けが ・障害 につい ては、 自分 自身に 老化や病気 やけがや障害と
いふ研 究対象 をあた へてい ただい たご縁 に敢へ て感謝 しつつ生理の 必然をより
深 く学び 生体防 御力を 高めて いく。 一病息 災であ る。苦 しみ悩みを楽しみ悟 り
にする呼吸をすべし。
身 長の高 低、性 別、年 齢、部 族民族 別、武 力差、 資産差 、有名差、買ふ人売
る人 、組織 の上位 下位、 資格差 、学問 や芸術 の発達 度などに関 係なく、個人と
個 人がな るべく 対等平 行に鉛 直に立 ちおた がひの 個性 を尊重しあへる交 流を増
やしていく。この長い長い道のりが差別のない健康平和社会への道である。
空 想に走 りや すい男 性とい ふもの が現実 を大切 にする 女性といふものを満 足
させ る現実 認識と しての 理念を 確立し ていく 。さう いふ男 女対等の社会を創造
していくのにはたつぷりの時間が必要であらう。
健康 平和研 究な いし保 健にわ づかで も接近 してい くといふ情 念を愛と言ふ。
自分自 身の死 後の世 界の現 実を予 想する ことは できる が、確認するこ とはで
まぐは

きぬ。それが生理であり認識理である。
女性と男性の目合ひといふ縁結びと一定の労働交換により次世代が発生す
る 。そし て出産 ・保育 ・教育 の健康 平和化 といふ 問題が ある。目的はお たがひ
の健 康平和 生活を 結果す る労働 交換と 情念融 和であ る。家庭 から地球表面利用
まで。
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健康平和な姿勢動作は必要な筋肉に必要最小限の力をこめる姿勢動作であ
る。 必要 でない 筋肉に 必要以 上の力 をこめ て全身 の骨格 と筋肉の調和を分裂 さ
せるこ とのな い認識 と労働 である 。長期 の修行 が必要 である。無 駄な栄養の使
用 を省く といふ より、 全身の 骨格と 筋肉の 調和こ そが健 康平和の要点であ るか
らであ る。地 球表 面にお いて物 体は落 下する 。自分 自身の生体 といふ物体も落
下 する。 全身ま たは部 分の落 下を促 進する か、阻 止する か、反発するか 。自分
自身 の望ま しい姿 勢動作 を想定 して実 行する ため必 要な筋肉 に必要最小限の力
を こめる 。空気 ・水 ・大地 ・家屋 ・乗物 などの 環境物 体の運動または 静止があ
りそ れに対 応する 自分自 身の望 ましい 姿勢動 作を実 行する ため必要な筋肉に必
要最小 限の力 をこめ る。体 内感覚 を基礎 として 体内の 快と不快とい ふ体内認識
があ り体内 が快く なる姿 勢動 作を発 想して 実行す るため 必要な筋肉に必要最小
限の力 をこめ る。他 の生物 や人間 を含む 他物体 の運動 または静止 がありそれに
対 応する 自分自 身の望 ましい 姿勢動 作を実 行する ため必 要な筋肉に必要最小 限
の力をこめる。
地 球表面 の物理 的進化 ・生理 的進化 ・認識 発達の なかに おいて人間社会人民
おた がひは 各自の 生活環 境の変 化にど う調和 しどう 安定し次 の変化にどう調和
し どう安 定しそ の次の 変化に どう調 和し どう安 定し、 健康平和な呼吸の 波を創
造し ていく か。生 物の適 応の論 理は変 化→調 和→安 定→の くりかへしである。
全身を つつむ 皮膚の 健康が 健康平 和な個 人の確 立の生 理的な土台である。 皮
膚や 感覚器 官のう ち足の 裏・手 のひら ・顔 全体・ 舌・鼻 の穴・耳全体・眼・頭
皮はそれぞれが全身の縮図である。
全 身の働 きは神 経と骨 格と筋 肉とホ ルモン と血液 により統 一される。呼吸が
楽であ り脈が ととの ひ気分 がよけ れば全 身の働 きが 統一されてゐ る。さうでな
ければさうなるやうに冥想して工夫すればよい。さらに安眠を工夫すればよい。
呼吸 は全身 におけ る酸素 の分子 とイオ ンと原 子と原 子核の流通・反 応をなめ
らかにする労働と生理である。
血液 とホル モンと 神経の 重要部 位であ る丹田 を中心 に酸素が全身 に深くなめ
と

ら かに行 き渡 る呼吸 の工夫 が概念 する脳 と直立 二足歩 行する骨格・筋 肉の弱点
を修 行によ り補ふ 進化で ある。 吸ふ・ 留める ・吐く のうち 留める・吐くをより
大切にする。
食事と排泄は生存の根本である。
食事は 水と他 生物を 獲得・ 育成・ 流通・ 調理・ 配膳す る労働を介して 自分自
身に同化する労働と生理である。人間関係や芸術をともなふことも多い。
排泄は 老廃細 胞・老 廃物 ・毒素 などや ガン細 胞や消 化しなかつた食 物や不要
な 水分や 侵入し た異物 を異化 する生 理と労 働であ る。そ れらが完全には 異化さ
れず 全身の あちら こちら に残つ てゐる ことも 多い。 それは病 的戦争な生活習慣
の結果である。異化されたものを地球表面へ適正に返す労働が続く。
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だんじき

断食は 同化を 休み異 化を強 める修 行であ る。た だし、 優れた指導者のも とに
行ふ必要があらう。
現代人 は一般 にビタ ミンや ミネラ ルや健 康な酵 素活性 のバランスが不 足して
ゐ る。原 始の味 覚・嗅 覚・触 覚・聴 覚・視 覚を活 す方向 の調理・配膳芸術 が未
発達だ からで ある 。薬や 手術に 頼らな い健康 平和生 活への道が 未発達だからで
ある。
栄養 は自分 に良い ものを 取り入 れ、自 分に悪 いもの を入れず、不 要なものは
出し切ることである。 あ(る道場の「生活行持集」より )
日本 の茶道 や華道 などを 健康平 和な食 事と面 会の芸 術としても 考へ直したい
ものである。
ひと りひと りの健 康平和 生活 は日光 ・月光 ・空気 ・水・食物 ・人びとの労働
により 成立す る。そ れらの ご恩に 感謝し 自分な りに健 康平和な生 産をお返しす
る 。そし て快適 研究と しての 休養と 労働を 追求さ せてい ただく。これが地球 表

学独自 の見解 のみで はあり ません 。諸先達の見解 に同

面に生きるひとりひとりの営みである。
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