民間から悠久壮大冥想
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人 間社会 人民が 、健康 平和な 現実認 識の世 界学を 追究し あひ、おたがひの健
康平 和人生 を追 求しあ ふ。健 康平和 とはど ういふ ことか 、ほんたうに現実を 認
識し てゐる か、に ついて 、自由 に批評 しあふ 。おた がひひ とりひとりの健康平
和人生にある個性を尊重しあふ。
人間社 会をひ とつの 〈健康 平和現 実認識 協同〉 へ組織 していく。さういふ 未
来協同すなはち未来にある協同へ組織していく。
世界 は、 あるい は世界 の諸分 野は、 本質と 構造と 現象の統一 である。人間社
会人 民には それぞ れ、世 界、あ るいは 世界の 諸分野 につい て、現象認識や構造
認識や 本質認 識があ る。そ れら を健康 平和な 現実認 識の立場か ら自覚的に組織
してい きあふ 。未来 協同は 思考統 合の面 におい ては学 問発達体とし て組織して
いく。
ひ とりひ とりは 〈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 してい く。ひ とりひ とりに ある健康平和発想の
まま生活する。
人間社会の呪術・宗教・哲学・科学・政治の伝統を止揚 形(式は否定すると

ともに内容は保存 )し、含まれてゐた健康平和な現実認識を、再編していきあ
ふ 。各種 現場の 渾沌と した情 報にも とづき 、表象 調和の 累積により、秩序あ る
予想を形成していきあふ。実験 予(備実践 )と運営ないし経営の実践により、
認識の 健康平 和性 と現実 性を確 認する ととも に、認 識と実践を 改善・改革・変
革していきあふ。かうして健康平和な現実認識を生産していきあふ。
人間社会の諸民族闘争史と階級 資(産格差 )闘争史において、病的戦争な架
空認識もそれなりに必然であつた、と反省しあふ。
健康 平和な 現実認 識にお いて、 諸民族 の源流 を探つ ていく。地 球表面の各域
の生態系、そのうちにおける諸民族性の生成。その必然について、理解しあひ、
また、 経営や 政治に おける 、今ま での諸 民族闘 争。そ の必然につい ても、反省
し あふ。 その上 におい て、諸 民族調 和へ の経営 、ない し政治解消を、開 拓して
いきあふ。
この 五百年 間、先 進国の 資本家 階級の 資産増 殖目的 もあり、結 果として人間
社会の市場が統一されつつある。
そろそ ろ、資 産格差 拡大か ら、資 産格差 縮小へ 、転換 させあふ。未来協 同目
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的の実現への金融 寄(付と融資と投資 )を発達させあふ。生産的階級循環 剰(
余労働量の集積と寄付の循環 を
) 促進しあふ。
労働力 と(いふ商品 と
) 通常商品と貨幣 と(いふ商品 を
) 媒介とし、人間社会
人民お たがひ の健康 平和生 活を生 産しあ つてい く。未 来協同は生 体協力の面に
おいては生産調和体として組織していく。
家 庭とは 、恋愛 ・出産 ・保育 ・教育 といふ 、特殊 な労働と 、生活の休養面の
ための、協会である。さう考へる。
同好 会とは 、職場 の分業 労働を 修正す る、保 健的な 労働や、分業 認識を修正
する、保健的な認識のための、休養協会である。さう考へる。
職 場とは 、人 間社会 人民お たがひ の健康 平和生 活を目 的とする、生産調和 体
へ 向け、 自由に 創造し ていく 。さう いふ、 生活の 労働面 のための協会であ る。
さう考へる。
家庭 と同好 会と職 場の毎 日にお いて地 球表面 の諸域 の毎日におい ておたがひ
の健康 平和生 活を研 究しあ ふ。健 康平和 な需要 を発見 しあひそれ らに有効な供
給 を開 発しあ ふ。し だいに 人間社 会の供 給体制 を資産 増殖目的から未 来協同目
的へ再編していきあふ。
人は 生れ、 やがて 老い、 あるい は病 ひとも なり、 いづれ死ぬ 。個人の生活な
いし 人生を 、とく にその 体内の あり方 を、現 実の人 間社会発 達と、どうつなぐ
か、冥 想する 。現実 の世界 進化と 、どう つなぐ か、冥 想する。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。これら を、子々
孫々にわたるまで、追究しあひつづける。さういふ、道徳共同体を、はじめる。
これ が、情 感安定 への道 であ る。保 健とい ふ能力 のある 認識、これを追究しあ
ひつ づける 。未来 協同は 情感安 定の面 におい ては道 徳共同体 として組織してい
く。
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 。快か 不快か 、体内 が調和 してゐ るかゐないか。 人間社
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。
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。
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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。
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。 苦
し み悩み を楽し み悟り にする 呼吸を する。 常にお たがひ の実力不足をお詫 びし
あひ 続ける 。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。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。
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。
諸民 族は、 各時代 や各域 の生態 系にも あは せ、多 彩な生活方 法や生産方法や
世界 観や倫 理、こ れを展 開して きた。 それら の現実 史をなる べく知り、地球表
面の民 衆通信 を形成 してい きあふ 。まづ 理屈ぬ きに、 おたがひ似 てゐるか似て
ゐ ない か、情 念融和 を追求 しあふ 。祖先 追想道 のすす めである。その 上におい
て 、先述 の、思 考統合 や、生 体協力 や、情 感安定 を、追 求しあふ。未来協 同は
情念融和の面においては民衆通信として組織していく。
言語や貨幣の形式にとらはれ、その内容 意(味や価値 )といふ、社会関係を
正しく 理解し ない。 つまり 、人間 社会人 民が、 おたが ひの認識と 労働を、正し
く理解 しあつ てゐな い。さ ういふ 現状を 反省し 、意味 とは何か、これ をひろく
深 く理解 した言 語へ、 価値と は何か 、これ をひろ く深く 理解した貨幣へ、 変革
していく。
この 数千年 間、国 家とい ふもの は、残 念なが ら、部 族ないし民族 闘争と、資
産格差拡大のための、組織として、発展した。社会の敵対性を保護し統制する、
伝統で あつた 。社会 の敵対 性その ものを 、しだ いしだ いに解決してい く、まう
ひ とつの 公共。 これを 民間か ら創造 してい く。情 念融和 のためである。 既成の
国家や政治を、しだいしだいに、先述の、学問発達体 思(考統合 )や、生産調
和体 生(体協力 や
) 、道徳共同体 情(感安定 や
) 、民衆通信 情(念融和 へ
) 、止
揚していく。さういふ、政治解消世論も、結集していきあふ。
未来協 同すな はち人 間社会 のひと つの〈 健康平 和現実 認識協同〉組織が創 造
さ れてい くにつ れ、諸 国家は しだい にその 機能を 縮小し 最後は解消され る。理
性ある〈地球表面共栄〉を創造していく。
＊

以上の 意志へ 統一し ていく 規範を 人間 社会規 範とし てご提唱申し上げ ます。
ど う統一 してい くか。 皆みな さまに よる創 意工夫 もご期 待申し上げます。 人間
の〈認識と表現と労働と生産と休養〉を未来協同へ統一していく社会改善です。
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〈提唱・人間社会規範〉の読みかた
二〇一五年二月十六日
山田

学

〈提 唱・人 間社会 規範〉 といふ 文章だ けに接 すると 、ほとんどの 皆さまは、
い きなり 、むづ かしい ことば 、ばか りだ 。とて も、わ かりにくい。さう 、感ず
るでせうか。しかも、なぜ、旧いかな、なの？
七十年 前、ヒ ロシマ とナガ サキに 、原子 爆弾と いふも のが、落されました 。
日本 の民族 は、純 情です 。戦争 は、こ りごり だ。人 間の 理想とはなに？ 社会
なか
の理想とはなに？ お肚の底から考へる、日本の人が、多くゐました。
わた くしは 、四 十年あ まり前 から、 さうい ふ、多 くの日本の 人に、真剣に、
学びつづけました。
な にがわ かつた か。健 康や、 平和、 といふ ことは 、とても とても、簡単なこ
とではありません。
で も 、 と て も 複 雑 な 道 を 、 皆 さ ま に て 、 歩 み つ づ け る なら
… そ れ が あれ
ば、 人間の 理想へ 、社会 の理想 へ、近 づくこ とがで きる。さ ういふ、複雑な道
について、わたくしは、お肚の底から、納得できたのです。
その 複雑な 道につ いて、 そのま ま書く なら、 これか ら、何十冊も の本を書く
ことが、必要です。
が、 今、世 界の各 地にて 、テロ などの 問題が ありま す。ほんも のの健康へ、
ほんものの平和へ、皆さまと話しあふことを、急ぎたいです。
〈提 唱・人 間社会 規範〉 とい ふ、短 い文章 は、夜 空にて、遠 く北極星を見つ
めるや う、接 してく ださい 。何十 冊もの 本の内 容を、 もっとも短 くまとめた、
文章です。
皆さま 、おひ とりお ひとり の、生 活や人 生と 、深く つながる内容が、 この短
い 文章の どこか に、か ならず 、あり ます。 おひと りおひ とりにとり、この 文章
のどこに、それは、あるか。それを見つめるやう、接してください。
そ して、 ここが 大切で す。ほ んもの の健康 へ、ほ んもの の平和へ、ご自分に
て近 づくや う、工 夫して くださ い。健 康や、 平和、 といふも のは、ご自分にて
近づかうとされないかぎり、得られません。
その ためも あり、 まづ、 もっと も短く まとめ た、文 章だけを、 わたくしは、
お示ししました。
が、 この文 章への 、感想 や、質 問や 、意見 や、ま た、内容を 具体的にする案
や、文 章の一 部を修 正する 案。こ れらを 、どし どし、 わたくしに お聴かせくだ
さ い。わ ざわざ 、さう してい ただく ことが 、ご自 分にて 、健康や、平和へ、 近
づかれる、ことになります。
わたくしは、できるかぎり、おひとりおひとりに、満足していただけるやう、
真剣に、お話しあひを、させていただきます。
さ まざま な民族 が、ほ んたう に、調 和しあ つてい くため には、反対に、それ
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ぞ れの民 族が、 それぞ れ自分 の民族 の伝統 につい て、お 肚の底から、想ひ をめ
ぐらすことが、必要です。
日本の民族は、やまとことばの、声や呼吸について、とても大切にしました。
その ことを 想ひだ すため には、 むしろ 、旧い かなの はうが、 ふさはしい。だか
ら 、旧い かなに て、書 かせて いただ いて をりま す。な れない方には、ご めんな
さい。

山田

学

わたくしへの連絡先
郵(便 )〒 221-0822
横浜市神奈川区西神奈川 1-13-14-307山田 学
Ｆ(ＡＸ ) 045-319-0920
メ(ール ) arigatou@image.ocn.ne.jp
通 信でな く、わ たくし の顔な ど見な がら、 話され たい。 さうい ふ、小集
会も歓迎です。
〈未来協同へ○○会議〉 ○(○は地名など )でせうか。

わたくしどもについて
二〇一五年三月十六日

わた くしは 不思議 な人間 でせう 。学び かたが 一般人 とはとても とても異質だ
からです。
でもでも、健康平和な現実の認識、これのみを追究してきました。
わたくしを不思議に思ふのは、とてもとても残念ながら、今の社会のはうが、
病的戦争な架空の認識、実はこれにまみれてゐるからです。
わたく しは簡 単なこ とを申 し上げ てゐる ので はあり ません。といふよ り、社
会 改善の とても とても 長い道 のりを 、ご提 唱申し 上げて ゐます。しかし、 すべ
てを 論理的 に考へ 、情念 の融和 する道 もたど り、あ る、とても とても狭き門に
の み、ひ とすぢ の希望 がある 、なら 、ほか のさま ざまな 誘惑や、迷ひな んぞ、
問題となりませんでせう。
わたくしは、さういふ深い深い確信のもとに、ご提唱申し上げてゐるのです。
架空 の認識 ではあ りませ んから 、無理 に信仰 する必 要もあ りません。逆に、皆
みなさ まから 、ほん たうに 健康平 和か、 ほんた うに現 実を認識して ゐるか、厳
しく 批評し ていた だきた いです 。結 果、少 しは修 正も、 必要となるかもしれま
せん。 わたく しが特 別では なく、 人間は 、健康 平和な 現実の認識 の前に、平等
です。
来世ではない。未来協同なのです。
どなたかの降臨ではない。おたがひの協同なのです。
地球表面の進化。生物系の進化。人間社会の発達。それを踏へ、おたがひを、
組織しあつていく。
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わ たくし どもは 、理想 と本質 の認識 の、提 唱者に すぎない 。現実と現象の認
識から、少しづつ、少しづつ、少しづつ、育てていただきます。
近 代の日 本人は 、イギ リス人 とアメ リカ人 などに 学んで きました。イギリス
人は、絶対に、正しいですか。アメリカ人は、絶対に、正しいですか。
近 代以前 の日本 人は、 中国人 などに 学ん できま した。 中国人は、絶対に、正
しいですか。
そして、日本の縄文の人も、どこかは賢い。さう、想ひませんか。
世界 の本質 は何か 。世界 の諸分 野の本 質は何 か。人 間社会の規 範の本質は何
か。
百数 十年以 上前 に、こ れを真 剣に考 へ抜い た、ド イツの学者 がゐます。結果
は、中途半端でした。
こ の流れ を受け 継いだ 、実は 民間の 日本の 学者が ゐます。 受験勉強にとらは
れない 、出世 にとら はれな い、 民間の 学者だ からこ そ、まとも に受け継ぎ、さ
らに発達させることができました。わたくしもそのうちのひとりなのです。
一方 、七十 年前の ヒロシ マ、ナ ガサキ への原 爆に、 こころを撃ちぬ かれた。
なか
健康の本質は何か。平和の本質は何か。お肚の底から、考へ抜いた。さういふ、
日本 の思想 家がゐ ます。 縄文の 人のや うな、 純情さ にて。 わたくしもそれを受
け継ぐひとりです。
先の ドイツ の学者 の、深 い深い 思索。 実はこ れをほ とんど理解 できず、誤解
したま ま、で きた国 。それ がソ連 邦でし た。破 綻しま した。それを 破綻させた
国が、アメリカです。
でも、 アメリ カ人に 、深い 深い思 索があ るでせ うか。 確かに、強い軍事 産業
はありますが …
世界の 本質は 何か。 世界の 諸分野 の本質 は何 か。人 間社会の規範の本 質は何
か。健康の本質は何か。平和の本質は何か。
皆み なさま ととも に、思 索しあ つてい きたい 。情念 しあつていきた い。日本
社 会は、 軍事産 業より 、本質 論の事 業を、 新しく 興しま せう。インター ネット
の情報を、わかりやすく整理しあつていくためにも。
わ たくし どもは 、未 来協同 への社 会改善 、これ のみを 、祈り、願ひ、誓つ て
をります。
協同の 本質と いふこ とは、 縄文の 人のや うな、 純情さ にてこそ、可能なの で
す。
上に「 ずる」 がつく かもし れない 、賢い イギリ ス人や 、アメリカ人や、 中国
人などには、かへつて、難しいのでせう。
よろしくわたくしどもを、お育てくださいませ。
まうひとつの、情念の融和として。
まあ、 個人や 家族 や諸組 織の、 資産を 増殖す る闘争 のなか、未来協 同へ、と
いふ調和も、それなりにありうる。さう、想ひませんか。
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