




まえがき

　若い青春時代には，たれしも考えることであろう。わたくしも高校の

生徒であつたころ人生問題に深い疑いをいだいたのであった。

　この世にはいろいろの職業にたずさわる人がいて，それぞれ忙しそう

にはたらいている。それは一体何のためであろう。商人もいれば工場で

はたらく者もいる。事務員もあれば農業に従事する者もある。それから

学者，実業家，政治家など，それらの人たちは何を考え，何を一生の目

標として生きているのであろうか。

　このような疑問をもつていたわたくしは，いろいろな人の話をきいて

みたが，いつこうにわからない。だれも満足な説明を与えてくれる者は

なかつた。

　そこでわたしは考えた。この世の中に生きられるだけ生き，そのあい

だに自然と人間をみつめて人生の根本問題にたいする解答をえよう―そ

うしてそれを若い人たちに伝えようと。このように思つて今日におよん

だのである。

　はじめに掲げた「思うまま」は折にふれてこうだと思つたことを書き

とめたものである。しかしその中には他の人々の言葉からそれとなく教

えられたものもある。したがつてわたくし自身にとつての座右の銘とい

つてもよいであろう。

　つぎに述べた自然・生命・および人間は，もとより学ではなく，論で

もない。ただ自分の目で見，かつ考えたままをやや系統的にまとめたも

ので，いわば長年にわたる人生探究の記録なのである。これによつて前

に述べた短文の意味が一そう明らかになることと思う。

 1957 年 7 月 5 日

 十和田湖より帰つて

 額　　田　　　晉
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人生はわれらの内心の表現であり

日々の行為はわれらの内心の絶え間ない現われである

それゆえ心の持ち方ほど大切なものはない

何のために自然と人生を探究するのであるか

何のために自分を反省するのか

それは人間らしく生きたいからである

いかに理知に富んでいても

しつかりした人生の目標がなく

ただその日その日を過ごしていたならば

ちようど　かじがなくて航海する船のようなものである
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無限なる天体のうちに　雄大なる自然のうちに

そして美しい青空のもとに

われらは生活しているのである

松はみどりに　花は美しく咲きほこつている

それはわれわれの眼に映る自然のすがたであり

永劫不滅なる実体のあらわれであるのだ

人間は人間だけで生きているのではない

われわれのまわりには山あり川あり

草あり木あり　あらゆるものがある

その中に人間として生をうけたのである
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人間はもともと大自然の一部分として

自然界のうちに生き

大自然のうちに生命を託しているのである

幽玄をきわめた大自然のうちに一身をゆだねて

心ゆくばかりその霊妙な情調を経験するときほど

人間は幸福な祝福にみちた時はない

永遠にゆくものは人の世の流れであり

たれの身の上にもくるものは死である

それゆえ　死に徹底して生の喜びを再認識しよう

4

思うまま



死を恐れるな

死はわたくしたちの個体が他のすがたに変つていくことである

そして小我より大自然のはてしなき

永遠の流れに合流することである

生を愛せよ

生命は尊い自然の贈りものである

自分や他人の生命を尊重しないのは罪悪である

もしも自分は不幸な境遇なのだ

生れて来ない方がよかつたと考える者があるならば

それは小さな自分というものにとらわれているのである
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自分の地上においてなすべきこと

自分の使命をはたすためには

まず何よりも健康でなければならない

健康な身体に

健全な精神の宿るよう

ふだんの生活に注意しよう

人間の人間としての特長は

物事を深く考えるにある

人間は自然より与えられた才能をもつて

絶えず創造し倦むことがない
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科学の本質は

自然界における真理の探究にある

科学を総合して正しい自然観を会得しよう

すべての善い主張　善い意見　善い判断は

正しい知識にほかならないのだ　正しい知識こそは

実に正しい思想と行動との源泉であるのだ

われらは良心にきいて恥じない行いをするであろう

だが良心が真に良心であるためには

正しい知識によつて準備されなければならない
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つねに正しい知識を求めよう

そして正しい知識にもとづいて世のため人のため

社会のためにはたらこう

われらは全人類のうちに生き

全人類のために生きているのである

たとえ一時的であつても人生の苦痛を忘れ

人々の心を楽しませ慰めるものは芸術である

食と性との本能のままに動き　ただ生きるために生きる動物

それと異なつて人間は生きることの意味を自覚し

この目的のために努力する生活体であるのだ
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人間は自分の力と境遇との許すかぎりにおいて

自分と隣人との幸福を

つくり出すために生きているのである

おのれを全うし人を全うする

自分にもよく他人にもよい道を歩む者は

最もよく自己を生かす人間である

仰ぎみる天空の星体

それはどうして発生し　どのように変化していくのであるか

自然の恩恵にあずかるわれら地球人こそは

宇宙の進化発展にたいして独自の使命を感ずべきではなかろうか
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すべての物は大自然のうちに含まれた存在であるのだ

そしてすべてのものは自然の理にしたがつて

はてしなく進展していく

宇宙そのものが全体として進展的であるあいだ

その中にある人とその社会とだけがどうして固定的でありえよう

個人は変化し　社会は交代し　民族は推移しても

絶えず発達して止まないものは人類の文化である
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個々の人間は自分の才能を生かして

人類全体の向上発展に役だつ仕事をしようと努力する

そこに人生の意味が見出されるのである

人生を最も有意義にするには

自己の才能をもつて宇宙の進化的過程に寄与することである

自分がどんなに小さくても一個の清い流れとして

永遠なる宇宙の流れに貢献しようと努力することである

人生は自分のものではなく　生命を与えてくれた自然のものである

そして人生の目的は人間ではなく大自然そのもののうちにあるのだ

それゆえ　われらは自然の動きに一致して

絶えず自己および他人の完成への道を進まねばならぬ
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つねに自分のすることが社会のため

人類のために役立つことを目標として進んでいく

人のためということは自分のためであり

自分を完成することは人のためであるのだ

どんな境遇にある者も生き甲斐のあるように生きなければならない

真に生き甲斐のある生き方をしてこそ

はじめて生きることに意味があるのだ
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その日その日に最善の努力をつくそう

自分の力のかぎり努力しながら毎日を過ごすとき

われらは大いなる喜びと生き甲斐を感じるのである

自然を愛し　世を愛し　人類を愛しつつ

絶え間なき向上への努力　理想へのあこがれ

真・知・善・愛・美の追求

そは久遠の光を望む人々の日常でなくて何であろう

げに静かに呼吸するばかりが人生ではない

自由な朗らかな勇気をもつて力強く生きよう

そして清らかな生の気をくみとろう
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人生にはたしかに耐え難い苦しみも不幸もある

しかし　いつまでもその為に悩んでいてはいけない

少しでも勇気が出てきたら　心の寂しさに打勝つて

さらに前進をつづけねばならぬ

物事は起るべくして起り　消え去るべくして消え去るのである

眼前のことばかりにとらわれて　喜んだり悲しんだり

腹を立てたりする前に　物事の前後をよく考えよう

小さな日常の出来事のために思い煩うを止めよ

天地万物はもともと一体

清風明月はいずれの所にもあるのだ
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何よりも戒むべきは自分の心のゆるみである

何よりも難いのは心に思うことと

日常の行いとを一致させることである

厳粛に

そして朗らかに生きよ

苦悩があればこそ精神が発達していくのである

苦悩がなくては人生の向上は不可能であり

人生は苦悩をへて完成へ向うものである

人生にはたしかに瞬間的に耐えられない苦痛のあることがある

生きているのがいやになる時もないとはいえぬ

しかし　どんな場合にも生きられるだけ生き

そして生きる道を見出すよう努めねばならぬ
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人に親切をつくそう

人に親切をつくして　その人が少しでも幸福になれば

自分の心に喜びを感じるであろう

どんな場合にも心の持ち方が大切である

失意の境遇にあつても

決して望みを失つてはならない

たとえ逆境にあつて苦しむことがあろうとも

決して勇気を失つてはならぬ

苦しい目にあつてこそ初めて自分が鍛えられ

苦しい中を通つてこそ自分が完成へ向うのである
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自己を完成するには自分の天分をよく知り

自分に与えられたものを最もよく生かすことが大切である

そしてどこまでも人間らしく生き

人間らしい仕事をしようではないか

自分を完全に生かすことは容易なことでない

だが　それを目指して進むところに希望があり

よろこびと力を感じるのである
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人間は自分一人をさえ思うように生かすことは容易でない

それゆえ　他人にたいしては

できるだけ寛大でなければならない

人生は複雑である　一生の間には

どんな出来事に出あうかわからない

どのような場合にもそれを善用して

自分を完成するために役立たせよう

自分の力の足りないこともあろう　間違うこともないとはいえぬ

間違つたら直せばよい　ころんだら起きていけばよい

ただどんな事情のもとでも難を冒して進もう

努力しようという覚悟だけはもたなければならぬ
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忙しい生活のうちにも常に自分を反省しよう

それを怠ると　知らずしらずの間に

間違つた道へ足を踏みこんでしまうようになる

今日は永遠の一部である

遠いことを考えても

眼前の生き方を忘れてはならない

放逸なわがままな生活から離れよう

得意な境遇にいても有頂天にならず

人にほめられても　はやされても

そのために心がおごつてはならない
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この世は愛によつて結ばれる　互に助け合い

互に補いあい　また互に戒め合つて生きる

それが人間の本当の生き方であるのだ

安心し落ちつき楽しんではたらく

苦しみなく悩みなく自分の仕事につとめる

このような心境に達した人は

平和な人であり自由の人である

人と人との調和にとつて怒りほど害になるものはない

それゆえ　他人に対する礼儀や　自分の言行にたいする

反省を失つた怒りは自制しなければならない
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互に怒りの心をもつて争い合い　たたかい合うと

人生の平和は破れ

人生の静けさは根本から乱れてしまう

正しい怒りの感情は

人生をよくするための発奮と勇気と

努力となつて現われねばならない

悪意や　ひがみや　他人に対するねたみや

利己的な考えや　ひねくれや

卑劣なことなどは一刻も早く捨て去つて

正しく生きようではないか

21

思うまま



どんなに多くを学んでも

どんなに多くの書物を読んでも

自分の行いが正しい信念と一致しないようでは

何の役にも立つものではない

今日の人間はまだ互に憎み合い　互に争い合い

不平をいい合うことがないわけではない

だが　われわれはお互に喜び合い感謝しあう

美しい愛の世界を目指して進んでいるのである
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現実は完全ではない　その不完全な中にあつて

絶えずより完全なものを求めつつ

生きていくのが人間の本性であるのだ

人間は個人として生きなければならないと共に

社会人として生きなければならない

心のうちに常に喜びと平和をもちながら

同時に現実の社会と交渉を重ねつつ

力強い人生を送る者こそ　その一生は

人間最高の芸術といいうるであろう
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われらは絶えず成長しつつある

より完全なもの　より完全なものをと追求しつつ

そして人類全体をより完全なものにするために

人類を離れて個人なく　個人がなければ人類はない

自分をより完全に生かそうとつとめることは

われらの内心の要求であり　それは

やがて人類全体のためになるのだ

地上の人類が調和して

よりよく生きるために役立つ仕事をする者は

自己の生命を最高に生かすものである
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自分の生命を最もよく生かした者には

死も恐ろしくないであろう

それは静かな　平和な　そして

自然の道にかなうものとして感じられるであろう

しずかに自分の心を大自然の偉大な力に通わせながら

人間として生きられるだけ生き

そして社会のために人類のために

はたらけるだけ働いてみようではないか
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　いまでは学枚教育が進んでいるから，人々はそれぞれかなり広い学問

を身につけている。しかし今日のあらゆる学問，たとえば物理学や化学

や，法律や経済学などは人間に理屈や知識を与えるけれども，それ自体

は人間の歩むべき道を教えてくれない。それが大きな欠陥で，したがつ

て現代の人は人生の意味についての信念がなく，理屈や知恵をもち合せ

ていても，それをどのように使つてよいかわからずに，みんなが迷つて

いる。

　それでは宗教に頼る気持があるかというと，だれでも宗教心のない者

はないであろう。しかし科学の発達につれて既成宗教にたよる気持がだ

んだんにうすくなつてきた。

　宗教はもとより心の問題であり，自然科学は自然界の物的現象，すな

わち物質を対象として研究するのであるから，一般に科学と宗教とは全

然反対の立場にあるように考えられている。しかも現状では，科学の方

はどんどん発達して無電や航空機，それからラジオやテレビ，最近には

原子力の応用など，科学の力というものはだれにでもすぐわかる。

　それゆえ今日の人は科学の力はみとめるが，宗教というものを無用の

ものとしてふり向こうとしないようになつている。その結果はどうかと

いうと，人間は物質だけにとらわれて，どういう所に心をおいて一生を

進んでいけばよいかということがわからなくなる。

　それではどうすればよいのか。

　そこで考えられるのは，よく知られた和歌にもあるように「わけ登る

ふもとの道は多けれど同じたかねの月を見るかな」で，同じ目標に到達

するにもいくつかの道があるということである。

　いままでは科学の発達の経路にあつたからやむをえなかつたであろう

が，もう最近には科学というものは非常に発達しているのであるから，

われわれは科学の立場から人間とはどういうものか，どういう所に心を

おいて一生を過ごせばよいかということをもう一度考え直してみる必要

がある。それが今日の人々にとつて最も大切なことであると信ずる。
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　それにはまず自然とは何かということを考察し，それから生命の問題

におよぶのが順序であろう。それゆえ，少し堅苦しいかも知れないが，

ここではまず科学上の知識を総合して正しい自然観を会得しようと思う

のである。

宇宙間にただようわれらの地球
 

　最低の発達段階にある古代の民族はただその日その日に生きていくだ

けで，宇宙というようなものについて何も考えたことはなかつたであろ

う。今日でも人々は毎日の生活に追われているので，宇宙についての知

識はもつていても，それを現実の生活に結びつけて考える余裕などはな

いらしい。

　しかし，われわれが地球上に生きている以上，すべての人間は宇宙間

における地球の位置についての概念を一時も忘れてはならないと思う。

　そこで，最近は電波天文学の急速な発達により宇宙についての一そう

深い知見がもたらされようとしているが，ここには今日の宇宙論の大要

について述べてみよう。

　われわれの住んでいる地球は，周知のように太陽のまわりをめぐる一

つの惑星に外ならない。太陽系に属する惑星を太陽に近い方から数える

と，まず水星，金星，つぎにわれらの地球，それから火星の順で，火星

の外側には無数の惑星の群がまき散らされた砂のように運行しており，

それよりもさらに外側には，順次に木星，土星，天王星，海王星，冥王

星が運行している。
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　これらのもろもろの惑星は，いずれも万有引力の法則に支配されなが

ら，太陽を中心にそれぞれ長円形の軌道を描いて自転しながら規則正し

く運行しているのである。また惑星のうちには，その回りにいくつかの

衛星をもつものがあり，地球の場合には月がそれである。

　では太陽系の中心である太陽とは一体どんなものであるか。

　自らは光ることのない惑星や衛星に光と熱を供給するものは，いうま

でもなく太陽であり，惑星上でのほとんどすべての現象は，みな太陽か

らのエネルギーをうけて行われているのである。ことにわが地球上にお

けるあらゆる活動を考えてみても，太陽がいかに大きな支配力をもつて

いるかがわかるであろう。

　とにかく太陽のエネルギーはたいへんなもので，われわれ人類が今日

この地上において生存しながら絶えず文化の建設への努力をつづけてい

くことのできるのも，もともと太陽のおかげなのである。

　かように太陽は実にわが地球上における人類と文化の源泉であるから，

したがつて太陽は他のあらゆる天体とは全然異なつた特別のものと考え

られていた。しかし今日からみれば，太陽が独特であるのは太陽系に属

する星にたいしてだけであつて，晴れた夜空を仰ぎ見るとき全天にまき

散らされた大多数の星は，いわゆる恒星と名づけるわが太陽系には属さ

ない他の星の世界であり，その一つ一つは独立した他の太陽なのである。

　そしてわが太陽系の属する恒星系は銀河系と呼ばれ，太陽から銀河の

中心までの距離はおよそ 3万光年ぐらいと推定されている。ただし光年

とは光が 1カ年間に走る距離を意味する。そしてわが太陽は銀河宇宙の

中心にたいし約 2億年を周期として回転しているという。

　ところが，銀河系の彼方にも他の恒星系があつて，今日ではこのよう

な独立した他の銀河世界は宇宙空間に無数に知られてきた。それらはわ

が銀河系には属さないから一般に超銀河星雲と呼ばれている。

　この銀河系外の星雲には渦状星雲が最も多いが，そのほかに一つ一つ

の星に分離できないガス体からなると思われるものもあつて，それらを

比較し分類すると，しだいに変化していく一つの系列にならべることが
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できる。そしてそれはおそらく超銀河星雲の進化の過程を物語るものと

考えられている。そのうちでもわが銀河系は最も進化した段階であると

いう。

　今日の宇宙論にしたがえば，わが宇宙はこのような数百ないし千億の

恒星の集団である渦状星雲が無数に集まつて構成された拡がりつつある

球状宇宙であり，その半径はおよそ 40 数億光年またはそれ以上であると

いわれる。

　このような距離は想像もつかぬ遠方であるから，実際には宇宙はほと

んど無限であると考えてさしつかえないであろう。そしてわれわれ人間

は銀河系という一つの島宇宙に住んでいるわけで，そのうちの一つの恒

星がわが太陽なのである。

　星雲の一つであるわが銀河系内の一恒星としての太陽と，さらに太陽

をめぐる一つの惑星である地球上のわれら人間の姿を思うとき，広大無

辺なる宇宙と小さな人間との極端なちがいに驚かされるとともに，われ

われ地上の人類は，大自然の中に含まれた小さな生物学的存在としてす

べて同じ運命のもとにおかれていることを悟るであろう。

　今日地上の人類はいろいろの民族や国家に分れて互に相争つているが，

このような根本の事実を忘れて，ただ人間社会のことばかりに心をうば

われていたのでは，世界の恒久平和はとうてい望めないのではあるまい

か。

　しかし幸にも近ごろは人々の興味がしだいに地球外に向けられている

ので，それはやがて人類融合への前提となるであろう。
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現象の奥に潜むもの
 

　さて宇宙に旅してその雄大さに驚嘆したわれわれは，いまや転じて極

微の世界に入り物質の根元を探求してみようと思う。

　宇宙についての知識が近代における天文学の発達によつて著しく進歩

したとともに，物質の実体に関するわれわれの知識もまた最近の理論物

理学の画期的な発達にともなつて全く異常な進展をとげたのである。い

まその成果のうちからごく常識的な点だけを展望してみよう。

　われわれの周囲には山があり川もあり，いろいろなものがある。それ

ら自然界に存在するあらゆるものの根元を追求すると，すべての物質は，

水素や酸素・鉄・鉛などのような，わずかに 100 種あまりの元素とその

化合物に過ぎない。そして元素または化合物は，いずれも非常に小さな

粒子である原子からか，あるいは原子の集合体である分子から構成され

ている。

　原子はまん中に陽電気をもつ重い核があつて，その回りを陰電気を帯

びた軽い電子が取りかこんで急速な運動をつづけている。その状態はよ

く太陽の回りを惑星がまわつているのにたとえられている。それが原子

の構造である。

　それでは原子の核とは何かというと，それは陽子と中性子が中間子な

どの力により結合してできているのである。電子をも含めたこれらのい

わゆる素粒子は物質の極微の粒子で，すべての元素の原子に共通である。

　今日までに知られた素粒子は約 20 種あまりあるが，それらは一般に安

定な存在ではない。しかもいろいろの素粒子はお互に関連しあつていて，

なかでも陽子と中性子は互に引き合つて，その幾つかが一定の法則にし

たがい結合して原子の核をつくり，それがさらに電子を引きつけて原子

を形成し，こうして今日われわれの見る自然界ができ上つているのであ

る。
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　ところで動植物体は無生物と異なつて，いずれも生命をもち，細胞の

集合体として個々の細胞のうちに生命力を宿している。しかし，このよ

うな細胞も物質という点からみれば，結局は蛋白質や脂肪・含水炭素・水・

塩類などの分子からなつており，その分子は原子より，それはさらに無

生物と同じ素粒子からでき上つているのである。

　かように考えてくると，われわれの目に映ずる自然界のあらゆるもの

は，山も川も草も木も，ないしは私たち自らの身体も，すべては電子や

陽子，中性子などの極微の共通な素粒子から構成されていることがわか

る。

　これらの素粒子は，粒子とはいうものの，われわれが日常の物体につ

いてみる円いとか四角いとかいうような形を示さない。そこで普通は他

の粒子との交互作用の及ぶ範囲を大きさとしているが，それは極度に小

さく，実に 1 億分の 1 センチメートルのさらに 1 万分の 1 程度であると

いうから，これまたほとんど想像もつかぬ極微の世界である。

　これから考えると，現象の奥にはある永劫不滅の実体があつて，それ

がそれぞれの法則にしたがい，この世の中にいろいろなもの―あらゆる

無生物あるいは生物として姿をあらわしているのだと解するより外はな

い。まつたく夢のような話である。
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大自然と法則
 

　かように宇宙の大きさはほとんど無限であり，一方では物質の根源は

実に想像もおよばぬ極微の世界である。それがこの世の中にいろいろな

現象として姿をあらわしているのであるが，それは一体どういうことな

のであろう。そこには何か神秘な力がはたらいているのではなかろうか。

　そこでつぎには物質の存在，それから成立，および変化について考察

してみよう。

　まず天体の運行について考えてみると，空に輝くあのような無数の星

にしてもすべて秩序正しくそれぞれの方向に動いており，われらの住む

地球は一つの惑星として自転しながら 1年 365 日―たがうことなく恒星

である太陽の回りをまわり，月はさらに一つの衛星として 27 日あまりで

規則正しく地球のまわりをまわつている。

　それはいうまでもなく万有引力の法則によつて支配されつつ動いてい

るのである。地球上のいろいろなものもすべて同様の法則に支配されて

いるが，特にこれを重力の法則と呼んでいる。

　このように自然界における万物は，無生物であると生物であるとを問

わず，また固体でも液体でも気体でも，ことごとくみなそれぞれの法則

に支配されながら存在しているのである。

　つぎにこの世の中のいろいろな物はどのようにして成立したのであろ

うか。

　地上においてわれわれの目に映じ，手に触れるものは一見していろい

ろ様々であるが，すべての物質はそれを根元的に考察すると，いずれも

それぞれの元素の原子よりなり，原子はさらにいくつかの共通な素粒子

からできている。それであるから，つまり前にも述べた通り，非常に小

さな極微の素粒子があつて，それが一定の法則にしたがつて集まること

により，この世の中にいろいろな物として姿を現わしているわけである。
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　だから，物の成立を元にさかのぼつて考えてみても，そこには神秘な

法則の存在を否定することはできない。

　それからわれらの住むところには春がきて花が咲いたかと思うと，ま

もなく青葉にかわり，秋はもみじ，冬は雪というように，地上のあらゆ

る現象は絶えず変化を示してやまないが，それはただ外観上のことで，

これを本態的に考察すると，すべての現象に際し物質―もつと根本的に

いえばエネルギーはつねに不生不滅で，少なくともエネルギー不滅の法

則に支配されている。

　たとえば人間が生命を保つためにはエネルギーが必要である。それは

どこからとつているかというと，食物からとつている。われわれの食物

には植物性のものと動物性のものとあるが，動物は植物を食べて生きて

いるのであるから，つまりわれわれは直接または間接に植物からエネル

ギーをえているのである。そして植物は葉と根から吸収した養分を合成

するときに，太陽のエネルギーをとつて貯えているのであるから，結局

われわれが体温を保ち運動し，また思考したりしているのは太陽のエネ

ルギーによつているのである。

　それから今日では科学が発達して原子のエネルギーを利用しうるよう

になつたが，これまでの蒸気機関を例にとると，それは石炭のもつエネ

ルギーが一部は熱のエネルギーとなり，一部分が仕事のエネルギーに変

つているのである。そして石炭は古代の植物であるから，やはりそのエ

ネルギーの源は太陽からえたのである。それゆえ太陽のエネルギーによ

つて蒸気機関が動いているわけである。

　また電車が走つているのは，電気のエネルギーが仕事のエネルギーに

変つているので，その電気が水力で起されたのであれば，水のもつてい

たエネルギーが電気のエネルギーに変つたので，その水は雲から来り，

雲は太陽の熱をうけて地上から蒸発した水であるから，つまり太陽のエ

ネルギーによつて電車が動いているわけである。
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　かように，エネルギーには化学的エネルギー，電気的エネルギー，仕

事のエネルギー，熱のエネルギーなどがあつて，いろいろの形に変換し

うるが，その全体の量は少しも減りもしなければ増えもしない。これが

いわゆるエネルギー不滅の法則で，どんなに外観上いろいろな変化をし

たようにみえても，そのエネルギーはつねに不生不滅である。

　それゆえ，地上の物的現象がどんなに移りかわつても，そのいろいろ

の現象や変化は，みな偉大な法則に支配されつつ，ただ外観が変化して

いるのである。

　かようなわけで，自然界は物からなつているのではあるが，自然界の

あらゆる物質は―無生物でも生物でも―すべて法則によつて成立し，み

な法則に支配されながら存在しているのである。また地上のいろいろの

現象や変化というものも，いずれも法則によつて支配されながら起つて

いるということは確かである。

究極を求めて
 

　今日の知識人ならば法則の存在ということをいつて頭にはいらぬ人は

ないであろう。法則の存在はたれ一人疑う者がないはずである。その法

則はいいかえれば無形の偉大な力，神秘なる絶対的の存在で，それは実

に宇宙真理のあらわれである。
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　自然界における法則はまだほんの一部しかわかつていないので，わか

つていないから，われわれは科学という一つの方法によつてこの偉大な

無形の力を部分的に見出そうとつとめているわけである。

　自然科学の目的は真理の探究にあるといわれるが，法則は真理の現わ

れであり，科学の研究はその法則を見出し，かつ一面においてそれを応

用することを努めているのである。つまり自然界には大きな法則が潜在

しており，それを部分的に見出そうと努めているのが自然科学なのであ

る。

　そういう意味からいうと，試験管内におこる反応や顕微鏡の下に展開

される美しい像は，すべて自然界における法則の存在をわれわれに物語

つているのだといいうるであろう。

　道のほとりにころがつている石ころや，一滴の水にしても同じように

ことごとく自然の法則によつて生じ，法則によつて支配されながら存在

しているので，科学的に冷静に考えれば，そういうことは少しも不思議

ではない。

　そしてその法則そのものは も  の ではない。それはもともとから大自然
・ ・

のうちに潜在している偉大なる無形の力であり，神秘なる絶対的の存在

である。

　かように，自然界におけるあらゆる物質，それは生物であつても無生

物であつても，固体でも液体でも気体でも，あらゆるものは，すべて無

形の偉大な力によつてでき，それによつて支配されているのである。

　それであるから，つまり宇宙間のどんな小さなものでも，またそこに

どのような変化が行われたとしても，いつでも無形の偉大な力が宿つて

いるということをしつかりと心のうちにつかむことが最も大切であると

思う。現代人のもつべき世界観の根本はそれで，少なくともそれはわた

くしの自然観であり，わたくしの人生観の根本はそれである。
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　さてわれわれの回りには山もあれば川もあり，いろいろな草や木がお

い茂つている。その中にわれわれは人として生をうけたのである。いい

かえると，われわれ人間は大自然の一部として自然界のうちに生き，大

自然のうちに生命を託しているのである。

　よく文章をかく人が「心はおのずから天地に通じ山河を動かす」など

といつているが，自分といつても，それは大自然の一部分であるから，

考え方によれば天地山河はもともと自分と一体なのである。

　そこで，自分自身もまた自然の一部分であること，そして自然界には

無形の偉大な力が潜在し，自分もその力によつて生れ，その力に支配さ

れながら存在することを心の中にしつかりとつかみ，その所に心をおけ

ばおのずから心のよりどころができてくる。こうして大自然に帰一し，

おのが心を無形の偉大な力に通わせていれば，おのずから心の平静がえ

られるとともに，人生の喜びと力とがあふれ出てくるのである。

　これはおそらく宗教信者が神を信じ，あるいは仏に帰依したときの歓

喜の情に比べられる心境であると思う。

　それであるから，すべての人はぜひとも普段からこのような自然観に

よつて生きるべきであると思う。そうすれば心に落ちつきと力とがある

から，たとえ予期しない事件やいろいろな苦難に出会つたとしても，心

を取り乱さないで身を処していくことができる。

　しかし理屈はそうであつても，実際にそのような心境に達するまでに

は，各人はしずかに自分の心の中でくりかえし，くりかえし，よく考え

てじゆうぶんに心を練らなければならない。それはちようど禅の奥義に

達するためには，いくたびか坐禅をくんで心を鍛える必要があるのと同

様であろう。
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　わたしは坐禅をくんだわけではないが，臨床医として生命の問題につ

いて深く考えぬいた末，それと関連して，ついにこのような自然観を会

得することができたのである。



生　命
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　つぎには生命について考察してみよう。

生命のはじまり
 

　いまより約数十億年の昔に地球が生れた。この太陽をめぐる一つの惑

星である地球の上にいつの世にか生命が芽ばえて，さまざまな生物，巨

大な植物や巨大な動物が，いくたびか栄えてはまた衰えていつた。

　生命とは一体何であるか。

　生命の成立についてはいろいろの説があるが，大局よりみれば自然界

に存する一定の元素物質が適当な条件のもとに組み合わさつて，はじめ

て生命が発生したにちがいない。そこには，ある特別な未知の力がはた

らいているのかも知れないが，生命現象が現われるためには，一定の物

質の組合せが前提となることはいうまでもない。

　生命をやどす有機体にはいろいろな元素が関係しているが，生命の発

生に最も必要な物質はおそらく炭素であろう。そして生命を維持するた

めには酸素がなくてはならず，さらに必要なものは水であつて，水は地

球上において生物の発生するためにも，きわめて重要な役割を果したの

である。

　それでは生命はいつ，どうして地上に姿をあらわしたのであろうか。

　生命の起原についても，多くの学者がいろいろな説を唱えているが，

これを総合すると，無生物から生物ができたという点については大体考

えが一致している。今日では地球上で無生物から新らしい生命を発生す

ることはないが，地球発達のはじめごろには，このような時期があつた

であろうことが想像されるのである。

　くわしい機構は不明であるが，とにかく生命のない物質がある一定の

組合せで集まつて現在の生物に似たような物質ができ上り，その物理化

学的の機構によつて自分で分解し，さらに新らしく物質を付け加えてい

くことができたとすれば，ここに生命のはじまりが出現したわけで，こ

の自らはたらく力をもつた物質の組織が細胞の最初の発生であつたと思
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われる。

　最初の細胞は新らしい物質を吸収して自己に同化することができるよ

うになり，さらに刺激に感応したり，自分と同じものを増殖しうるよう

になつて，初めて一つの生物ができ上つたわけである。このようにして

出現したものは，きわめて簡単なビールスかバクテリアか，あるいはア

メーバなどのような状態であつたのであろう。

　すでに一つの細胞ができ上り，自分の力で活動ができれば，そこには

生命が発生したわけで，かような簡単な生物から長い年月のあいだに一

定の系統的な段階をへて，ついに人類にまで進化したのである。

　それでは原始的な生命から，どのような経路をへて現在の人類のよう

な高等な生命ができ上つたのであろうか。

大自然の動きにつれて生物は進化する
 

　水があり，一定の有機物があり，そして適当な温度が支配したときに，

はじめて地球上に生物が発生した。約 10 億年あまり前の太古，始生代の

後期にできた石灰岩や，それにつづく原生代の岩石の中には，すでに原

始的な海綿状の生物や藻類の残体がみられるというから，地球上におけ

る生命の種子は，はなはだ遠い昔にまかれていたことがわかる。

　こうして時代は約 5億年前の古生代に入り，まずクラゲ・サンゴのよ

うな腔腸動物や，軟体動物，それからエビ・カニなどの節足動物があら
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われ，やがて魚族が出現して彼らは非常に繁殖した。魚族時代には生物

はただ海に住んでいただけであつたが，その後になつて陸生植物が発生

し，石炭紀には巨大な植物が大陸に繁茂して大森林をつくつた。また非

常に大きな昆虫類が著しく繁殖したのもこの時代のことである。

　ついで中生代になると，おもに両棲類や爬虫類が発生してその全盛時

代に入つた。そのころ大きな恐竜などの奇妙な怪物が巨大なシダやソテ

ツなどの植物を背景として陸地に，空中に，あるいは水中に飛躍しあば

れまわつた有様は，博物館に組み立てられたそれらの動物の遺骨からも

想像されるのである。

　中生代の半ばごろには鳥類があらわれた。

　哺乳動物は中生代から少しずつ発生し，始祖鳥よりも以前から存在し

ていたらしいが，ごく原始的な種類に限られ，それにつづく新生代にな

つてから，現在のようないろいろな種類の哺乳動物の先駆者たちがそれ

ぞれ発達したようで，それは今から約 5千万年前のことである。

　地質学上，最も新しい時代は新生代の第 4紀で，およそ 100 万年前に

はじまり，それは氷河時代と現世に区別される。氷河時代には，地球上

のはなはだ広い地域にわたつて，いく回となく氷河のはんらんがくりか

えされ，マンモスやアナグマのような寒帯性の動物が地上に横行してい

た。

　人類もこの期にはじめて地上に出現したのである。

　やがて氷河時代は去つて現世となるにおよび，地上の変動はほぼ鎮静

して気候もふたたび暖かくなり，水陸の分布も現在の状態に落ちついて

きた。これは約 3万年前のことであろうと思われている。

　今日では生物がこのような経路をへて進化してきたことは，もはや疑

いのない事実として認められている。
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　それでは，どのようにして生物が進化したかというと，おそらく遺伝

因子のいろいろな組合せや，それ自身の突然変異などによつてさまざま

の新種ができ，そのうちから自然に淘汰されて適者が生存し，長い年月

のあいだに，ひたすら進化の道をたどつて，ついに今日の状態に達した

のであろう。

　ことに氷河時代は生物の大きな淘汰の時代であつて，この苦難の時期

を通じて生物界はしだいに変化した。人類もまたこの間に厳しい寒さや

野獣から身を守りながら生活の資をさがし，群をなしてさまよいながら

共同して自然とたたかい，その生活を切りひらいていつた。

　こうして今日の地上における人類繁栄の基礎が築かれたのであり，そ

れはたゆみなき努力と敢闘の結果だつたのである。
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微妙なる生命現象
 

　人間のからだはこれを物質という点からみれば，蛋白質や脂肪，含水

炭素，水，塩類などの組合せからできており，それらの成分の集まり方

によつてそれぞれ筋肉や骨などの細胞となり，組織を形成し，胃や腸や，

肺・心臓・脳神経などの器官が構成されている。

　食物を摂取し，それを消化吸収して自分のからだに同化し，一方では

空気中の酸素を吸入して物質を徐々に酸化分解しながらエネルギーを出

して生活をいとなむ有様や，さらに自律神経系や内分泌などによつて体

内の器官相互の連絡調整をはかるなど，その微妙な有様は微に入り細に

わたつて観察すればするほど驚嘆に値しないものはない。

　またわれわれは美しい花を観賞し，楽しい音楽をきくが，よく考えて

みれば，色は光による網膜の刺激が脳の一定の部分に伝達されるときに

おこる感覚であり，音は空中の音波による鼓膜の振動がつたわるための

感覚であると知るとき，その精巧な機構に驚かない者はないであろう。

　さらに人間の精神機能にいたつては一そう驚嘆すべきものがある。

　今日では人間も単細胞動物から進化してきたと信じられているが，現

存する動物と人間とをくらべてみると，胃や腸や心臓・筋肉などは原則

的にほとんど差異がない。ただ非常にちがうのは脳の中枢のはたらきで

ある。

　人間は脳の中枢のはたらきが非常に発達していて，とうてい他の動物

の比ではない。そのうちでも運動をしたり，痛みを感じるということは

大して違いはないが，考える機能は鳥獣と非常にちがう。それが「心」

となつてあらわれる。

　人間の心のはたらき，精神機能！　そこには認識力あり，理解力あり，

注意力あり，記憶力あり，想像力あり，思考力あり，判断力あり，それ

から快，不快，喜び，悲しみ，ないしはあこがれ，悩み，同情などのよ
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うな複雑な感情や情緒，ならびに意志の作用などがある。

　かようなすぐれた驚くべき精神の機能によつて人類の文化が建設され

たのであつて，主として認識の力によつて科学が発達し，意志のはたら

きによつて道徳や法律や経済が生れ，なお感情の方面では宗教や芸術の

発達をみたのである。

生命は尊い自然の贈りものである
 

　かように考えてくると，地上におけるあらゆる存在のうちで人間ほど

よくできているものはない。いわば人間は自然のつくりなせる最高の芸

術である。こんなによく出来ているものは他にはない。自分というもの

が大自然の永遠の流れのうちに一人の人間として生れて生きていること

は，何としても奇しき因縁によるもので，それはすでに非常に感謝すべ

きことなのである。

　生命は尊い自然の贈りものであるということを知つたならば，われわ

れは生命をどこまでも大切にして，一生をできるだけ有意義に過ごさな

ければならないという考えがおこつてくる。また生にたいする感謝の心

があればこそ，親を大切にし，祖先を崇拝する念がわいてくるのである。

だがそれよりも一そう重要なのは若い世代を正しく健やかに成長させる

ことである。
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　さて生命があるためには物質がある組合せによつて集まつていること

が必要で，いいかえると，物質がある一定の組合せをつくつて集まつた

ところにだけ生命という機能があらわれてくる。そしておよそ生あるも

のは必ず死があるので，ある時間を経過すると物質の組合せがくずれ，

生命は失われて物質は自然にかえる。それをわれわれは「死」と名づけ

ている。

　一面からみると，個体は死んでも生命は次の時代に伝わつていく。個

体を構成している大部分の細胞は，ある時間を経過すると物質の組合せ

がくずれて生命の機能を失い，物質は自然にかえるが，一部の細胞だけ

は個体より離れて新たな固体を形づくり，かようにして生命は子から孫

へと伝わつていく。

　一人の人間が生れては自然にかえり，また次の人間が生れては自然に

かえる。このようにして，だんだんに次からつぎへと生命が伝わつてい

るわけで，この代態はちようど波にたとえることができるであろう。水

は自然，個々の波は一人一人の人間と思えばよい。一つの波が生れては

自然にかえり，また次の波ができては自然にかえる。ちようど波にたと

えればよいのである。

　個体の死，それは失くなるのではなくて，ただすがたが変つていくの

である。生命の本態，それはわからない。今のところわからないけれど

も，身体を構成している要素は死によつて決して消えうせるわけではな

い。科学的の経験によると，この世の中で外観はどんなに変つても真に

なくなるということはない。物の外観が変ることはたびたびあるが，そ

の本質において真に失くなつてしまうことはない。

　したがつて，死という現象によつて物質はその組合せがくずれて自然

にかえるとしても，生命を形づくつている要素というものは死後とても

やはり生前と同様に，大自然の神秘な法則によつて支配されながら存在

していると信ずるより外はない。それゆえ，死によつてただその形態が

変化することを考えうるだけである。
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　要するに，一人一人の人間は大自然の永遠の流れのうちに現われた一

つの波であるとしか考えられない。死によつて個体としてのすがたが変

ることは人生における最も悲しいきわみではあるが，しずかに考えてみ

ると，個体を構成する要素は死後とても永遠なる大自然の法則，神秘な

る絶対的の力によつて支配されつつ何らかのすがたで存在するのである

から，われわれは，この無限なる大自然の永遠の流れのうちに自分を託

して安心すべきである。

　そこのところをしずかによく考えよう。そうすれば生命をどこまでも

非常に大切にするが，一面においては死を恐れないという，死生を超越

した安住の境地―無我の境に達することができるのである。

　いうまでもなく人の世は無常である。現実の問題として，この世の中

では近親の死，親の死，兄弟の死，友人の死などに会わない者はほとん

どないであろうが，その際にもこのような死生観に生きておれば，情に

おいて悲しくても再び力強く気をもち直すことができる。また自分が死

に直面しても安んじて帰するが如き態度をたもつことができるのである。

　これまでにわたくしは医師として人間の死という最も深刻な場面にた

びたび出会つたことがある。もちろん治る病人ならばどんなに手をつく

しても治さねばならぬが，どうしても助からぬということもある。その

ようなときに，泰然と落ちつきはらつている人もないではないが，たい

ていの人は，あわててしまつて現実社会への執着がひどくて見るに忍び

ない。

　それはふだんから人生観，ことに生命観というものがしつかりしてい

ないからで，死という問題について静かに考えたことがないためである。

こういう点からしても，ぜひともすべての人は生命ということについて

平素からしつかりした考えをもつていることが必要だと思い，いろいろ

と考えぬいて，その結果ついに前に述べたような死生観に到達したので

ある。
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　そうはいうものの，すべての人に普段からこのような心境に達するこ

とを望むのはおそらく無理であるかも知れない。

　だから，ことに年若い人たちは，むしろ生の喜びを感じて，自分の生

命を最もよく生かそうとつとめることが大切である。



人　間
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　原始人類が地上にあらわれたのは今から百万年も前で，氷河時代のは

じめごろと考えられている。氷河時代も終りに近づいて暖かい気候がお

とずれると，人類は暗いほら穴から明るい野外に解放された。

　それ以来，世代はうつり，生存のための絶え間ない努力をかさねるう

ちに人間の知恵はしだいに発達し，石器時代もいくつかの段階をへて，

およそ 1万 5千年のむかし，いわゆる新石器時代に入つてから家畜を飼

い，耕作して種をまき，農業をいとなみ，また土器をつくる術も発明さ

れた。さらに文化はすすんで銅器時代に入り，ついで鉄器をも用いるよ

うになつた。

　エジプトのナイル河流域や，アジアの西方メソポタミアの平原や，イ

ンドのインダス河流域や，中国黄河の流域に今日の文化のきざしが輝き

だしたのは約 5千年の昔で，それ以来われわれは地球上のいろいろの出

来事や，文化発達の跡をたどることができるのである。

人間は成長しつつある
 

　およそ自然界におけるあらゆる存在―宇宙と生物―はいずれも絶えず

進化しつつあり，それは実に大自然の動きである。なかでも最も顕著な

進歩の跡は人類の文化史にみることができる。人間の歴史をかえりみる

とき，だれでも人類の成長発達をみとめないわけにはいかないであろう。

それは精神の発達，心の進化向上を意味する。

　古代の人類と今日の人間とを比べてみれば，その間に非常な差異のあ

ることは明らかである。古い昔の人間は互に略奪と征服をくりかえし，
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いわばその生活は動物に近かつたのであるが，時代をへるにしたがい，

だんだんにそれから遠ざかつて，科学に，道徳に，法律に，経済に，な

いしは芸術に，人類固有の文化を建設し，しだいに文化人として生活す

るようになつたことは否定できない事実である。

　大局からみれば，人類は絶えず成長発達しつつあることは確かであつ

て，それは大自然の動きである。動物の進化の過程では，いわゆる弱肉

強食，適者生存というようなことがみられたが，人類の進化は心の進化，

真の意味における文化の建設を意味し，文化の建設とはつまり人類全般

の理想の実現に向つて努力することに外ならない。そこに人類の特長が

あるのである。

　それでは人類に共通な理想とは何かというと，それは大体において真・

知・善・愛・美―この 5つに分けて考えることができる。この 5つの理

想の完成に向つて努力するのが人間の特長であり，その尊い所以なので

ある。

　「真」は真理の探究で，いいかえれば，まだわかつていない自然界の

真理を見出そうとつとめることで，それは人間だけしか行つていない。

今日の科学者の努力しているところはそれに属する。

　つぎに「知」とは，何事につけても正しい知識をえようとする努力で

あり，これも人間だけにみられることである。

　「善」とはよい行いをしようとする努力。ただ消極的な道徳家という

のではなく，自ら進んで世のため，社会のため，ひいては全人類のため

に善い行いをしようと努めることで，そういうことは動物にはみられな

い。

　「愛」は隣人にたいするに愛をもつてすることで，これも人類だけに

みられる。隣人にたいする愛は，やがては社会にたいする愛，世の中に

たいする愛となり，人類全般にたいする愛となるのである。
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　ここにいう「美」とは芸術，詳しくは詩歌，ないし絵画，彫刻，音楽

など―そういうものによつて人間生活の内容を豊富にしようとする努力

であり，これもただ人間だけにみられる。

　このような理想の実現に向つて努力するのが人類の尊い特長である。

　しかしながら一面から観察すると，人間も動物である。したがつて動

物に共通な根本性質を 2つもつている。その一つは生命を保持していく

こと，いま一つは種族の繁殖をはかること，これである。生きていくた

めには毎日のパンをえなければならず，また種族の繁栄―それは恋愛，

結婚問題となつてあらわれてくる。

美化された本能
 

　ところが，この動物に共通な 2つの本能的欲望も，人間では非常に美

化され理想化されている。いうなれば，どのような職業に従事する者も，

みなそれぞれの方面で社会のため世の中のために働きながら生活してい

るわけで，明日のパンをえるための努力を社会のため，世の中のための

努力と一致させることができる。

　そういうことは人間だけにしかみられない。動物は他をけとばしても

先にいくが，人間は自分自身のパンをえるための努力を世のため，社会

のため，ひいては全人類の幸福のための努力と一致させる。こうして非
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常に美化され理想化されうるのである。

　つぎに種族の繁殖についても，人間では著しく美化され理想化されて

いる。すなわち人間は結婚生活により子供が生れるという，ただそれだ

けではなくて，夫婦互に相愛し，子女を愛育するうちに，いつの間にか

愛というものの体験ができてくる。

　そしてその愛はやがては隣人にたいする愛となり，世の中にたいする

愛となり，ひろくいえば全人類にたいする愛となるのである。そこで人

間では結婚生活の体験が愛ということの実行を促すことになり，それが

いつの間にか人類の理想の一つである愛ということと一致していくわけ

である。

　それからいま一つ異性をおもう情はやがて芸術の発達を促している。

これは歌などでもそうで，詩歌はもともと異性をおもう情にはじまつた

といわれるが，それは歌ばかりではなく，絵画でも彫刻でも音楽でもみ

な同じことである。

　こうして生物に共通な種族の繁殖をはかる本能がもととなつて現われ

てくる異性をおもう情も，人間ではいつのまにか美化され，理想化され

て「美」という理想に一致してくる。

　人間も一面からみれば動物であるから，動物に共通な生命の保持，種

族の繁栄―この二つの基本性質をそなえているが，動物ではそれが本能

的欲望としてそのまま現われているに反し，人間ではそれに伴つておこ

る行動が非常に美化され理想化されており，ほとんど前に述べた五つの

理想に合致している。あるいは合致させることができる。

　そこにはじめて人間の尊いところがあるので，これが個人としても理

想化された行為をする人ほど真に心の満足がえられる所以なのである。

　かように大局よりみて人間が人類に共通な理想の完成へ向つて努力す

るのは実に大自然の動きであり，無形の偉大なる力の現われである。そ

こでわれわれ人間もまた自然の一部分である以上，すべての人は大自然

の動きに一致して，どこまでも理想の実現に向つて努力しつつ人生の道

を歩むより外に道はない。それが人類に与えられた使命である。
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　したがつてこの理想の完成に向つて絶えず努力をする人こそは真に力

強い人生を送ることができるのであるが，これに反してただ生命の保持，

種族の繁殖という本能がもととなつた行為だけにとらわれていたのでは，

決して力強い一生を送ることのできないのが実際の事実である。

　若いころから人生問題について悩まされていたわたくしは，たまたま

教育の任務をおびるようになつたので，いよいよ解決の必要に迫られた。

そのあいだに，わたくしはあらゆる機会をとらえて，できるだけ広く人

間性を探究し，かつ思考した結果，ついにこのような事実を確信するに

いたつたのである。

　そこで，つぎには人類に共通な理想である真・知・善・愛・美の一つ

一つにつき，順序を変えていま少し考えを進めてみよう。

この世は愛によつて結ばれる
 

　大宇宙のうちに太陽系を生じ，地球が生れ，そして生物が発生して人

類にまで進化し，社会を形づくつて生活している。われわれは，いまこ

こにその一人として地上に生をうけたのである。
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　ところが，どうかして人間が自分のことばかりにとらわれていると，

何でも自己中心になりやすい。そして自分の周囲にあるあらゆるもの，

すべての人間はただ自分のために存在しているかのような錯覚に陥るこ

とがないとは限らない。

　しかし，しずかに考えてみれば，およそ共同生活の基本となるのは人

間相互の愛であり，人生はただ愛によつてのみ融和され動いていくので

ある。

　すでに人間の社会があつて，われわれはその中へ一人の人間として生

れてきたのである。だから，すべての者は個人として生きなければなら

ないと同時に，社会人として生き，そして楽しい愛の世界をつくり出す

ようつとめねばならない。

　今日地上の人類はいろいろな民族や国家に分れてお互にしのぎを削つ

ているが，もともと地上の人類はすべて共同の起原をもち，同じ運命の

もとにおかれている宇宙間における小さな生物学的存在なのである。い

まやわれわれは民族や国家間にわだかまる疑念や反抗心や強欲心などを

いさぎよく捨て去つて，楽しい人類共同の愛の世界をつくり出すべき時

がきたのだ。

　自由を愛し平和を求めるのは人間の最も根本的な心情である。これま

でいく世紀ものあいだ偉大な宗教は人間に愛と善の思想をひろめるため

に努力をつづけてきた。なかでも仏教は慈悲を説いて殺生を禁じ，キリ

ストは「なんじらは敵をも愛さなければならぬ」と教えたのであつた。

　それにもかかわらず，人間はまだ動物性よりぬけきれず，絶えず人類

お互の殺傷をくりかえしている。しかも，もともと欲望の集団的な現わ

れである戦争は最近になつて恐ろしく悲惨なものとなつてきた。しかし

一方では，戦争のあつたたびごとに平和運動のおこるのは，ひとり近代

に限られたわけではなく，最近には戦争が極度に悲惨となるにつれて，

真に世界を一つにして人類の不幸をなくそうという運動が世界的に盛り

上つている。
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　いずれにしても，われわれは全人類のうちに生き，全人類のために生

きているのである。この世の人々がお互に助け合い，お互に救いあい，

また互に補い合い，戒めあいながら，手に手をとつて生きていくことが

できたならば，何という楽しいことであろう。そういう時代がいつかは

くるに違いない。

　われわれは，ようやく人類向上の黎明期に達したばかりである。われ

われの子孫は，いまわれわれの知つているよりも一そう楽しく美しい愛

の世界に住み，真に生の喜びを感受することであろう。

　わたしは叫びたい。「人生は友情であり，愛である」と。

正しい知識から善い行いが生れる
 

　かの印刷術の発明とそれに伴う書物の普及，学校教育の一般化などに

より，人類全般の知識は時代とともに著しく向上しつつある。

　最も古く紙を発明し，かつ木版印刷を経験したのは中国であるが，後

にアラビア人によつてキリスト教諸国に伝えられた。しかし今日のよう

な活字による西洋式の印刷術はドイツのグーテンベルクにより 1440 年

のころに完成されたと伝えられている。印刷術の成功がもたらした直接

の結果として多数の書物が発行され，読書による知識がたちまちのうち

に普及した。
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　一方では，12 世紀から 14 世紀にかけて，パリをはじめイギリスをも

含めた北部ヨーロッパの各地にはつぎつぎに大学が設けられ，学問の発

達に重要な役割を果した。しかし民衆教育がにわかに進んだのは 19 世

紀の後半になつてからであり，それまで読書できる人々と，できない大

衆とに分れていた大きなへだたりは，教育の多少による相違に過ぎない

という程度にまで狭められた。

　今世紀になつてからは教育の進歩はさらに目ざましく，文明のおくれ

た地方でも文盲はしだいになくなつてきた。なお新聞や雑誌が民衆の知

識の向上にどれほど貢献しつつあるかはいうまでもない。

　人間の知識が向上発達するにつれて，政治および社会思想の上にも著

しい変革がもたらされたが，今日では理知的な人々は，科学的に研究さ

れ計画された穏健な社会政策を実現して民衆全体の生活向上を図ろうと

する方向へ向つている。これは一般の知識の向上にともなう当然のなり

ゆきであろう。

　また知識が向上した結果，現代の人々は何事につけても正しい知識に

もとづいて判断したり行動したりしようとする傾向にあるが，今日は一

そうこの傾向を徹底さす必要にせまられている。

　むかしは社会組織が比較的簡単であつたから，善い行いと悪い行いと

の判断はそれほどむずかしくはなかつたであろう。ところが，社会がだ

んだん複雑となるにつれて，ますます善悪の区別が困難になつてくる。

　今日では世のため人のため社会のために善い行いをしよう，あるいは

よい社会をつくり出そうと思っている人々は決して少なくないのである

が，どんなにそう思っても，正しい知識がなければ，かえつて悪い結果

を生む恐れがある。だからこれからは何事につけてもますます正しい知

識というものが非常に必要になつてくる。
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　自分でいくら善い行いだと思っても，正しい知識がなければ動機はよ

くても結果は悪いかも知れない。動機が善くても結果が悪ければ，知識

が足りなかつたか，調査が不充分であつたか，あるいは不注意だつたと

いう点に責任を負わなければならない。動機もよく結果もよくてこそ，

はじめて善い行いといいうるのである。

　それゆえ善行をするにはどうしても正しい知識が必要である。知と善

と両々相まつて，はじめて世のため，社会のため，はた全人類のために

つくすことができるのである。

　よく自分は良心にきいて恥じないというが，しかし良心が真に良心で

あるためには，ふだんから正しい知識によつて養われていなければなら

ない。為すべきことをするための勇気も同情も愛も反省も，つねに正し

い知識によつて準備されなければならない。

　今日たいていの人は他人に親切をつくそうと思うであろう。人に親切

をつくすのはよいが，恩をあだでかえすということわざのように，親切

がかえつて恨みをかうこともないとはいえない。それゆえ，この場合に

もつねに正しい知識が大切であり，よく時と場合に応じて，真にその人

のためになるよう細かい注意をはらうことが肝要である。

　子女をそだて，若い次の世代を育成するために正しい知識の一そう必

要なことはいうまでもない。

　そこで何事につけてもよく調査して，つねに正しい知識を求めよう。

正しい知識こそは実によい思想と行動との母であるのだ。
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自然界における真理の探究
 

　人間は古くより宇宙真理の探究をはじめ，中世には一時沈滞状態にあ

つたが，文芸復興期のころから再び自然の探究をはじめ，ことに 19 世紀

より以後になつて科学はにわかに著しい進展を示しつつ今日におよんで

いる。いまそのあらすじを展望してみよう。

　科学のみなもとはギリシア時代に芽ばえたといつてよい。すでに西紀

前 6世紀には，タレスや，アナキシマンデルとか，ヘラクレイトスのよ

うな人物がいて，これらの人たちはわれわれの生存する世界についての

問題に深い思想的な見解をいだき，この世界の本体は何であるか，それ

はどうしてはじまり，どのようになつていく運命をもつているかなどを

探求していたという。ついで幾何学の定理によつて知られるピタゴラス

や，原子観念を立てたデモクリツスや，医術の父と呼ばれるヒポクラテ

スなどが出たのもこの時代のことである。またプラトンの弟子，アリス

トテレスは古代における知識の最大の集成者といわれる。

　ギリシア時代には学術の分化はまだ十分に行われず，学者はみな同時

に哲学者であつたが，それにつづくアレクサンドリアのいわゆるヘレニ

ズム時代には世界のなりたちや万物の源についての学問ではなく，数学

や天文学・物理学などが研究されるようになり，知識は一そう分析的と

なつた。解剖学および医学もまたこの地にて長足の進歩を示した。
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　このアレクサンドリア期に輩出した学者には，幾何学のユークリッド

や，地球の大きさを計算したエラトステネスや，円錐曲線論を書いたア

ポロニウスのほか，地動説を唱えたアリスタルコス，最初の星図および

星の目録をつくつたヒツパルクス，名高い天文学者プトレマイオス，蒸

気機関の最初の発明者であるヘロンなどがある。ヘロフイロスは最もす

ぐれた当時の解剖学者として人体解剖を行つたといわれる。

　また物体の浮力についての原理によつて知られるアルキメデスは，あ

るとき入浴に際し浴槽の中に身体の浸るにつれて同じ割合に水のあふれ

出る事実に気づいて発見したのであるという。

　ついで5世紀から15世紀にかけて約千年のあいだ欧州の天地はキリス

ト教の普及していた中世と呼ばれる学術の沈滞期に入つたが，やがてル

ネツサンスとともに科学は復興し，今日の科学全盛時代のさきがけとな

つた。

　しかし文芸復興期に入る前，すでに 13 世紀には欧州の天地に知識に

たいするあこがれと，学問への熱望のおこりつつあつたことは見のがす

ことができない。この時代に近代実験科学の父と仰がれたのはイギリス

に生れたロージヤー・ベーコンである。彼はおもに物理学と数学に身を

ささげたが，錬金術の実験室をもつていたため魔術者として非難され，

罪に問われて獄に投じられ，死の約 1年前まで釈放されなかつた。彼は

科学再興史上における最初の殉教者である。

　15 世紀の後半にはイタリアの地に偉大な画家として不朽の名を残し

たレオナルド・ダ・ヴインチがあらわれた。彼はルネツサンスの学者に

ふさわしい多彩な天才の持主で，芸術ばかりでなく，解剖学，工学，力

学および数学の方面にもすぐれた才能を発揮した。
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　科学と芸術とは各々その分野は異つていても，自然現象にたいする心

の働きにおいて互に相通ずるものがあり，科学上の研究のすぐれた構想

には芸術的の態度がたぶんに要望されるのであろう。

　16 世紀のはじめにおける最も著しい科学上の進歩は，地球を宇宙の

中心であると考えていたそれまでの宇宙観に代つて，太陽中心説が確立

されたことである。

　そのころ相ついで現われた天文学者のうち，コペルニクスは観測上の

事実に数学を応用して，今日の天文学の根本概念である地動説を基礎づ

けた。またテイコ・ブラーエは偉大な観測家で，多年にわたつて広い連

続的な観測をおこない，ついでケプラーはティコの残した豊富な観測記

録の研究に 25 ケ年をささげ，ついに惑星の運動に関する有名なケプ

ラーの法則を発見した。それにより「世界は法則によつて支配されてい

る」ということがはじめて立証されたわけである。

　つぎの天文学者ガリレイは，そのころ発明された望遠鏡で天空をくま

なく探して多数の星をみつけ出し，また太陽の黒点をも発見した。彼は

地球は動くというコペルニクスの説を支持していたので，旧教徒にいれ

られず，ローマの宗教裁判により70才の高令で獄舎に投ぜられたことは，

あまりにも有名である。彼は実験により物体の落下運動の法則を発見し

て近代動力学の祖となつただけでなく，その著作は科学としての意味の

ほかに，文章は 17 世紀のイタリア文学が産みだした最も完全なものに属

するという。

　宗教裁判のいま一人の犠牲者はイタリアの情熱的哲学者ブルーノで，

彼はコペルニクス説の註釈を発表し，既成宗教を攻撃したので，7年の

あいだ幽閉されたのち，ついに火あぶりの刑に処せられた。
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　ルネツサンスの後には化学を医学に応用しようとするいわゆる医療化

学派がスイスのパラセルススを中心としてあらわれた。しかし一そう重

要なのは解剖学者ヴエサリウスの人体についての研究で，そののち人体

解剖の研究はイタリアで盛んになつた。またヴエサリウスの新らしい解

剖学をもととして，生理学の領域に近代的な研究方法をきずき上げたの

はイギリスのハーヴエーで，彼により初めて体内の血液は心臓の収縮に

よつて循環することが実証されたのであつた。

　17 世紀にはロンドンその他の地に科学アカデミーが創立され，顕微鏡

学者と呼ばれる一群の学者がつぎつぎに出たのもそのころである。彼ら

は顕微鏡を使つて生物学のいろいろの方面で新らしい知見を開拓した。

そのうち有名なのはイタリアのマルピギーと，オランダのスワンメルダ

ムおよびレーウエンフツクの 3人である。

　マルピギーは新しい分野での熱心な研究のために熱病にかかり，目の

炎症をもおこしたほどであったが，それにもかかわらず

「自分の目の前には

限りない自然の驚異が

それからそれへとくりひろげられ

筆紙につくしがたい

心の喜びを経験した」

といつている。このような心境は自然の探究にたずさわる者のみの経験

するところであろう。
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　当時わが国には江戸時代の前期におけるただ一人の科学者として筑前

の貝原益軒があらわれ，大和本草その他の多くの著作を出した。

　17 世紀の後半にはイギリスに偉人ニュートンが出て万有引力の法則

を発見し，高等数学をはじめた。彼は多くの功績をあげたにも拘わらず，

つねに謙譲なもの静かな一学徒であり，かつて次のようにいつた。

「わたくしは世間が私をどう見るか知らない

しかしわたくし自身には海べで遊びながら

時々なめらかな小石や美しい貝がらを拾つては

うれしがつている子供のように思われる

真理の大海原はきわめられることなく

私の前に横たわつている」と。

　またニュートンは学問を一般哲学（形而上学）と実証哲学（自然科学）

とに区別し，科学は何ら究極的な原因の説明ではなくて，経験した事実

を数学的に述べることであるとした。

　18 世紀には科学はまだ専門の教養あるいは最高の尊敬に値するもの

として一般に認められるまでには至らなかつたが，知識を求める人間の

精神をかりたてて現代につづく科学全盛期に向わせた時代である。

　そのころフランスには，最も輝かしい科学者の一人としてラボアジエ

が出て近代化学の基礎をきずき，またスウエーデンのリンネは最初の有

名な植物学者として，植物の分類に秩序と体系とを与えてその比較研究

をたやすくした。ストックホルムの公園にはいまなおリンネの大きな銅

像が立つている。
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　また忘れてならぬのは英医ジエンナーによる種痘の発見である。それ

は天然痘の流行時に牛の乳をしぼる女が容易にこれにかからないことに

ヒントをえて，20 年のあいだ慎重に事実を観察したのち，はじめて実証

されたのであつた。

　そのころわが国では前野良沢，杉田玄白などがオランダの解剖書を訳

して有名な「解体新書」を刊行した。

　科学が真に実を結びはじめたのは 19 世紀に入つてからであり，この世

紀にはエネルギー恒存の原理が発見され，生物学の分野では進化の概念

が立証されていつた。なおこの世紀の末にはⅩ線およびラジウムの画期

的な発見があり，細菌学の方面でも新しい領域が開拓されて人類の福祉

に貢献することが多大であつた。

　エネルギー不滅の法則の発見は，熱の本性についての考えがもととな

つたもので，その沿革はきわめて興味あるものである。はじめアメリカ

生れのルンフォードは 1800 年のころミュンヘンで大砲の改良について

研究し，砲身に孔をあける作業中に驚くほど多量の熱を発生することか

ら，熱と仕事との間に密接な関係のあることを示した。また政治家で科

学を愛好したフランスのカルノーも熱から仕事をえる方法を数学的に研

究した。

　エネルギー恒存の観念はこうして進められたのであるが，その完成は

おもにドイツのマイヤーとへルムホルツ，およびイギリスのジユールの

功績によるものである。
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　マイヤーは船医としてジャワに渡り，船員に瀉血を行つたときに静脈

血が異常に鮮紅色を帯びているのに心をひかれ，生理的燃焼論から出発

して，熱と仕事とのあいだに一定不変な量的関係のあることを結論する

にいたつた。ジユールは終生醸造家として働くかたわら，熟練した正確

な実験により 40 年のあいだ熱の仕事当量の測定をつづけた。また青年

軍医へルムホルツも，マイヤーと同じく生理学的研究に刺激されて，有

名な論文「力の保存について」を発表したのであつた。

　エネルギー不滅の法則は，いわゆる自然法則のうちで最も確実に証拠

だてられたものであり，その発見は 19 世紀における理論物理学の最大の

成果である。それにも拘わらずジユールの論文にたいしては当時のロン

ドン王立協会が反対し，マイヤーやへルムホルツの論文はそのころの最

高の専門雑誌がまぼろしのような思索であるとしてその掲載を拒んだの

であつた。

　生物学の方面ではチャールス・ダーウインにより進化の概念が進めら

れた。大自然にたいする情熱は彼をして 22 才のとき無給の博物学者とし

てビーグル号に乗船し，約 5年のあいだ南米方面を航海させたのである。

彼は多数の材料と貴重な経験とをもつて帰国したのち，ロンドン郊外の

ダウン村に住居を定めて盛んに動物と植物を飼育栽培し，進化の問題に

ついて実験をかさねた。1859 年には 20 年間の研究の成果である「種の

起原」を出版し，多くの例をあげて進化を証明し，自然淘汰をもつてそ

のおもな原因であるとした。

　ダーウインの態度こそ実にわれわれ自然の探究にたずさわる者の学ぶ

べきことであると思う。1936 年の春わたくしはダーウインの旧居を訪ね

たが，当時の住家がそのまま保存されており，なお彼が初めて植物の生

長にたいする日光の影響を観察したという長屋もそのまま残されて 

いた。
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　この世紀の末には画期的ともいうべき大発見がなされた。すなわちド

イツのレントゲンによるⅩ線の発見は，これにつづいたフランスのべツ

クレルによる放射能，およびポーランド生れのキュリー夫人によるラジ

ウムの発見にみちびき，さらにイギリスのゼーゼータムソンによつて電

子が確認されるためのいとぐちとなつた。そして 19 世紀におけるこれ

らの諸発見は，ことごとく現代科学の発達にたいする予備的発見となつ

たのである。

　なお本世紀には細菌学についても著しい進歩がみられた。フランスの

パストウールは医師ではなく，化学者であつたが，細菌学方面の業績と

伝染病にたいする予防接種をはじめたことにより，実地医学ならびに社

会衛生の上に大きな影響をおよぼした。彼は牛乳やビールなどの低温滅

菌法である，いわゆるパストウール法を考案し，また「かいこ」の微粒

子病の病原体と予防法を発見しただけでなく，後には炭疽病の予防接種

をおこなうことに成功し，つづいて狂犬病の予防の目的をも達した。し

かし彼はこの間に各方面から攻撃をうけ非常な苦難の道をたどつたので

あつた。

　1892 年にパストウールの 70 回の誕生の祝が盛大に催されたとき彼は

立つて一場の演説をこころみたか，最後に青年学徒の一団にむかい声を

はり上けて叫んた。
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「わが青年よ！　安逸なるなかれ

非難攻撃に遇うて失望するなかれ

研究室と図書室の静粛なる平和に生きよ

そして　なんじらまず自ら問え

われは何をなせしか　祖国のために尽すところありしかと

かくてなんじは人類の進歩と繁栄のために

つくしたることを思いうる

無限の幸福を感ずるまで励めよ」と。

何という力強い言葉であろう。

　20 世紀のはじめには物理学上に驚くべき新しい理論があらわれた。

それは相対性理論と量子論の発展とであつたが，その後の興味は量子力

学ならびに原子核の研究に向けられ，ついに原子核の人工的破壊に成功

して原子のもつエネルギーを利用しうるにいたつた。

　医学上では近年における化学療法の発見をあげるべきであろう。

　こうして今日は宇宙真理の探究はますます盛んとなり，自然科学は幾

多の部門に分れてそれぞれの領域における法則の発見につとめている。

　これは自然のいきおいであつて，人間の心の奥底に自然界の真理を探

究しなければやまないという心情が潜んでいるためである。

　学徒としての自分はどうかというと，はじめは心臓についての実験を

行つていたが，1918 年のころアメリカにいたとき，結核問題の重要性に

気づいたので，それ以後はもつぱら体質の転調による治療法の完成を目

指して今日まて努力し，いまもなお研究をつづけている。
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科学はわれわれをどこへ導きつつあるか
 

　天文学者は天体の大きさと構造をさぐり，生物学者は生命の神秘をひ

らき，みなそれぞれの分野において大自然の法則を発見しようとつとめ

ている。今後はますます学者のたゆみなき努力によつて科学は限りなく

進展をつづけ，自然界の真理を明らかにするとともに，一面では発見さ

れた原理は人間生活の実際に応用されて，どこまでも人類の福祉を増進

していくであろう。

　これまでの自然科学は一般にただ物質文明をもたらすものと考えられ

ていたが，それは応用方面だけをみた偏見であつて，いまや宇宙の真理

は科学の力によりつぎつぎにわれわれの目の前に示されつつあるのであ

る。

　くりかえしていうと，自然科学ははじめは物質を研究の対象としてお

こつたのではあるが，しかし科学の発達につれてわれわれは一歩一歩と

宇宙の真理に近づきつつあり，人々は科学にみちびかれて，ついに大自

然の真実の姿に接し，雄大なる大自然のふところにいだかれて限りない

生命の喜びを感じるにいたるであろう。

　かの文芸復興期の前後において，ロージャー・ベーコン，ブルーノ，

ガリレイなどいくたの学者が自然探究のために身命をささげ，また現に

自然の研究にたずさわる者が時に宇宙の微妙な現実に接し，時に自然の

うるわしい調和を感じつつ，いつしか大自然の妙理に心をうたれて歓喜

の情にひたりつつある現実は，よくこの間の消息を物語るものといえよ

う。

　こうして，もともと物質を研究の対象としておこつた自然科学は，た

だ物質的な人類文化の建設をうながすだけでなく，それ自らわれわれ人

類をいつとはなしに宇宙の真理の殿堂へとみちびきつつあり，大自然の

神秘の扉はつぎつぎに開かれて，いまやわれわれ人類を感激的な宗教的

境地へと誘致しつつあるのである。
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　よく自然科学には限界があるといわれるが，それは経験した事実を系

統的に叙述するのが自然科学であると定義されたためである。ところが

事実上，科学は最近になつて本質的に異常な発達をとげ，すでに物質の

領域を脱したかの観がある。そこで今日では経験の背後にひそむ実在を

探究し解明するのが終局の目的であると考えられるようになつた。

　現代の人間の上に襲いかかつている多くの危険や，混乱や災難が過去

の経験以上に甚だしいのは，科学というものによつてえたさまざまの力

を濫用したためである。そしてこれは人々がこれまで，科学の物質的応

用方面だけに心をうばわれて，科学はわれわれ人類を大自然の真理に導

くものであるという科学本来の目的を悟らなかつた結果に外ならないの

である。

　だが人類はまだ若年なのである。人類の歴史を一つの過程としてみる

とき，いいかえれば理想の実現を目指して絶えず向上していく生命の闘

争をみるならば，われわれはやがて科学本来の正しい使命に目ざめて，

必ずや現代の危険を克服していくであろうことを知るのである。
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芸術は人生を楽しくする
 

　人間は自然より与えられた才能をもつて，文学をはじめ絶えず芸術の

創造につとめている。表現の形式は時代とともに変つてはいても，絵画

に，建築に，彫刻に，音楽に―古代から今日にいたるまで絶えず美の完

成への努力をつづけており，こうして人間生活の内容はますます豊富に

なつていく。

　絵画や彫刻のすぐれた作品や，高尚な音楽や，偉大な建築や，美しい

庭園などは，どんなにか人々の心を楽しませ慰めることであろう。

　なお近ごろは，映画や演劇だけでなく，ラジオやテレビによつても社

会生活はしだいに楽しくなつてきた。このようにして人間の感情が洗練

されるにつれ，ますます美しい芸術が生れてくるであろう。

　人々は芸術を愛好し，そしてすぐれた芸術を育てていこうとしている。

　これまで述べたのは，愛・知・善，それから真・美の 5つの立場から

みた有史以来の長い年月にわたる人類全体の動きである。人間の社会は

個人個人が勝手な気まぐれな行動をしているようにみえても，人類全体

としては一定の方向へ向つて動いているのである。

こうしてわれらは現実に生きる
 

　それでは各人が現実にこの世に生きて力強い人生を送るには，どうす

ればよいのか。

　それには前に述べたような自然観と，生命観と，そして人間観とを充

分よく会得して，自分も自然の一部分であること，そして自然界には無

形の偉大な力が潜在し，自分もその力によつて生れ，その力によつて支
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配されながら存在していることをまず心の中にしつかりとつかみ，おの

が心を無形の偉大な力に通わせて大自然の動きに一致し，真・知・善・

愛・美―これら人類に共通な理想の実現に向つて努力する。

　このようにして刻々を過ごしていつたならば，その人の心は絶えず前

途の希望にみたされつつ，最も力強い最も幸福な感謝の一生を送ること

ができるのである。人間はどうしても心をそこにおかなければならない。

かような信念こそは，今後の人々によつて受け入れられることと思う。

　いまの世の中では人間の力で防ぎうるはずの災害もかなり多いが，全

く予期しない突発的の出来事に遭遇することもある。したがつて今日非

常に恵まれた順調な生活を送つている者でも，いつ悲哀のどん底に落ち

ないとも限らない。

　そういう時にもおのが心を自然界に潜在する無形の偉大な力に通わせ

ていれば，自分の心の中に頼るところがあるから，なに，もう一度努力

しようと再び勇気を取りもどして押し切つていくことができる。それで

あるから，この人生観に生きていれば決してくじけることがない。

　すべてこの人生観に生きる者は，自分が人としてこの世に生をうけた

ことを感謝しながら，厳粛にそして朗らかにその日その日を過ごすであ

ろう。

　とかくわれわれ日本人は伝統的に喜怒哀楽を外にあらわさず，忍従と

か，あきらめとかを美徳として，いつも物思いに沈んだような，むつつ

りした表情をよいとする風習があるが，これからはそうではなく，この

人生観によっていつも楽しく朗らかに，人生を明るく生きていくべきで

あると思う。むやみに笑うのは考えものだか，澁い顔よりもほほえみを，

そして時には歌うもよし，踊るのもよいであろう。とにかく，いくら努

力するといつても，時おりは心身のいこいも必要であろうし，またある

程度のユーモアもあつてほしいと思われる。それは人と人との感情の対
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立をいくらかでも和らげるに役立つであろう。

　またこの人生観によつて生きる者は，つねに愛をもつて隣人に接する。

　だから，もし隣人が病んでいる場合には一時も早く治るようにと心の

うちに祈りながら，その純真なうるわしい同情の念は，直ちに手厚い看

護となり，正しい医療となつてあらわれてくる。

　また不幸にも自分が病床について悩んでいるような場合には，それこ

そかえつて内省しつつ心を修練するための好機会であると考えて，あせ

ることなくおもむろに回復の時期を待つであろう。病気とか，不幸な境

遇とか，そういうときにこそ，かえつてまことの人生を知ることができ

るのである。

　また職業の点からいえば，どんな職業に従事する者も，みなこの人生

観によつて生き，それぞれ自己の才能に適した方面で人類に共通な理想

の実現に努力しながら力強い人生を送ることができる。たとえば学者は

真理の探究につとめ，芸術家は美の創造に力をそそぐとすれば，いずれ

の場合にも生活そのものがすでに理想の完成への道に一致しているわけ

であるが，他のどのような職業に従事する者でもみな同じことである。

　たとえば，政治家がこの世界観をもつていれば，最もよい政治を行つ

て一般民衆を真に幸福にしようという情熱に燃えるであろうし，実業家

がこの人生観に生きていれば，自分の事業を通じて心の底から社会のた

めに寄与しようという考えになる。それはいうまでもなく愛であり，善

である。そうなればどんな仕事にたずさわる者も生き甲斐を感じ，労務

者は労務者としての誇りをもつて生きることができる。

　また青年学徒についていえば，将来社会に出て善，愛，ないしは真あ

るいは美という理想の実現に努力しうるために「知」，すなわち正しい

知識をえようと努力しているわけである。

　もとよりわれわれ人間も尊い生命を保持しなければならず，また種族

の繁栄をも計らねばならぬから，すべての欲望を完全に捨ててしまうわ
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けにはいかぬ。ただそれをつねに理想に一致させていけばよいのである。

　いま一つ，ここに忘れてはならぬことがある。それは，われわれは初

めから社会人として生まれてくるのであるが，社会の状態は文化の発展

にともなつてしだいに複雑になる傾向がある。そこで，われわれが社会

の中にあつて生活しながらそれぞれの才能に応じて力強い人生を送ろう

とするならば，社会人としての生き方が非常に大切になる。

　この意味からいうと，できることなら若いころから何か適当な共同生

活を体験することが望ましいと思う。わたくし自身は，学生時代に寄宿

舎生活をしたこと，ボートマンとして，また水泳部員として過ごしたこ

とが，今日までどんなにか役立つているように思われるので ､ここにつ

け加えておく。

住みよい社会をつくり上げよう
 

　もともと良い社会状態では，人々はそれぞれ自分の能力に適した方面

で人類共通の理想の実現に向つて努力しながら力強く楽しい生活を送る
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ことができるはずである。ところが今日の社会は決して完全なものでは

ない。

　ことにわが国は 9千万にも上る人間が山ばかり多い小さな 4つの島に

閉じこめられていて，現実の生活は必ずしも安易ではありえない。

　それゆえ，われわれは自然より与えられた才能を生かして，お互に進

んでよりよい社会，住みよい社会をつくり出すよう絶えず積極的な努力

をつづけねばならない。

　ところが一日も早く解決せらるべき社会政策上の諸問題がただ国内に

あるだけではない。今日のように航空機やラジオが発達した結果は，地

球上の距離が著しく短縮されたので，いろいろの懸案，たとえば貿易や

移民や天然資源の開発などは，ますます国際的に円滑に協定されねばな

らぬようになつてきた。

　そこでわれわれは国際人として，いずれの民族にたいしても劣等感や

優越感をもつことなく，自らの教養を高めて世界の人々から敬愛される

ようになることはもとより大切であるが，しかし真に人類の融合と共同

一致とについての至上の解決をえるためには，何よりもまず人間精神の

根本的改造が絶対に必要である。

　一言にしていえば，われわれ人類は無限なる大自然のうちの小さな一

つの惑星の上に生存しつつ，太陽系における最高の知性として輝かしい

未来を約束されているのである。かような人類共同の概念のもとに地上

の全人類は永遠に融合され，どこまでも平和に統一されていかなければ

ならない。

　そして今後の競争はあらゆる暴力から離脱して，むしろ真・知・善・

愛・美の人類に共通な理想の実現を目ざす努力において現われねばなら

ぬのである。

　今日の世界では社会機構に関して二つのイデオロギーが対立し，かな

り混乱をきわめているが，大局よりみれば，これは人類進化の一つの過

程であつて，世界の人々すべてがこの世界観に生きるようになれば，お

のずから楽しい愛の世界が生れてくるに違いない。
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　それであるから，世の中のすべての人々がこのような世界観をもつよ

うになつたならば，その暁にはこの世の中は社会的にみても，個人的に

みても，あるいはまた物質的にも精神的にも，あらゆる点からみて最も

理想的な状態になるので，いわばこの世は地上の楽園と化するのである。

　一見非常にまわり遠いようにみえて，しかも最も根本的な社会改造の

道はただ一つこの世界観の普及にあると信ずる。それゆえ，わたくし自

身この世界観に生きるとともに，一人でも多くの人がこの人生観・世界

観によつて生きる日の一日も早いことを望んでやまないのである。

　最後に一言つけ加えたい。

　明日の社会は今日の青年によつて形づくられるのである。明日のより

よい社会は今日の青年男女の正しい世界観から生れでるのである。わた

くしは，どこまでも若い人たちと志を同じうして，より良い次の時代の

創造へ，より良い次の社会の建設へと努力をつづけていきたいと切望し

ている。（完）



あ と が き
　1957 年に発行された額田先生の冊子『自然・生命・人間』の復刻版は、
2002 年 6 月、東邦大学付属中・高校創立 40・50 周年記念事業のひとつ
として、同校同窓会会長 川二郎氏を編集代表とし出版されました。こ
の復刻版は、和文・英文の原本を一冊にまとめられたもので、学校法人
東邦大学関係者にとっては、学祖の建学の精神が込められたバイブルと
して、それ以降、広く活用され読まれています。改めてこの学祖の書か
れた『自然・生命・人間』の歴史を辿ってみたところ、本学の前身であ
る帝国女子医専が 1925 年に創立され、その 9 年後 1934 年頃より既に額
田晉先生は「人生観」「世界観」等に関する著書を出しておられ、その後、
数十年に亘り、御自分の人生観・世界観を温められた後、その集大成と
して 1957 年、冊子『自然・生命・人間』を発刊されたのです。私立の
学校法人は、その特性として、独自の建学の精神や教育研究の理念・目
標に基づいて事業を遂行するべく位置づけられていますが、この『自然・
生命・人間』の著書に込められた学祖の建学の精神は、今、自然破壊が
進む時、命の尊さが軽んじられている時、そして人間としての資質が問
われている時、改めてこの 3 つの Key Words の持つ意味の大きさ、深
さに感銘を受けます。この学祖の壮大な世界観は、私達がこの世でいか
に生きるべきかを、数々の普遍的価値のある言葉で導いていただきます。
今こそ学祖の崇高な建学の精神を尊重し、教育・研究・医療を通じ社会
に貢献するとともに、豊かな人間性と均整のとれた知識を有する人材育
成を目指す法人でありたいと決意します。

2019 年 3 月
学校法人東邦大学
理事長　 炭山　嘉伸



　『自然・生命・人間』は、額田晉先生が科学的人生観、世界観を纏
められた著作で、1957 年に発刊されたものです。額田豊、晉ご兄弟は、
社会が成熟し発展するためには女性の社会進出が必須であるとのお考え
から 1925 年に本学の前身である帝国女子医専を設立されました。その
後、晉先生は移りゆく社会状況の中で科学的人生観、自然観、世界観を
思考され、一つの著書として纏められたのが本書です。
　自然の偉大さと素晴らしさを知り、畏敬の念を抱くとともに、自然と
生命は掛け替えのないものであり、これを尊重することの重要性、そし
て人間は自然と生命との共生の中で有形無形の恩恵を受けて生きている 
ことを認識することができます。いま正に原子力を始めとするエネル
ギー問題、ゲノム編集による生物ひいては人間の創造、人工知能・ロ
ボット技術による認識・認知機能の補完から代替など、共生関係に歪が
生じています。本書は学祖の崇高な精神に触れ、我々が如何に生きるべ
きかを見つめ直す機会を与えるものであります。
　本書は復刻版として、2002 年に東邦大学付属中・高等学校の創立
40・50 周年に際して同窓会会長 川二郎氏の発案で、『自然・生命・人
間』とその英訳である『Nature-Life-Man』を学校法人東邦大学と付属中・
高等学校同窓会が共同で発行されました。現在は、法人にて増刷し、教
職員・新入生等関係者に配布しています。志を一にする皆さまと、本書
を道標として、ともに考え、努め、発展し、ともに社会に貢献して行き
たいと思います。

2019 年 3 月
東邦大学
学 長 　高 松　 研



著　者　略　歴
岡山に生れる（1886 ～ 1964 年）

東大医科卒　医学博士・理学博士

帝国女子医学薬学専門学校校長

（兼）同　理学専門学校校長

東邦医科大学学長

東邦大学医学部長

東邦大学学長

額田医学生物学研究所長



自然・生命・人間
NATURE・LIFE・MAN

著作者 額田　晉

発 行 学校法人　東邦大学

発行日 平成 31 年 3 月 31 日

印 刷 一ツ橋印刷株式会社






