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ABSTRACT 

Po]icy Science is obvious in its extension line on based upon of decision making Psi-science and the 
behavioral science, but plays on important role in selective the policy science in the future included question 
of theory values。Psi-policy science is region of field grown by second specimens industrial engineering, 
operation research and system analysis. 
 Decision making, system is three component of good spirit・good body force and economic force build up 
reliability。For this reason, we are proposed the mutual relation between good spirit and good body force。
This spirit force is deeply connect with the function of heating or cooling similar with thermo-electric 
converter｡The spirit force is an essential factor to build up the personality by means of retrospection and 
the judgment of good and evil, after a struggle with mind. 
 The consciousness consists of the instinct，the emotion, the wisdom and the reason, and it is evident  
that  action of the good or evil is depended upon by the function. The good action in decision making 
belongs to the region of both compassion and love, the more there is stimulation by them, the more action 
will be good，while if motivated by self-preoccupations, action will  be naturally accompanied with bad 
results. 
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４-1.実践する愛の意思決定、  ４-２.慈悲の実践決定、  ４-３.自己顕示欲の抑制 

５.おわりに     参考文献 

 

1.はじめに 

 科学・一般文化史によると、ピタゴラス(BC580～500）はピタゴラスの定理。転生輪廻の哲学、数学的調和として宇

宙の円運動を説いたことは意思決定の重要な要因である。一方、ソクラテス（ＢC541～475)は、汝自身を知れ。真の

自己は肉体でなく精神である。主体性の発見 弁証法 死は魂と肉体の分離であると説いた。そして、ある説による

と、プラトンのような偉大な弟子の労作によって より高く評価された説もある。この意味において、師弟間は大切な

縁生であると同時に意思決定の重大性を感じられる。 

 意思決定には偉大な精神に立脚して、生存競争の激しい世界を渡る手法に依存しなければならないです。が、

それには、物心両面の調和された原点に戻るべき超科学的なシステムが存在するからである。例えば、有名なニュ

ートン（1642-1727）が「リンゴの落下」によって 万有引力を発見したのも勿論意思決定に際して。凡人では考えら

れない、深い洞察力と精神集中力があったからである。勿論、反省と実践による苦労は、眼には見えないけれども、

同時に、楽しみもあったと思われる。そのように胸底から感情が込み上げて来るものが、自己文化であり、レベルア

ップの第一段階であると確信する。それから大腿四頭筋に与えた神経組織によって、多くのアイデアが続出し、善

悪を問わずに無数の変化する意識が生じるのも、意思決定の要因による結果である。 

 意思決定は眼には見えない安らぎのある気分が爽やかに存在する。それは。心の幸福に連結されるからである。

幸福とは、健全な精神力、健全な肉体力と健全な経済力の三要素からなっている。この三要素から一部が不足す

ると悲しくなり、不安となる。経済力は大波と小波のように。収入と支出の部が激しく変化するプロセスの中で、運と

か。アイデアによっても、また、人間関係の影響によって生じた想念差が存在する。肉体力は精神、魂の乗物（船）

として、１００歳までに破損される原子物体である、精呻力とは 眼に見えない意識の世界をもっている。四次元の世

界であり、交換が不可能な世界でもある。同時に、その力は、意思決定を行う重要な意識であり、人格とか、人間の

価値を評価する重要な因子である。 

自己変革を意思決定に対しては、常に自己を見つめ、自己が歩んだ道のプロセスが、どの過程で、どのような成

果と欠点があったか、同時に、無意識的な行為であったかを考える必要がある。従って自己の意思決定には、本質

や原点を検討する事が必要である。原点とは 大白然の法則、大宇宙の現象と同一であり、人為的に調整が不可

能な要因である。すなわち、他人に嘘を言っても、自分には言えない善なる心があるからである。人間は五官六根

に煩悩されずに、内なる良心から噴出する自己啓発が必要となる。それには 安らぎ、優しさ、責任感等の自己変

革によって可能となる。 

２.熱電変換と自己変革のモデル 
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 熱電変換とは熱電発電となる部分、たとえば、石油ランプによ

って発電作用が行なわれる。すなわち、熱的エネルギーを電気

的エネルギーに変換する。もう一つは 熱雷冷却（加熱）は、電

気的なエネルギーを消費して熱の輸送を行う。（図 1） 

 一部を高温部に、他を低温部に接続すると、両接合部間に温

度差が生じるために熱電回路に熱起電力が生じ、ﾀﾄ部に電流

が流れるためにゼ－ベック効果が生じ熱電流を生じさせる。温

部には負の電荷が集合する。 

 一方。高温接合部には伝導電子を低温度に輸送した後に母体元素や添加不純物のイオンによる陽の電荷が集

合する。そして、最後には 電子の流れは中止されて。平衡を保つことになる。両端の温度差ΔＴが生じ、電圧差△

Ｖも 生じることから その比例係数 αab として、次の式が成立する。 

 

    αａｂ＝⊿V/⊿T・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1）            

  

この加熱現象と反対に、接合部に電流 I を流せば、その電流方向に対して、熱量 Q の吸収が発生する。すなわち、

ペルチェ効果が生じる。 

 

    Πab=Q/I ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（2） 

 

 ここで Πabは、aｂ間に存在するPeltier効果の比例係数である。熱電半導体の加熱や冷却材料の効率を最大限

に評価するためには。一般的に、性能指数 Z（Figure of Merit）として表現される。その最大性能指数の材料を決定

するためには。可能な限り熱起電力係数αと導電率σが大きくなり、反対に 熱伝導率κできる限り小さい材料が

望まれる。 

 

 ｚ＝（αnp・σｎｐ）/κ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（3） 

               

 ここで熱伝導率κは、格子熱伝導率κg と電子熱伝導率κｎ（LσT：ここで、L はローレンス数）の和として説明で

きる。 

 

κ＝κg ＋ κｎ + ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4） 

 

電子熱伝導率κｎは、電子による部分として効果がない。一方、格子による熱伝導率κg は不純物の熱処理によ

って僅かな可能性が影響する。制御困難な領域を格子熱伝によって処理すると、熱電半導体の能率である性能指

数は、向上される。熱電の性能指数は、発電・冷却・加熱の分野を開拓する重大な指数評価になる。ゆえに、人間

の自己変革エネルギーに代用して考察することができる。すなわち、慈悲の要素 C と愛の要素 L およびこの両成分

と異なる自己顕示欲である負の要素（Poiｓｏｎ）×は式 5 のとおりになる。 

図 1.意思決定と加熱か冷却の効果 
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 ｚ＝（αnp・σｎｐ）/κ ＝（慈悲の要素 C・愛の要素 L）/自己顕示欲 X  ・・・・・（5） 

 

 慈悲を大字宙の法則（縦の法則）とすれば。愛はその実践行

為のキャリア（横の法則）となる。しかし、そのキャリァを抵抗し

ている計数がＸ成分となる。世は善と悪との闘争であるように、

分子の成分と分母の成分の占有率によって自己変革のエネ

ルギーに大いなる作用を与える。この意思決定の Feed Back と

考えると図 2 のとおりに表示できる。 

人体には五官六根（眼耳鼻舌身意）が存在し、五体を動かす

重要な役割を果している。役割は大腦の波動に剌激された神経細胞、皮膚細胞や筋肉軸胞等に伝達を与え血管

の中を流動する。大幅の皮質には 約 140 億の細胞がそれぞれの部分で役割の機能を果し、外部の情報をキャッ

チする発信受信の波動をもたらす本能の領域がある。 

 意識はエネルギーで、すなわち粒子集合体の世界である。意識には我々が脳の細胞意識により相互作用の結果

として生じる勘がある。これは普通に考えられる 10％の表面意識と、良

心・胸の心の底から生じる 90％の潜在意識が存在をするからである。  

10％の表面意識作用によって生じた行為が、良心に通じるならば一

方通行で変革エネルギーは生じない。けれども、人生はトレーニング

の場であり、研修・研磨の場である限り、日々の実践と行為に対して、

より向上のために実践する反省が必要となる。反省とは 調和・勇気・

信念をもたらす原動力であるから図３に示す如く、本能・感情・智性・理

性の領域を潜在意識にいかにして同調するかによって決定する。  

図 2 の終着点の良心は、本能の生存権・感情の慈愛および創造行

為の知性をいかなる手法によって、理性を処理するかによって決定す

る領域である。これを図 3 に単純正方形による相互関係をモデル化した。 

 

３.意思決定の科学システムとは 

意思決定科学とは、政策の検討、決定、実施、評価を扱う政策科学の一部である。政策科学を言及する前に。分

新手法の系譜や沿革を記遂する。 

  1920 年代に企業の大型化および生産の合理化を促進する企業管理運動の背景に科学的管理法を F.W.Tayler 

(1856～1915）によって提唱し、その後 Industrial Engineering (IE)発展の基礎となった。ＩＥはせまい範囲の課業能率

向上にあったのに対して、第二次大戦の勃発を機会に、英国の軍事部門では、それに関連した優秀な民問の専門

家学者を兵力運用に参加させて行った新しい分野、すなわち Operations Research (OR)が 19４0 年代により行なわ

れた。ＯＲの分析手法は 数理工学を応用し、待ち行列、最適量の決定として人､物､資金、時間の最適配分および

日常業務に対して、十分な配慮として成果を得たのである。 

 

図 2.意思決定の Feed Back 制御回路 

 

図３.心の断面の単純正方形モデル 
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 1950年代、 第二次大戦後|こなると、ミサイル・戦略機・原爆等の破壊力の大きい兵器が出現すると､ORの手法よ

りも組織的に人材・材料の研究・費用・時間等が必要となった。別言すれば、数学や統計学では解決できない高次

元の領域となった。善悪や良否の面をある目的に、ある意義に比較検討して、総合的に計画、実施と評価するシス

テムを考案した。 

それが米空軍以外の外郭研究機関のランド研究所である。この研究所が、新分析領域として独立したのが Sｙｓ

ｔem Analysis （SA)である。1970 年代になりますと、超理性的な、智性的な手法を用いるために Policy Science 

（PS)という価値の問題を含めた招来の政策選択に到釆する段階になった。すなわち、IE－OR－SＡ－PS のフロー

チャ一卜である。 

 ランド研究所は、各国の識者を迎え、１９７０年春より季刊誌（Policy Science）を発行し、７５年から California  

University、Berkeley 大学院用に季刊誌を出版した。政策超科学は。ここ数年来に将来のためにステップとなる脚

光の分野であった。その提唱者は、19５1 年に政治学者 R.D.Laswell である。1970 年代の E.S.Quade (ランドの前教

学部長）およびイスラエルの Hebrew 大学教授Ｙ.Ｄｒｏr）等である。この提唱者の政策科学は、意思決定科学と行動

科学をベースにして 新しい独自の発展を意図し、超智性的な分野に悟らせ、超合理的な過程を到達せんがため

に自他を生かす戦略戦術の新介野を開柘すべき超科学の分野と信頼性研究の課題が到来している。 

 日本では、ＯＲ学会の政策科学研究部会(筆者所属）が １９74 年に発足し、アンケート調査を行った。その結果と

して、①行動科学と決定科学の総合、②学問の総合化、③価値観の導入にまとめられた。この３項目中の価値観の

導入が支配的になった。これから実証的な研究を行い、人間の幸福や安らぎを規定する要因や法則を研究する学

問の領域で一つの焦点を成し得たと言える。 

 当部会では、取り組むべき問題として；①目標設定方法の開発、②価値測定方法の開発、③環境の予測・評価方

法の開発、④社会的紛争解決ルールの開発、⑤社会指標の作成、⑥政策価値方法の開発、⑨成功･不成功・紛

争要因などの整理について行政管理事務の改善策を纏めることである。価値測定方法の開発としては、ⓐ社会目

標の重要度の変化（長期信用銀行）、ⓑ人間の行動と価値観（ローマクラブ日本チ－ム）、ⓒ生活の質（半ランド研）、

ⓓ生活の質と価値観の相互作用（半ランド研）、ⓔ価値観の因子分析と尺度（青少年研究所）等が分類できる。間

題点としては、１０人１０色というべき価値観をどのように開発するかによって関心が大きい、けれども、衝突を調整す

るための方策が存在すると確信する。  

個人が集団化されて社会、国家を形成するが、国家は個人を無視した方築をとっているけれども、人権問題が大

きくなるにつれて、フィードバックされている。個人たる人間の使命と目的とは、3 点である。 

 

図４.超科学の肉体的と精神的な関係の対する価値観モデル 
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すなわち、ⓐ業というカルマの修正によって良心的な人格形成、ⓑ新しい時代に環境の中で、新しい学習をし、

豊かな丸い人間性を形成、ⓒ混迷と不安から脱出し、解放すべき破壊と闘争がなくなる明るい、さらに、理想的なユ

ートピア形成に一助することにある。そのためには 肉体的な価値と精神的な価値および経済的な価値の独立した

成分の調和が必要である（図４）。この相関関係を無視すれば、超科学への進捗が生じないと確信する。人間は実

践行為の前に意識が同時に働きながら意思決定を行う。肉体的な価値はスポーツや体操等の本能的な要素により

強化される。けれども、精神的な価値は感情・知性・理性・学習・読書・耳眼によって有効度が変化し、貢献度も変

化する。 

 

Ｘ軸に精神的な価値の尺度∮として、個々の成分である V1Cos∮1、V2Cos∮2、V3Cos∮3 の総和を求めるなら

ば、その総和Ｗｘは、式 6 のとおりである。 

Wx=V1 Cos∮1 +V2 Cos∮2 +V3Cos∮3 +……=ΣVnCos∮n …………………………（6） 

となる。ここで Ｖは価値、∮は角度とする。  

同様にして、Y 軸を肉体的な価値の尺度とすれば、その総和Ｗy は、式 7 のとおりである。 

Wy=V1Sin∮1 + V2Sin∮2 + V3Sin∮3 +……=ΣVnSin∮n …………………………（7） 
ここでＷＸである X 軸の合力は、VI､V2、V３の X 分力の和に等しく、Wｙである Y 軸の合力は、VI､V2、V３の分力の

和に等しくなる。その結果としてＷＸと Wｙを合成すれば、総合的な価値観として、次のように書くことができる。すな

わち、 

W=�Wx� �W��=��Σ������� ��� � �Σ������� ���   ……………………………（8） 

 総合的な価値観のベクトルを X と Y 軸、すなわち、精神的な価値観との角∮が存在するから、ＷＸと Wｙの関係か

ら式 9 のようにまめられる。  

tan∮=（Wｙ/ＷＸ） ………………………………………………………………………（9） 
 従って、精神的な価値と肉体的な価値に対して、その貢献度・有効度が定量的に表現できる。これは、一つの研

究方向を示唆することになる。 

 

３-1.生きる本能の管理 

 人間と動物との関係を比

較すれば、共に本能と感情

が存在している。一方、後

天的な経験や学習を超越

して、外囲の変化に対して

行い、統一的な心身の反応

形式により生存されている。

本能の三大欲望とは、両親

や知人の教育なしに、しか

も自然に性欲、食欲や眠欲
図 5.理想的な想念帯のモデル 図 6.非理想的な想念帯のモデル 
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を保有する。これは意思決定が正しい行為をするならば、子孫繁栄・能力向上・義務の発揮・建設の助力・平和・報

恩の行為となるから強いエネルギーの原動力となる（図 5）。  

一方、上述の事項と反対にアンバランスになる行為をするならば、ぐち・衝動的・色欲・名誉・地位・エゴ・独占力・

恐怖心・自分だけ儲けたい・逃避・拒否・破壊・自己保存・自我我欲・殺生を好む・布施や奉仕に欠ける・根気がな

い・直ぐあきる・飲酒食事におぼれると歪んだ性格になるから、周囲の環境を暗くし・思いがけない不安や不幸およ

び心配が到来する確立が多く生じるだろう（図 6）。 

 自動車のガソリンに対応して言うならば、不完全な燃焼を生じていると考えられる意識の世界である。食性本能は、

献身的な母親から生まれると、「オヤと泣く」と同時に、母親の乳房を求めて、誰も教えないのに生きようとして乳を

吸おうとする。食源を与えないと泣きだす。一方、大小便が汚れると泣く時や体調が悪化する時も泣くのである。そ

れは、自己言語の代行として、泣く声の波動によって、食事や体調の調整を行う信号と言える。母や祖母は、子供

の体調をも調査するため大小便の状態や臭気までも確認することが多い。 

 次に睡眠による本能領域を考えるならば、夜になって熟睡をすると体調が良いが、その生理的要求が満足されず

に、何日間も徹夜をすると、人間本来の軌道から離れて分らぬ方向に精神が「ふらつきや浮遊感」とまらなくな

る。自動制御が可能な人は、その正道の軌道に戻し適当な運動や休息により、調整する本能的な機能が備えられ

る。 

 世界各国の人間や動物を見ても、その環境の土質・気候に調和して生存条件を具備している。そのように自然は

無言のままに我々の生きるための全エネルギーを供給しながら生かしているように、調和のとれた本能の意識を制

御するためには、理性・智性や感情の意識と円滑に調整することが肝要である。人類は衣食住が本能的に要求さ

れ、自己の本能的な「エゴ」よリも集団の「エゴ」に発端して、闘争と破壊の戦争が生じる。戦争は、部分的・極地的・

特殊的・全面的に展開する経済的な戦争によって、自己保存的な欲望が生じる昨今である。自分は幸福を願望し、

他人は不幸にする理念よりも自他共に共有する真の安心と、丸く豊かな社命形成に一助できるように念願の想念と

実践行為が超科学への社会を実践する一歩前進となる。 

 弱肉強食という動物を考えると、動物の王者であるライオンは増加せずに、むしろ減少の傾向でみる。彼らは食を

求めて、何日も迷いながら生きる運命がある。動物は、肉体的に満腹になるといかなる物も欲求しない。鳥類も人の

心を楽しませながら、ゆっくりと自分の与えられた環境の中で、満足しながら生きている。花は美しく咲き、我々に美

と安らぎを与えている。人間はどうでしょうか？ それには超科学の信頼性は、自然の姿をよく研究することによって、

一層の発展が可能となる。 

 

３-2.慈悲と愛深き感情の管理 

 感情とは、一般に、感情として、喜・怒・哀・楽・愛 (いとしみ)・憎 (にくしみ)の六情に分類できる。精神医学・心理

学では感情と気分を区別することができる。脳科学的な感情は大脳の表面および脳の深部、身体の密接な相互作

用する。感情と思考や認知は、たとえその人が意識にのぼらせなくても密接に関係し合っている。感情は、安心と

不安、感謝と冷静と焦り、リラックスと緊張 、尊敬、欲望 (意欲) 、恐怖 、勇気、快感・後悔、満足と不

満 、軽蔑と嫉妬、優越感と劣等感、怨みと苦しみ、悲しみ、怒り、諦念 (諦め) 、絶望、憎悪(愛憎)等に

あげられる。  

 別言すれば、自勧車のアクセルに対応する。感情は耳眼舌鼻身意により強く感受されると同時に、心理現象が生
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じやすい要因の領域である。正しい感情の領鍼とは、明るい潜在意識と言えば、受と慈悲の行為である。それは、

第三者の立場で感じられる、信頼、勇気、喜び、感謝、連帯感、調和、協調、反省、奉仕精神、責任感、尊敬等に

関する愛の波動が感情意識として最も優れた良い面である。 

 不安定な黒い表面意識は、中傷、しっと、うらみ、ねたみ、そしり、好き嫌い、非人情、恐怖、ひがみ、不正不満、

不安、不信、不服、自己嫌悪、憎悪、劣等意識となる領域であるから改善すべきである。感情とは、「良薬は口に苦

しの如く」人によって異なる。その異なる程度の相違点は次のようである。すなわち、単純と復路、溥いと深い、同じ

事柄を見聞して、恐怖感を感じる人と感じない人、同じ兄弟として双子として生まれても意見が合わず、他人と合うと

か、内気と外気的で、強気と短気等の点である。それは前世の過程でもあり、この世に生れた環境・教育・習慣にも

大きく影響するのである。 

感情として、直接に感じるのは快か不快、激情、情動、情操等があり、間接には衝動、義理、人情、義務、献身、

感激、感謝、愛、善、美等がある。一方、第三者には全然理解できない、男女間の愛情、親子の愛、義理や義務も

存在する感情意識の領域である。 

単純な感情としては、動物的な行為を行い、怒り、恐れ、幼児の泣き笑い、利害関係の自己保存、喜怒哀楽、う

らみ、ねたみ、嫉妬が存在する。複雑な感情としては、愛善美真が存在し、音楽にも、小説にも・絵画にも・喜び悲

しみ、怒り等の内容が変化する。 

 それは、その内部に内在する波動から生じる「深と浅」の程度が異るからである。人の表面意識や潜在意識が存

在にする領域から噴出する感情が、慈悲と愛の度合いおよび実践行為によって色別できる。 

 本能は出生と同時に存在するけれども感情領域は、幼年時代から芽生えられ、実践行動の原型となる理論や理

屈を超越して、知識人や幼児を問わずに行動するものであり、情熱的に成りやすく、冷却も早い特性がある。それ

は、好きとか嫌いという機能よりも、周囲の影響を受けやすい領域となるからである。 

 人工知能が発達している現代、ロボットにこの感情領域を作ることは不可能である。人は知性と理性をコントロ

ールできるすばらしき感情領域を形成すべき喜怒哀楽の感情もある。心配や恐怖感に接すると心臓が止まりそう

になることもある。さらに、心配が継続すると、食欲がなくなり、体調が衰弱する。まだ、胃喝も衰弱する（表 1)。 
 

表 1.肉体と神経の相互作用 
脳・脊髄組織 細胞組織 

①精神活動、②脳・脊髄神経 ①肉体細胞の運動、②自律神経 
③動物性神経、 ④運動や感覚の作用 ③植物性神経、④胃腸・肝蔵 
⑤嫉妬・嫉視・悲しい・憂う 

⑥笑い・汗・心配 
⑤肺・大腸・鼻・皮息が悪化 
⑥心蔵・小腸・舌・血脈・毛の悪化 

⑦苦悩、⑧怒り・立腹・短期・泣く ⑦肉体の不調和、⑧肝臓・胆・目・筋・爪の悪化 
⑨喜び､思う、根気弱化・躊躇、 
⑩臆病・恐怖心・利己主義 

⑨脾臓・胃・肌･肉舌口・乳の悪化 
⑩腎臓・膀胱・耳・骨・髪の悪化 

 
「胃肝臓」とは、胃と肝蔵の組み合わせの如く、胃が悪化すると、次に、肝臓が悪化されることになることの意味であ

る。それは心配に通じるからである。肝心とは人間のきわめて重要で肝要な部分でもある肝蔵から悪化し、次に心
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臓が悪くなることである。感情の度合によって、血圧も変化する。病気とは「気の病とか」・「精神の病」とも言わざるを

得ないのである。気分の度合いによって７０％以上の病気が生じると医学上の報告がある。それは感情の領域がい

かに大切であるかを物語っている。すなわち、心身医学を否定すると超科学へのアプローチは不可能でなる。 

 

3-3.創造行為たる智性の管理 

 創造行為の智性とは、まず、知的な能力、知覚を素として認識を作る精神的な諸機能である。次には､心という新

しい状況に対して、本能的な方法によらずに適応した課題を解決する性質として要約することができる｡智性は自動

車のハンドルと言える。知性は先生や知人にまって体得した性質の三次元的なファクターである。別言すれば、

90％となる人間の潜在意識が噴出する領城である。すなわち、心や胸から込み上げた性質である。偉大な方は、こ

の領城の作用によって生じる優秀な智慧者となる。ゆえに、知性と智性とは内容的には異なっている。実践によって

体得し、「こうしょうとか」、「あぁしょうとか」思った事柄で、素晴しい成果や効果が出現したのは、守護霊・指導霊によ

る意識の協力であると言える。それは神仏と共通する善なる思念と行為の協力があるからである。知性は他人文化

であれば、智性は自己文化と言える。 

 人類は、自然や宇宙の諸現象が本質的に求明できない事柄が多く、その現象をどのように理解して科学的に立

証するかという時代に到来していると痛感する。知識者は多くの情報からもの事を認識、判断する能力や諸状況に

応じて、操縦する力や判断能力を所有すべきである。科学者、技術者およびそれに関連した各位の御協力によっ

て、この数十年間の間に新幹線・飛行機・ミサイル・原爆、ビデオ・道路・電子工学・自動車・TV・医学等の出現は、

文明の利器であり、智性の産物である。一方、公害と自然破壊による環境や不景気等は表裏一体として、不明の病

気が生じている。アインシュタイシの原爆が平和利用のために貢献したのに、人類破壊や戦争に悪用される決果と

なっている。その逆の効果も生じる領域もある。 

 脳の大きい人は天才と言っているが、必ずしも、そうは言えない。男子は２０歳まで１３５０～１４００ｇと女子は１８歳

まで１２００～１２５０ｇとなっている。ナポレオン（１５００ｇ）・ビスマルク（１８０７ｇ）であるのに、ブンゼン（１２９５ｇ）・カナ

トール（1017ｇ）と言っているから、脳の重量で天才や予知能力者を決定するのは早計である。智性による発明や発

見も、殺人兵器、工場の廃液、大気汚染の副産物である。これを防ぎ、調和と安全、そして平和なユ－トピアを形成

するために、智恵のベクトルを制御しなければならない。そのためには、超科学の一方通行ではなく、その有効性

を探求することである。信頼性管理の反性をなしに遂行することは危険と言わざるを得ない。勿論、信頼性には固

有信頼性と使用信頼裡が区別される。この信頼性を向上さすためには、安全性・保全性という領域の智性も必要と

なる。 

 不安定な知性者になると、知識によって体得したものを全財産と思い違いをし、知らないのに知っているつもり、

出来ないのに出来るつもり、他人の知識を自分の知識として見せることがある。「なまかじり」、「やっているつもり」等

のつもり病気、…したい、…やりたい、…を「たい」の病気が生じるのである。歪んだ性格としては、うぬぼれ・増上

慢・でしゃばり・自分だけが特別・三次元的な欲望・自己卑下・知識や学問の万能主義・ひにくれる・孤独・不信感・

自分の気持ちを知らせない。本音がないことは、協力や調和が欠けるのである。立身出世だけを考え、他人の出世

を喜ばない等になるから、自己修正への研磨が必要となる。 

 表面意識という暗い意識に聞係づけると、本能との関係では義務と責任を果す方向に修正しなければならない。

この領域に理性がなくなると、自己中心的な行動として、色欲・衝動的・自己顕示欲に走ることになる。感情との関
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係では、慈悲と愛があるのに 義理・人情・激動的・感情的・反抗的になると理性の効果はなくなり、動物的な感情を

もたらすだろう。智性との関係では、智慧の宝庫や事柄の追求に重大な領域である。しかし、理性の効果が無視さ

れると、勝敗・論争・議諭・口が軽い・しゃベリが多いので目的のために手段を選ばずに自意識過剰となる。自己を

反省し、平和で豊かな社会を形成する意思決定が必要である。理性がなくなれば腕力の世界になるから理性の領

域は、特に重要視される。苦労した成功者は、経済的に・社公的な地位に自信があるから、自分の意見を通そうと

する。商売上の道理は知っても、医学・科学・技術の社会的な知識を知ろうとしません。時代の加速化に適応した理

性を養成すべきで、超科学に対する意思決定のメリットを検討すべきである。 

 

３-４. 道理判断に対する理性の制御 

理性とは、人間が持つ能力で宇宙・人生をつかさどる基本原理である。善悪・真偽などを正当に判断し、道徳や

義務の意識を自分に与える能力がある。すなわち、電子開閉(はい：ＹＥＳ、いいえ：Ｎｏ)回路と同様な現象である。

理性の悟性は、抽象的思考と弁証法的な思考の能力に分類できる。理性とは、感情や情動、欲求といったものと対

比されることもある。理性とは、合理的な判断に限らず、理性の限界について取り上げられる必要がある。理性とは、

－般的に用いられることを要約すると、まず、概念的な思考の能力である。本能的な要因と、知識的な宝庫および

感情的な領域を超越して、思慮的に運動するエネルギーの能力を有している。 

次には、その自由運動エネルギーは他人の影響に関係なく、当然と恩われる真偽・善悪を区別する超能力のエ

ネルギーである。これは、学問や学力に関係なく、ある程度の年令を経過すれば理解できる。その理由は「宇宙即

我」の大宇宙を循環するプロセスの超自然的な啓示に対して、万物の霊長として主命体を有する人間が、その自然

的なサイクルに同様の認識をもつ自然の光をもっているからである。社会では道徳とか・礼儀を混同しているし、自

我我欲や自己顕示欲のために、理性を理論化しようとすることは危険な考え方である。理性には、人為的に変化さ

せられない絶対的な神理や宇宙的原理を科学的にも証明するようにモデルと理論を考察する時代が到来した。自

然科学的な立場から理性を考えると、①自動車のブレーキである。②自動制御装置のフィードバックである。③交

通道路における信号機とも言える。④船の羅針盤である、⑤最適制御システムの装置であり、⑥フィルタ的な役割

を演ずる。 

 一方、人文・社会科学的な立場から考察すると、①動物や植物にない人類にだけ所有する、特有な意識世界で

ある。②コンピュータ・ミサイル・ロボットにも設定が不可能な意識の領域である。③自然の法則と同様に流れるサイ

クルに従って、逆作用を及ぼす要因と区別させられる。すなわち 物事の道理に判断する能力を所有する部分。④

心の自動制御装置。⑤善悪や明暗を区別し、裁判・審査・判定、反省しながら人格向上に役立つ領域である。別言

すれば、その尺度は慈悲と愛の姿として、信頼・勇気・調和・尊敬や人格をチエックすることが可能となる。また、中

道に沿った感情、本能や知性の調整を有効的に役立つ領城である。人道から変曲されるのを防止するために修正

軌道の意識をもち、潜在意識と表面意識間に存在する想念帯を円滑にする天理の領域を重要視する必要がある。 

 日常生活において、人間の本性として、活動される眼耳口によって進理を判断し人格とか、人間性等の尺道を決

定しようとする。ここでも、正見・正語・正思・正業・正命・正進および正念を行う場合には、必ず、正定という反省が

ある。それは理性という正道から生じる領域であることが理解できる。理性は 1～3 次元に捉われなく、４次元以上の

領域である。すなわち、半導体工学における価電子帯より、ある活性化エネルギーによってフェルミ・レベルを通っ

て伝導体にエレクトロンが上る事と同様である。財産・名誉・異性との煩悩に影響されない純心なものである。 
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 理性が所有する心の領域は 新しき喜びの発見と新しき価値の発見を沢山所有している。その人は すなおに話

し・聞き・見ることによって、考え・念じる事が多く、さらに反省することも早くなり、その体験から気づくことは適確にキ

ャッチし本質を区別するに上達される。理性に不足した本能的な領域は、睡眠・性欲・食欲の歪みを作るからである。

この場合は 常に周囲で第三者の立場を考えずに物質欲・名誉欲・支配欲・独占微・金銭欲にとらわれると色欲の

世界に染色されて、社会の困難を形成する衝動的な人となり、恐怖感に接することが常である。しかしながら、自分

だけは救済されたい、自己顕示欲が増大する意識になる。 

  理性と感情の歪みは義理や人情に押し流される可能柱が強い人に生じるというのは、苦労時代にある人に救助

されて、その恩恵を他人に奉仕するために生じることがある。 

一方、非情な人は、他人に騙され多く、義理や人情が薄く、世の暗黒や無情を感じる領域である。歪みの性格が大

きくなると感情的に、激情的な特性を有する。その結果は肝臓や腎臓の傷害が起り不健全な人間なり病気の入門

者となる。知性と本能における両意識から生じる歪みは、諭争や闘争に重点を置き、勝敗と優劣を決定し、自分が

優秀で、他人を打倒し、他人の活路を防ぐことがある。しかも、多弁で知性的に見せながら、自分の存在価値を認

めさせようとする。一方、第三者はそれを見破っている事を知らないから自惚れや増上慢、自分だけが特別な人に

思い違いをする。すなわち、自介は尊敬されているとか、立派であると自負している。その反面に相対とか、第三者

は、そんなに思っていない要因は多くある。その内なる歪みがある間は周囲も暗くなる。それをチェックする本性が

ある事を認識しなければならない。 

知性と本能の歪みが多い者は、言い別け・ためらい・人を軽視し・損得の計算を知識で計測するだろう。本能・感

情・智性や理性面の歪み者は次のように要約される。①怒りや恐怖威が常に存在し、いらいらしながら悩み続けるこ

とがあるから、五臓六腑は不正常で、円滑なサイクル運動が行われない。②己の心にブレーキが掛けられないため

に、体調が重くなり、つらく苦しみ、不愉快で、思うままに仕事の計画性や実行と反省のプロセスを作られない。③

良くない想念をもつということは、体の周辺にスモッグが遮断されているために、想念の壁を形成されながら消極的

に悲観的に、否定的になり、無気力になるから善のエネルギーによってキャンセルする必要がある。④執着をもつこ

とは重荷を負い登山する人の如く貴重な経験をする。それが人生に貴重な財産なることである。苦の世界で努力す

る事も大切であるけれども、感謝・謙虚・尊敬・調和する努力の姿をもって、安らぎをもった価値ある人生に学びユー

トピア社会形式に一助することが本来の姿であり、超科学や超心理学の入門者になると確信する。 

 

４.愛の意識と自己顕示欲 

４-1. 実践する愛の意思決定 

 愛とは男と女から出発して、人に生きる喜びを与えるものである。古代の先祖で･あるアダムとイブの場合も、男と

女以外はなく、その中間は今も存在せずに一定である。天と地・陰と陽・表と衰・誠と傷・善と悪の中に、男女の調和

が存在し、愛が生じるのである。我々を生かしてくれる大宇宙の法則や自然の動物・植物・鉱物も、我々を生かして

くれる生命源として提供していることも愛である。１秒間に約 200 万トンの石炭量を燃焼させながら、雨・雪・風・熱･

光・電気・磁気等を無料で与えるのも無償の愛ではないでしょうか。我々が小さい時に、献身的な父母の愛の産物

として生まれて、ありとあらゆる苦労をしながら困難を克服し、子ともの大小便を見て健康状態についても誰より先に

心配してくれたのがどなたなんでしょうか？ それは、あなた方の両親でしょう。両親はその給料や奉仕料を請求し
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たでしょうか? 子供の成長を・出世を・健康状態を･心から気にしていたと思います。愛に関しては キリストも語りま

した聖者の哲学である。 

釈尊の縦の光である慈悲が宇宙法則であるならば、その実践行為はキリストの愛である。愛の意思決定および実

践行為は、人問の行為・寛容に扶け合い・補い合いの実行の横の光である。これは横軸の実践行為を表示するも

のであり、人間関係で生かし合う愛の光と言える。 

 実践する愛の姿とは、意思決定に対して項目を説明すれば、自己主張がない・驕りがない・諂いもない・包容力・

許す行為・峻厳・灯台の灯・無恥なる心・思いやり・愛しむ心・情の心・調和・勇気・信念・努力・平和・喜びと悲しみ

に捕らわれない・自己弁護がない・立場がない・報償はない・自我がない・甘えはない・苦と楽がない等について、

人を救済する実践行為である。 

 広辞苑によると、実践する愛とは、①あるものに引き付けられる、②男女問の相手を慕う、③愛撫する、④愛複す

る、⑤キリスト教→神が人類に幸福を与える、他人を兄弟と思って可愛がる事、⑥仏教→師や目上を敬い、真理を

尊ぶ感情は清らかな愛である。これを万人に及ぼす事が想である。⑦受蘭（アイるランド）の略と記述されている。男

女間だけではなく、兄弟・恩師・親子・同期・同窓生・友人・知人・肉体先祖と子孫・動物・植物や鉱物に至るまでの

万生万物にも愛が存在するものである。愛とは、を受けると書述されている如く、心がないとエネルギーの意識がな

く、受けとめられぬ字となり、愛の意味は存在しなくなる。 

 

４-２.慈悲の実践決定 

 慈悲とは 広辞苑によると、①仏教→仏や如来・菩薩が衆生に楽を与える慈、苦を除くと悲という。一説に苦を除く

と慈、楽を与えると悲とする。②慈しみ・憐れみ・情と記述している。意思決定における超科学における苦の四苦八

苦における四苦とは。生苦・老苦・病苦・死苦となりである。八苦とは。愛別離苦（愛人と離れる苦労）・怨僧会苦（い

やな相手と会う苦労）・求不得苦（希望するものが得られない苦労）である。 

五陰とは眼・耳・鼻・舌・身・意である。働きは、見たものが欲しくなり、耳が聞こえる感受作用であ

る。五陰盛苦とは、色薀・受薀・想薀・行薀・識薀である。色薀とは、眼に見えるもの物質・色影で、身体

の物質性である。受薀とは、感覚と単純感情で、刺激を受ける作用の感受作用である。想薀とは、心に浮か

ぶ像で、頭に浮べる作用の 想念作用や表象作用である。行薀とは、衝動的欲求に当たるべき意思､の行動作

用や心理作用である。識薀とは、認識作用と識別作用に区別し、煩悩が強いために生じる苦労の意識作用で

ある。 

広大なる宇宙体は、万生万物の根元として相互作用により、転生輪廻の法則に従っている。万生万物は、広大

無辺な大慈悲で、意識をもって運動している。その意識の中心は心なり、心は慈悲と愛の塊である。慈悲と愛の塊

は、万生万物の至る所に原子核の粒子として存在するからである。その粒子は、原子核により、電子・原子・分子・

物資や在料を構成する最小の単位である。 

 水も自然の法則に従って、冷却すると氷となり、固体の状態で心身を冷やしてくれる。冬には、雪として地上を寒

冷地帯から包囲してくれる。水も、自然の摂理に従って、不平不満を言えずに流れる。水の専門家によると、水質は

３６種あると発表されている。水は植物を育成させ、炭素同和作用をさせて、我々に縁と酸素を供給し、食物を作ら

すことになる。水は三性三態の変化を限りなく円滑に運動し、人体にも約６０～70％を存在させながら循環している。

自転と公転の中に、太陽は地上に無限の熱・光・電磁波を放出している。その影響をうまく吸収と発敢をさせながら 
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その時期に応じて春は花を咲かし、夏は雨を降らせ、冬は雪を降らせるような使命を発揮している。水は高き山より、

せせらぎを通って底辺に流れる。そして蒸発すると雲や雪、地上に降らせる輪廻を行って、集中と分散、結合と分

裂が生じるのである。慈悲は自然の法則であり、ニュートンの運動法則である。 

 運動と力に関して、ニュートンの運働の３法則として、 

第一法則は慣性の法則と呼ばれる。すなわち､「すべての物体は、外力を与えなければ何時までも、等速度運動

を続ける」となっている。人の悪い習慣も反省も、人の指摘がなければそのままに運動することになる。 

 第二法則として、物体の加速度（α）は、それに働く力（Ｆ）に比例し、その質量（ｍ）に反比例する。  

α＝（F/ｍ） または、F=Cmα・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10） 

ごこで、Ｃを定数とすれば、力（Ｆ）は 質量と加速度に比例する。質量が一定とすれば、加速度によって力（Ｆ）は可

変されることが解かる。F=Cmαを絶対単位で表わすと。 

F=（W/g）（ｄ2S/dt2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11） 

または 

F=（W/g）（ｄV/dt2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12） 

ように表示できる。ここで、Ｗは質量・ｍは重量・Ｓは距離・ｔは時間およびＶは速度である。このように質量および

加速度を細分化してみると、その本質がよく理解できる。我々の力は 眼には見えないけれども、ある様子や態度に

よって瞬間的にキャッチすることが可能となる。 

第三法則には「作用と反作用の法則がある。ある仕事に作用すれば、その大ささに等しく、その反対方向に反作

用が生じる」ことを作用と反作用の法則とする。舟の綱引きや玉突きの反発係数、ある欲望のために、生じた心の歪

みと苦しみも、相対運動によって反力を求めることができる。大自然の中に、力の合成と分解・速度と加速度・等加

速度運動・放物運動・回転運動および仕事と動力等の無数な法則があり、その一部分を疑問と追及をし、改善しな

がらユートピア形成に奉仕する意思決定を行う重要性が超科学システムのアプローチである。 

 

４-３.自己顕示欲の抑制 

 自己確立とは、未熟な自分をより高レベルに形成しようとすることである。それには、自分が人格的に人間的に形

成することである。過去を自分の良心という側面から総点検することである。その点検によって精密になると、真の幸

福と安らぎの境地に達する度合へと変化させられる無類の心の財産が得られる。３次元の世界では、自分が生き安

くする願望が働き、安楽に望む心が殆んど発生する。それには金銭欲・地立欲・名誉欲は大切であるが、煩悩化さ

れる傾向が多いのである。安楽と安らぎとは別の内容と考えられる。  

安楽とは、身体的・精神的に苦痛や不安がなく、満足感を得られる状態である。安らぎとは、肉体的な快楽と宴楽、

１～３次元な考え方、物質的に左右されるものと偏理・自己顕示欲・怠慢・肉体保全の本性・闘争と破壊・殺人・肉体

の波長で 10％の表面意識による生活を行い、自己中心的な結果を出す結論者である。精神的緊張や感情から安

らぎとは、安穏・安静・安心・静穏・沈静・平穏・安等である。安らかな状態とは、安泰 ・安静・落着き・平安・平和・平

静・平穏・康寧・無風・長閑さ・静穏等である。平静な気持ちとは、沈着・静穏・落ち着き冷静・平安・平気・平静 ・平

穏等である。心の安らぎを得るには、休息・休養・休暇・静養・安息・安らぎ・心の洗濯・骨休め等がある。  

一方、安らぎとは何でしょう。それは。１～３次元の意識と異なり、４次元以上の世界における魂・精神的な調和の

世界である。すなわち、物質的には見えないけれども ある情報が肉体内に感受される豊かさ、自信にあふれる世
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界が存在している。真我というべき、良心的で豊かな心に関連する安らぎと「ゆとり」とは、東洋の神仏(：西洋の天使）

意識と連結するか、あるいは、僅かに連結するパイプが存在するのである。従って、神仏の意識による守護・指導意

識者の協力があると言える。同時に９０％の潜在意識の波長がかけ橋となる天上の波動を包括される安らぎの状態

と言える。ゆえに、自己顕示欲よりも安らぎのある丸い豊富な人格を形成すればゆとりとなって、自己文化となり他人

の協力によって生きる喜びを与える要因となる。別言すれば、自己顕示欲による意思決定には、世の不安と混迷を

案内する要因となることが分る。 

 

５.おわりに 

 電気的なエネルギーを機械的なエネルギーに相互変換を行うものに発電機および電動機がある。磁束密度Ｂの

磁場内において、長さ L の導体を運動させて、速度Ｖで磁力線をきると誘導作用により起電力ｅが生じる。すなわち、

フレミングの左手の法則が生じる。  

 e = B L V Sｉｎθ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13） 

 これを他の導体を持続して閉回路にして電流意 i を流すと電力 Pe は 

  Pe =e i= B L V i ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（14） 

として計算することができる。自己変革には、反省をすることによって、電流の如く調整する必要がある。 

 運動の方程式として、外部波動の変位Ｘとして、Xm を最大変位とすれば  

 Ｘ＝Xm Sｉｎωｔ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（15）         

となる。ここで、ωは角周波数であり、ｔは時間である。これを一回微分すると、外部波動の速度は 次の通りになる。 

  （ｄX/ｄｔ）=ω Xm（-Cosωt）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（16）  

これを もう一回微分すると 

  （ｄX2/ｄｔ2）＝-Xｍ ω2  Sｉｎωｔ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（17） 

となる。これは外部振動の加速度となる。この二次微分方程式を 整理すると力Ｆは。 

  Ｆ＝ｍ（ｄX2/ｄｔ2）十γ（ｄX/ｄｔ）十τｘ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（18） 

となる。ここで、m は慣性能率、質量、スライダ係数、コイルあるいはコンデンサとして表現される。ニュートンの第二

法則と同様なものである。γは制御定数、制動力、粘性、抵抗係数、ダッシガート、抵抗器である。最後に、τは制

御定数、バネ定数、コンデンサあるいはコイルとして知られている。このように力にも、作用と反作用の係数が働き、

その慣性力と制御力の差異によって異っている。超科学世界にも慣性的な面、制動的な面および制御的な要因を

いかに調整するかによって、本来の機能が果すことになる。それが高次元の信頼性に関連ずると確信する。ゆえに

超科学へのアプローチは 慈愛のパワ-をもつか、あるいは そのアンバランスになる反作用のパワ-をもつかによっ

て自から決定する。 

 ラジオのＦＭ放送が、直接、中波に入ることは不可能であるが、その中間に 同調回路をセットすれば可能となる。

ゆえに広く、豊かで、勇気と信念と努力のパワ-がなければならない。同調回路の役割と同じように。意思決定超科

学システムには、自他を生かす要因を形成しないと、本来の姿と言えないのである。従って、信傾性も向上するので

あると確信する。                   

  (2013 年 12 月 1 日受稿、2014 年 1 月 25 日掲載決定)  
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