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(私の記憶は一寸曖昧であ りますけれども)そ の

のち4、5年 後になってようや く加入したと思い

ます。ユネスコ憲章に現れたこの項 目をみるとき

に、これは統一思想とも合致する部分ではないか

と私には思われるのです。

ところでパール ・バ ックという女流作家がおり

ましたけれども、この女性は1950年 に起きた韓国

動乱のときに生じた数多い孤児をアメリカに連れ

ていって、アメリカの子供のいない夫婦の養子と

して育てるとい う社会事業を積極的に行った人で

あります。そのパール ・バ ック女史が子供たちを

アメリカに連れてゆくために3回 ほど韓国を訪問

したわけですけども、こうい う事業に感謝して新

聞記者がインタビューをしました。「どうしてあ

なたは戦争孤児の救済事業にこんなに積極的、献

身的になるのか」と質問したときに、「戦争が起

これぽ必ず戦争孤児が発生する。これは当然であ

る。私がこの事業をやっているのは単に戦争孤児

がかわいそ うであるというだけではな くして、戦

争 自体に対する憎悪のためである。どのようにし

たら戦争 をな くす ことができるのかという思い

が、戦争孤児を救済する事業に私をかり立てるの

だ」 と答えています。継続して新聞記者が 「女史

におかれましては、この地球上から戦争を完全に

なくすことができると思いますか」 と問 うたとこ

ろ、そのとき女史は非常に明快におっしゃいまし

た。「第三人種の発生こそが戦争をなくすことが

できるのである」と。どういう意味かその新聞記

老はさっぱ りわからなかったと思いますけれど

も、女史は人種差別の壁をなくさなけれぽならな

いとい うことを言おうとしたのだと私は思いまし

た。これらの孤児が白色人種 として生まれている

亀

か、黄色人種 として生まれているか、黒人として

生まれているかは関係なしに、全て神の子である。

そしてこれらの孤児が全て混血になって、黄色人

種でもなく黒人種でもなく白人種でもない別の人

種を作るときに、戦争を解決することができるの

ではないかと答えたのだと思います。

パール'パ ック女史のこの話を聞くときに、私

たちはそれも一つの方法であるということを考え

させ られます。そのような第三の人種がこの地球

上に現れるには、何百年何千年待たなけれぽなら

ないかもわか りません。その他既成のキリス ト教

会や全ての宗教団体でも平和理論を打ち出してお

ります。統一思想におきましても、平和を実現す

るためのいろいろな理論を打ち出しています。問

題を提起 しているだけではなくして、(発表者の

論文の図表にも表されてお りますように)統 一思

想に立脚 した学術運動やその他いろいろなものを

通しての具体的実践をしているわけであります。

既成教会のどの宗教よりも精力的で広範囲な実践

活動をしているのが、この宗教団体であります。

しかし、第三人種がいつこの地球上に到来するか

ということが非常に難 しい未来の問題であると同

様に、この統一思想に密着した集団が地球の歴史

の主流になった場合に、永久の平和が本当に実現

するかということは、私もまだはっきりとはわか

りません。しかし金教授は統一思想のもっている

理論 と実践の優秀性 という点に焦点を合わせて、

論文を発表されたわけであ ります。そこで私はセ

ミナーがあるたびに、その論理がただ繰 り返され

るだけではなく、タイ トルもその内容もますます

深まっていくことを望むわけであります。

Yih-Young　 Chen教 授(台 湾交通大学}(右 端)
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世界平穂 すべての人の願いであ・・だ・・ら 「平和のために」 という合譲 の下では誰でも飯

対するわけにはいかない・今まで行われてき熾 争の多 くが 「平和を守・ため
に」 とい う。難 つ

けて始められたのは・人・の胸の中に常に平和を求めたい心があ
。て泊 分の手で平酪 破、蜴

に立 ・ても常噛 極蜘 坪 秘 守るためだという言い訳を臆 せざ・を得
な、、からである.し 、、

しソ連をはじめ薙 蟻 掴 家勧 を勧
・世界的助 塒 ちはじめてから噂 情、・す。かり変っ

てきたように思わn・ ・共産蟻 都 と・η ・薙 蟻 を広め、共産蟻 を守。。と績 高の善と

され・そ吐 めにはあらゆ・報 を利用す・・と・・許され・翻 とされ・熾 争 も貧困 も
その目的

のための手段 として当然の・ととし剛 用され
、人を肌 裏切る・と哨 然の。ととなる。

反核'平 纏 動は瞭原の火とな・て世界各地へひろ… てい・議 も・棚
できな、、。の反核.

平和醐 力鞠 こよ・て仕鮒 られたかは今さら言 うまでもないが
、・の醐 躁 せられ繕 意蚊

化人は酬 に多いのではなかろ うか・反核 ・平和勘 の繍 ・立。てい・人の中に吻 騨 物

学等の自然科学を敷 ・た人カミ多い・e然 酵 自身の中でさえ酬 分科醐 分化 、調 互の交流が

難しいとされる・まして政治 ・繍 とは縁が うすい・とが多い
.・ の・うな中でマルクス蟻 社会

科靭 取 入 賜 晴 葉躁 せ られて一気販 戦平和翻 にのめり込み
、さらにe、社会の蝉.そ

雌 一呼 和醐 であるかのような纈 ・・陥る自然科学者が多いのではな,、ろうか。
反核'彌 醐 は一9で 言 うならぽ・… の醸 鰍 と・勲 中心とし嫉 産蟻 国家

、。よる
世界繍 こ齪 開 く政治醐 に外ならな… 私たちは共駐 翻 ・よ

。て雌 けられた反核.平 和

運動を逆手にとって真の平和確立のための道を開かねぽならない
。

堺 平和と自然科学との関馳 ・ついて・・議謝 る・とが多いとreib
;}'Lるが、先拍 然科学の目

的'脇 と今後の方離 について毅 なくてはならない.私 自身舶 然科学、齢 鉱物学 とその応

用を轍 し儲 であ・て統…脚 ・ついても・も・と勉強しな肋 ぽいけないと感 じている
.し 、、
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し科学論そのものの根本的な組みかえをしなけれぽならないと痛感している。統一思想を学び、鉱

物学を中心にして最近考えてきたことの一端を次に述べてみたい。

1、 自然科学 と博物学

自然科学は本来 自然界の万物について人間の感覚に直接間接とらえられたものを整理 し理論体系

化したものである。この科学の他の分野の学問との関係、その対象、課題、科学の発生、発展の歴

史、近代社会における位置、使命、方法論、技術との関係など多くの議論の課題となって、多数の

研究者が膨大な著書を出している。また要約した解説書 も少 くないが、その多 くは先ず自然物が存

在し、その中に人間が自然に生まれ、その中から人間が生活に必要な知識として物の中にある法則

性を見出し、さらに自然の中から人間の活動に有用な物を取 り出す技術を発展させる基礎になるも

のという考え方が基本になっている。

自然科学は昭和の初期(1930年 頃)ま では理科または理科学、人によっては自然理学などと呼ば

れた こともあって、その中心は自然界の中の動物、植物、鉱物を主な対象としその観察と記載、描

写をしてこれを総合して博物学 とよんだ。これはNatural　History　(自然史学)の 日本語訳 として

用いられることが多 く、対象は自然の中の動物、植物、鉱物を中心としていた。その後、物理学、

化学の進歩がめざましくなり、理科の中心課題が自然界についての一般原理を追求することに重点

がおかれて自然科学 という言葉が一般化するようになった。理科とか自然科学 とかい う言葉は日本

では明治以来大学の専攻、或は学科 目の分類に用いられてきたことが強い力となってきたことも見

のがせない。自然科学の中tlこは無生物としての地質、地球、天体に関する物を扱 う分野を含むだけ

でな く、数学、心理学のように目に見えない抽象的な分野を扱 う部分をも含む。科学論は日本にお

いては唯物論、或は唯物弁証法の立場から体系づけられ展開されたものが圧倒的に多い。この立場

の議論はマルクス主義 とも密接な関係があって、いわゆる左翼の政治活動ともつながり集団的な組

織力もあって、一応説得力のある体裁をととのえているので、日本の自然科学系分野に大 きな力を

もつにいたっている。これに対する批判的な研究者等はにがにがしく思いながらも多くは孤立 し、

或は自分の専門分野に閉じこもっていわゆる専門バカとなり、他の分野に対する理解力も興味 も持

たないぼかりでなく、自分の専門領域に対する批判を極度におそれきらう傾向があり、いわゆる進

歩派グループに対抗する力をもたない。身近に手にすることのできる科学論は唯物弁証法に基づ く

ものぽかりで、今さらのように新 しく科学論を書き直す必要を痛感する。

自然科学は最近の30年 ～50年 の間に大きな進歩をとげるとともに多数の専門領域毎に細分化し、

特に10～20年 間においては研究者 も急速にふえ、研究装置、季段のめざましい進歩とともに飛躍的

な躍進がみられる。内容の多面化細分化が進むなかでこの総合と学際研究の必要が痛感される。

従来多 くの人々によって打ちたてられたてきた自然史観を見なおし、自然界の万物の本当の姿を

直接詳しく観察しなおして、その中の法則性を検証 しなおす必要があるのではないか と思われる。

私は今まで鉱物学の立場で研究を行ってきたことから鉱物を中心とした物質のあり方をここに考え
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てみたいと思 う。

2、 鉱物学

一般に鉱物学(Mineralogy)で 扱 う鉱物は限定された鉱物を扱 う自然科学
の一分科である。

鉱物の定義は昔から人により立場により様 々に取 り扱われてきた。大きく分けれぽ次のようであ

る。

(1)一 定の化学繊 と内部髄 をもち・他の物質と明瞭な境界面を以て区別され、原販 し撫

機 ・非生物 ・固麗である。岩石の構成単位となるものである。 自然科学では一般原則としてこのよ

うに扱 うことが多い。

(2)地 殻或は岩石の轍 単位 としての鉱物、・の中にはωに示された狭い意味の鋤 のみでなく
、

地下から取 咄 され・地下に含劾 るものすべてをさす.舳 、黙 ガス、地下水等の液体、気体

をも含む。

(3)生 物(動 物、植物)に 対して非生物をすべて含める。風、雷、光などの現象も鉱物 として扱

う。最も広い意味に使われている。この考えは西洋では古代から用いられてきた所で分類分析を得

意とする西洋ではかな り古 くから鉱物を含めて自然物に対する観察と考察がくり返し進められて自

然科学の発達を促してきた。

ここでは鉱物に対し原則としては広い意味に解釈 し、時に応じて最も狭い意味に注意して用いた

いと思、う。

3、 宇宙空間 と物質

自然科学で扱う対象はすべて直接間接人間の感覚に訴えて感知し得るものに限定される。そこで

事物の存在 とその認識についての根本的な基準が確立されない限り真の自然科学の確立はあり得な

いにもかかわらず、多 くの自然科学者は象を撫でる群盲の如く自分の立場で自然を感じ
、判断して

来たといってよいのではないか。従って葦(よ し)の 髄(ず い)か ら天井をのぞ く弊を免れないこ

とが少 くない。それにもかかわらず自然界の事実は莫大な観察によって明らかにされつつある
。こ

の宇宙空間 とその中にある物質について考えてみることにしよう。

宇宙空間という言葉はややあいまいに使われているが太陽系、銀河系を含めてすべての天体を包

みこむ広が りの全体を宇宙(Universe)と い うのに対し、宇宙空間はロケット、人工衛星などで

直接人間がさわってみた り、行ってみたりすることのできる空間(Space)の ことで、一般に考え

られているよりも限定された広がりに用いられる。宇宙空間にある物質は太陽表面のような高温で

ない限 り、直接行って試料を採取し、或は観測機器を送って試料の分析をすることができる。しか

し一方では地球内部のように何でできているかを直接知ることができない部分 もある
。　Ptケット、

宇宙空間探査ロケット、人工衛星などを使 う宇宙科学、スペースサイエンスは人類が自然を解明し

ようとする自然科学としての一面 と、人類の活動の新 しいフロンティアの開発という一面 とがあっ

て、気象衛星、通信 ・資源探査衛星など実用的な宇宙空間(ス ペ～ス)の 活用は既に現実に行われ
、
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「

人間の活動の舞台は着実に広げられてきたといえよう。

宇宙空間の問題は同時にさらに広い宇宙(Universe)の 問題でもあ り、宇宙と宇宙空間は切 り

離して考えることはできない。

宇宙の大きさ広が りはまだ明かにされてはいないが、少 くとも150億光年の空間的広が りをもっ

ていると思われる。光年という単位は光の一年間に進む距離を示す長さの単位で9×10i2㌔ ㍍(九

兆キロメー トル)で ある。地球 と太陽の間の距離1億5千 万㌔㍍を1天 文単位 とすると1光 年は約

6万 天文単位となる。このように大きな空間の中での現象は地上の人間の経験則からは大きく離れ

ることが予想される。1929年 のハッブルtaよ る銀河系内の後退運動の発見、1965年 のペンジアス、

ウィル ソンによるマイクロ波帯での背景輻射の発見などからガモフによるビッグバン説が確立 さ

れ、初期宇宙における全宇宙の状態が議論されてきている。それによると全宇宙即ち現在観測され

ている100億 光年の空間はIOO億 年前には1㌢ 程度の大 きさの中で1028Kと いう超高温度となる。そ

の時の外側は全 く空なるものか、それを測定する物差しは果 してあるのか全く見当がつかない。そ

のような超高温の狭小宇宙は超高エネルギー密度のクオークの状態にあって、それが急速に膨脹を

開始し、同時に温度が下って核子となる。109K程 度まで下った頃にHe、　Dな どの軽元素が合成さ

れるようになる。これまでの時間は当初から1000秒程度と計算される。エネルギーの塊 り状態から

膨脹と温度の降下につれて元素の合成がはじまり、元素の生成反応は徐々に指数関数的に低下する。

百億年後太陽系スパイク現象が現れ、約1億 年の間に激しい元素生成反応がみられる。この時期に

大部分の太陽系内の物質は生成したものと見られる。太陽系スパイク現象が太陽系内に限定される

ものか、他の天体においても絶えず見られるものかは明らかでない。かくして現在地球上で見られ

る元素の大部分が生成すると、時間を同じくして太陽系内の惑星、特に地球等が生成したものと考

えられる。クオーク、核子の状態、というのは地球上の経験からは全く想像できない状態で、数理的

に説明できるに過ぎない。しかし常に単独で存在するのではなく、主体～対象の2群 の間の授受作

用によって新 しいクオーク、核子を生成 し、或はエネルギーとなり、再び核子とな り次第に物質化

してゆくものと説明されよう。物質化したもの(通 常の元素)は 再び集積し、相互に反応すれぽ新

しい元素を形成し、エネルギーを発散し、周辺の環境と元素の性質によってはエネルギーを吸収す

ることになる。

4、 地球の生成

ビッグバンによって原始宇宙から急速な膨脹と原子核、電子の生成、結合により種々の元素の原

子が生成する。元素の生成は指数関数的に減少するのが約100億 年後、太陽系スパイク現象によっ

て短期間ではあるが激しい元素合成反応が起ったものと思われ、この元素合成反応の最終時におけ

る高まりを 「太陽系スパイク」 と呼んでいる。このスパイクの期間は約1億 年とされ、今から約46

億年前 とされる。その結果45億年前には太陽系を構成する元素はすべて生成されたことになる。生

成されたが元素はガスとして宇宙空間に広がったいわゆる星間ガスと呼ぽれるものである。現在の
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太陽の約1.05倍 程度の質量をもつ星間ガスはやがて収縮して中心に太陽ができる。星間 ガスが初期

にはゆっくり回転 し、やがて円板状になる。この原始太陽系星雲は温度が降下 し
、数 ミクロンない

し数 ミリメーFル の微粒子を形成する。微粒子を含んだガス状円板星雲は力学的に不安定となり約

10㌔㍍程度の粒子集団になり分裂する。粒子集団は微惑星と呼ぼれるものと大体同種のものでこれ

が互いに衝突をくり返 して地球、火星のような惑星に発達 していったものと考えられる
。微惑星の

衝突合体の時にその周辺には水素、ヘ リウム、水蒸気のような低温で気体になる元素がとりまいて

いた と思われるが、惑星が小さい時には引力が小さいため、また水星、金星のように太陽に近い時

にはその輻射熱が大きいために雲散霧消してしまう。原始太陽系星雲から地球などの惑星が形成さ

れるまでに要 した時間はほぼ数百万年から数千万年程度 と推定される。現在の地球の年齢は45億年

と推定されているが、これは地上に落下 してきた限石の年齢とも同じものと考え、地球と隈石とは

ほぼ同時期にできたものとして測定された結果45～46億 年となっている
。この年齢は地球 としての

独立の天体が太陽系内に存在し始めた時間と考えてよい。

誕生した当初の地球は全体 としては現在の地球 とほぼ同一の化学組成をもったもの と考えられ

る。即ち限石の集積体と同じような組成であると推定されるが、現在み られるような層構造の形成

については当初からか、地球形成後徐々に進行したかは今直に結論を出すことはできない。

5、 地球の進化成長

地球は上に述べてきたように蘇生誕生の歴史をもっている。原始太陽系という母胎の上に生れて

きたものであるが、誕生後も引き続 きそれ自身の中で生命あるものの如く変化してきたのである
。

地球は他の惑星、隈石などが宇宙空間の中で放射性元素の崩壊を除けぽ、殆んど変化をしていない

もののように思えるのに対 しめざましい変貌を遂げてきている。大気圏の存在、大気圏の中の水、

酸素の生成、海洋の出現、地球表面における気象現象、地球表面における太陽からの放射エネルギー

の受容、地殻の形成、地殻内部における放射性元素による発熱、地殻内部におけるエネルギーの蓄

積と岩石物質の溶触によるマグマの形成、マグマからの火成岩の生成、岩石の風化と風化生成物の

運搬堆積による堆石岩の形成、地殻内部における変成岩の生成 と固い地殻自体も歴史をもって誕生

から成長、崩壊への輪廻をくり返してきた。地球の歴史は単純に物理化学的に偶然の条件の下に偶

然現れたに過 ぎないという意見もある。しか し現在の地球に与えられた条件は極めて巧妙に動植物

の出現を期待 し、その繁殖の上に人類の出現を待ったといえる。地球上の大気と水と、水に含まれ

た鉱物質、適当な気温、水による温度調節作用、太陽熱によるエネルギー等植物の出現に必要な条

件がまずつ くられたといってよい。植物は動物に先行して地球上につ くられ、植物を通 して太陽エ

ネルギーを吸収する動物体がつ くりあげられたといえる。地球は本来鉱物質であるけれども、生命

誕生の基盤であるぽか りでなく、生命を生み出すために必要な物質を供給するものでもある。

6、 地球の構成単位としての鉱物

地球は地球表面に生殖する生物を除いて大部分が鉱物質で構成されている。この鉱物質は約92の
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「

元素から成 り、この約92の 元素は単独でまたは2種 以上の元素が化合物をつ くって集合する。元素

または化合物は低温では固体となるが、一定温度において液体とな り、さらに気体となる。固体状

態の時狭い意味の鉱物 となる。気体は冷却によって液体 となり、さらに固体 となる。すべての物質

を構成する元素は原子の集合体で、この原子はすべて与えられた温度、圧力の下では運動 している。

温度はこの熱運動の程度を示す目盛 りである。気体は原子または分子が直線運動をしているもので

あり、液体は分子または原子が相互に連結しているものである。ただし自由に動き廻ることができ、

相互の関係位置は固定されない。固体においては原子または分子の相互の関係位置は変らない。碁

盤のように升席の中にいれられた人がその升席の中で自由に動き廻ってもその席からはみ出さない

ように各々の原子、分子は限られた範囲内で振動をしている。温度の上昇と共にこの振動空間は広

がる。これが全体として外に現れ熱膨脹となる。

原子または分子が気体或は液体状態から急速な冷却によって相互の関係位置をそのままにして凍

結状態になった時非結晶状態のいわゆるアモルファスになる。アモルファスは規則正しく積み重

なった結晶状態よりも乱雑に積み重なっているためすき間が多く性情も異ることが多い。気体或は

液体の中に多種類の原子或は分子が混合していても特定の原子は特定の原子 ときめられた方向位置

に結びついくゆく。多種類のレン瓦、タイルを積み上げ、張り合せて建造物をつ くり、模様を描き

出すため、きめられた位置にきめられた順序で積み上げ張り合わせてゆくように、原子の積み重な

り方は個 々の原子が意志を持っているかのように挙動する。このようにして特定の原子群は特定の

方式の積み重なりを示し、それが外形に現れて物質の組成により特定の結晶形となって現れる。そ

の条件によっては結晶は特有の外形を示す とは限らないが内部の配置の様式は一定である。原子の

積み重なりは逐次続けられて結晶は成長することになる。結晶成長速度は一般に極めて緩慢で動植

物の成長に比べはるかにおそい。結晶構造は同一種の化学組成ではただ一種類とは限らない。温度、

圧力、雰囲気等の変化によって多種類の結晶構造をとり得る。これはあたかもマスゲームをやって

いる子供が一吹きの笛を合図に瞬間的に隊形をかえるように結晶構造を換えることがある。これを

結晶の転移 とい う。転移は極めて緩慢に行われ地質学的な長期を必要 とすることもある。

7、 鉱物の性質

鉱物は原子分子から構成されている。ここでは狭い意味の鉱物について考えることとする。鉱物

学の立場では鉱物の構成は原子または電子の出入によるイオンまでを扱 う。鉱物は一般に硬いし緻

密である。また結晶を構成する原子またはイオンはきめられた方位に配列して固有の結晶構造をも

つ。原子またはイオンは一定のひろが りをもった空間を占有する。この空間は球状と考えて各々の

原子またはイオンの球の半径が求められている。この空間の中で原子は激しく熱振動を行っている

がその空間の中へは他の原子を寄せつけないし、エネルギーの小さい電磁波(波 長の長い×線、紫

外線、光線、電波等)は 吸収され或は反射され、時には屈折した りする。しかし波長の短い(エ ネ

ルギーの大きい)× 線、ガンマ線は原子の専有空間の中に入り込み、一部は貫通し、一部は原子核
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に酸 卿 さ紋 一ネ・レギ 轍 出する
・・のよう噸 子6・)・1はすき間だらけとL・えよう.肝 の

内部髄 は肝 概 電子によ・て轍 されているカ・、その形瀞 あたかも太陽系の太陽と醒 のよ

うな模型が示 される。

晒 の原子は頑 の綱 ・よ・て醜 の物理化糊 願 を徹 湘 互咽 有の結合徽 を示す
。

従・てそ喋 合である繍 鋤 も鮪 の願 を示す・とになる
.賜 繍 形、硬さ(硬 度)、熱的

性質(熱 膨脹率、溶融温度、分解、解離温度)、光学雌 割 光の髄 鍍 吸収、反射、屈折、散甜 、
融 的鵬(講 率遣 騨 ・醜 率・髄 率)舗 ・雄 醐 ある.鋤 の鮪 の願 を利肌

て材料として棚 する・鮪 の願 は人工鉱枷 ・ついても蹴 され
、AX的 始 成によ。て必歎

鵬 の鋤 をつ く咄 し・材料 として利用する.鉱 物騨 獅 雛 として稠 する。ともあるが、
多鵬 の齢 体として用いる・ともある.同 唾 の編 のみで甑 さ焔 ・ともあるが、大ていの
齢 多観 物喋 合体である・とが多い・天然に多纈 喋 合体 とな。たもの縄 石である.鋤
の願 はこ漉 轍 する肝 の軟 その元素のすべての雛 が秘められていると・・。てもよい.原
子或は分子はあたか臆 志をもつものの亥・く洞 勧 ものは相集

。て編 をつくり成長 してゆ く。

肝 間の結合には共輪 合・・れ 結合・分子結創vand・ ・Waal,結 合)金 属船 の四様式力・

ある・どの齢 によるかは肝 によ・てきまる.多 種類の頑 の肝 がいりまじ。ていても、騙
化の時に購 定の肝 群醐 ・を・結晶化する。　Pt{L」Lた願 搬 つ蔵 間では肝 帽 猷 行われ

ることもある。

結晶格子麟 来綻 の肝 勘 規賑 い ・籟 は るものである耀 稲 納 に異分子撰 肝

がまぎ縄 むことがある・格子の勤 力・乱紅 編 の不完錐 栃 す・と筋 る
.原 子は結購 子

の中で熱嫡 をしていて蔚 間のすき間に雌 の原子が飛碗 む・とがある
.飛 び込んだ原子は格

子内を醐 して・いわゆ砿 散纏 を示す・醐1け 上のにじみである.拡 散によ。て敵 間の化学

反応が進んで新 しい化合物が形成されることもある。

気体液 体状態から酢 繍 への酸 化tr・ともない必ずエネ・レギ の搬 が行お摘
.酢 結晶

の中でも編 離 の献 の変化即ち鰍 ・は常に一ネルギーの搬 が行bkる
.相 の変化は粧 に

可勘 娚 合とづ 触 荊 逆的蜴 合とカ・ある.非 可逆醜 場合原状噸 帰するe.は醗 的姻

り路を必要とする。

温 度 ・ 圧 力 は エ ネ ・レit'一の 謂 態 で あ る・ 物 体 の もつ 温 度
、 圧 加 す べ て そ れ 繍 成 す る肝 をこ

内在 す る 力 に依 存 す る・ 醜 の相 変 化 に は 必 ず エ ネ ・レギ ーの搬 蒲 わ れ る
.逆 にe#、==一ネ,レギ.の

搬 に よ ・て 鵬 ・圧 加 麟 条 件 を毅 、 さ らに は 相変 化 を 髄 す る ・とに な る
。

8、 お わ りに

鋤 の生成姥 えるに当・て・鞭 の生成のはじめ拷 え、纐 の生成は麟 姶 めた太縣 、

さらに蛭 宇宙の創世にさか卿 まり・粧 媚 鮒 学蜘 翻 糸課 から帰紬 に考えら摘 鞍 を

説肌 てきた・まだ粉 調 し耽 ない・と妨 が多いし、麟 な醗 に終る所ヵ・少くない.多 く
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の科学者と観測の研究によって今後次第に解明されてゆく所が少くないと思われる。しかし何故そ

うなるのかという質問には科学者は永久に答える術を知らないであろう。経験的にエネルギーに関

する法則を知 り、自然の変化の方向を予測することはできるが、それは限定された条件の下でのこ

とであって、さらに大きな条件の変化がおこれぽ逆方向もあ り得ることになる。エネルギーの流れ

は正に心情そのもののように思える。神の願い、心情はエネルギーと同じとはいえないにしても相

似たものではなかろうか。時には熱 となり、力となり、電流となり、時には物質とな り、変幻自在

に宇宙に遍在し、万物を創造し、万物を育て、万物を動かす力となっている。鉱物について記する

ことは多いがまた別の機会にしたい。
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福 尾 券 一教 授 に対する

コメント

成均館大学教授

姜 國 煕

私たちは科学時代に生きてい軌 教会を除いて中世の信塒 代の話・・
できない、うに、蹴

し醐 代齢 ずる・とができ納 まど科学購 実醗 展してきました
。

細 の醜 教授の講蹴 は舳 鰭 と自然科学剛 す・・とでござい・すが
、おそらく現代的

な状況の下で宗媚 想の科靴 という必然舳 醐 り扱
。てい・の・蜘 れまぜん.

16～17世 紀に起こ・た科学輪(・ ・・…if・
・R・v・・u・…)… よ。て、中幽 酎 キ,ス,撤 明

はそ旺 座を科学に譲 らざ・畝 なか・たの一6・-S・・た・1・て・ぺ・レ…(・473 -154,)の 太陽

噛 がバィブノ噛 くとい う一言で長・・間一蹴・れてきました・・
、・。一・。(、6、2-、727)、こ

至ってはかえ・て物鋤 にバィブ・レの正当さを立証す・ほど科学
の力が強 くな り、嫌 醇 に隷

属されていた科学は・やがて他のものに先んじて趾 の座に立つ・うにな りま
した.

現代物理学は燗 の精襯 象・でも翻 ・・うとす・酬 ・進入 ・て
い・すから、宗教思想に鉱

物学の原理を結びつけ・うとす・罐 先生の努力は
、非常に高 く瓢 すると。ろであ,軌

科学 とは

中世以前まで臆 学 と科学は不可分の関係⑳ ・に弍 同体であ胤 たが
、科韓 命、,。よ。て

科学と醇 は耀 させ られ ・・うにな・ました
・・たが・て、科学願 ぜ(W、,)の 問題を醇

に譲 胤 て・いかに(・・w)の 問題だけ轍 う・う〃・な。たのです
.。,ス,テ 。ス(, .,.384

～322)吻 体の落ち颯 因に対・て
・その物体の中にあ・霊魂栩 体の棚 βであ、趾 に帰 りた

がるためだと思いました・ ・か し・ガ・・オ(・564-・642)瞳 吻 体、・なぜ落ち、か、.つ、、てで
纈 く・ただそれがいかに落ち… すなわち躰 の鍍 がどの・う

に変わ、かにだけ関心をもっ
ていました。

このよう媚 題を醐 す・ために
・科学は鵬 実験・数謝 齢 を乱 て繊 的蠕 獺 念的

図式(c・nceptuaユ ・ch・m・)を発展 させて行き・す
・・た… て、科学・・1新・、鞍 と齢 。、

っ
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