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  統一神観と従来の哲学および現代科学との比較研究 

統一思想研究院 

大谷明史 

 

 我々は科学の時代に生きているのであり、今日、人々は科学的に実証されるものならば

真理として受け入れようとするのである。したがって、それぞれ異なる教理をもっている

諸宗教が共通の基盤のもとで対話するための最も効果的な道は、教理を科学的、論理的に

論じることである。もし各宗教がそれぞれの教理に固執して、その絶対性を主張しようと

すれば、宗教間の対立をさらに強めるだけである。そして宗教の調和と統一は決して実現

されないであろう。 

 そのような意味で、この論文は、できる限り神を科学的に説明し、宗教と科学の接点を

探ろうとするものである。そうすることにより、神に関する議論から始まって、宗教間の

対話の広場が形成されることが期待されるのである。 

 

（一） 精神と物質の根源としての神 

 

１ 唯物論、唯心論と二元論 

 

 古代ギリシアにおいて唯物論的な自然哲学が起こった。万物の根源に関して、タレスは

水、アナクシマンドロスはアペイロン、アナクシメネスは空気、ヘラクレイトスは火であ

ると説いた。そしてエンペドクレス（ca.490-430B.C.）は火、水、土、空気の四元素から

成るという四元素説を説いた。さらにデモクリトスは、それ以上分割することのできない

根本的な粒子である「原子」の離合集散によって万物はできていると説いた。 ピュタゴ

ラス（ca.570-496B.C.）は変化する事物の世界の中で数的関係は不変であることに注目し、

「数」こそ根源的なものであると考えた。「数」とは物質に一定の秩序を与える法則または

型であった 

 プラトンは（427-347B.C.）万物を構成する物質をコ－ラ（質）であるとしたが、それは

アナクシマンドロスのいうアペイロン（無限定なもの）と同じであった。しかし全く形の

ない無限定な質料からいかにして形と性質のある万物が生じるのであろうか。そこでプラ

トンは事物をして事物たらしめるところのものとしてイデアまたは形相（エイドス）を考

えた。イデアは非物質的な存在であり、イデアがコ－ラに刻印することによって万物が生

じたというのである。 

 プラトンのイデア（形相）と質料の二元論をさらに展開したのがアリストテレス

(384-322B.C.)であった。アリストテレスによれば、実体は形相（エイドス ）と質料（ヒ

ュレー）からなっている。形相とは、実体をしてまさにそのものたらしめている本質をい

い、質料は実体を作っている素材をいう。形相と質料を究極までさかのぼれば、「純粋形相」
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（第一形相）と「第一質料」に達する。純粋形相がすなわち神であるが、それは質料のな

い純粋な活動であって思惟そのものにほかならない。したがって神は「純粋な思惟」、また

は「思惟の思惟」（ノエシス・ノエセオ－ス）であるとされた。そして第一質料は神から独

立したものとされた。つまり宇宙の根源には精神的な存在（神）と物質的な存在があると

いうのである。アリストテレスの本体論は二元論であった。 

 ロ－マ時代の新プラトン学派の祖であるプロティノス（ca．２０４－２７０）は神を「一

者」と呼び、一元論の立場をとった。そして完全なる神から世界が流出してくるといい、

流出において神から次第に遠ざかるに従って、精神、霊魂、物質というようにしだいに神

の持つ完全性を失ってゆくと考えた。最下の段階の物質は最も不完全なものとされた。  

中世に至り、スコラ哲学を大成したトマス・アクィナス（1225-74 ）はアリストテレス

の思想を取り入れて、同様に、純粋形相または思惟の思惟を神とした。しかし神は一切の

創造主であると見る立場から、神から独立した第一質料を認めることはできず、それを否

定した。そしてアウグスチヌス（354-430 ）と同様に、神は無から世界を創造したと主張

した。神は質料をも含めた一切のものの創造主であり、しかも神には質料的要素はないの

だから、「無からの創造」（creatio ex nihilo ）を主張せざるをえなかったのである。唯

心論の立場の一元論であった。 

 ギリシア時代において、宇宙の根源に純粋形相だけでなく、第一質料を認めたことは、

アリストテレスが哲学者でありながら科学者でもあったように、自然科学に積極的意義を

認めるものであった。しかし中世に至り、宇宙の根源から質料的要素を排除したキリスト

教のもとで、自然科学の発達の道は閉ざされた。「戸外に出るな、あなた自身のうちに戻れ、

人間の内面にこそ、真理は存在する」というアウグスティヌスの言葉や、「星の研究をすれ

ば、おそらく、天にまします神に無関心になるだろう」という教父たちの言葉に示される

ように、自然現象そのものの研究にたいしては何ら積極的意義を認めなかったからである。

また無から物質が生じるという教義は、宇宙はエネルギ－から造られたとする現代科学の

立場には受け入れがたい主張となった。 

 ルネッサンス期の哲学者ジョルダ－ノ・ブル－ノ（1529-97）は神を「宇宙的な形相と質

料の絶対的同一者」と解釈し、神に質料的要素を認めた。ところがブル－ノは自然から離

れた超越的な存在としての神を否定し、神は自然に内在するとして汎神論的世界観を主張

したために、異端とされ焚刑に処された。しかしながら彼は、神と自然の断絶を埋めたの

であり、自然の中に神を探求することができる道を開いたのであった。 

 近世に至りデカルト（1596-1650 ）は神と精神と物体（物質）を三つの実体であるとし

た。究極的には神が唯一の実体であるが、被造世界においては、精神と物体はそれぞれ神

に依存しながらも、相互には全く独立した実体であるとして、二元論を主張した。その結

果、精神と物体はいかにして相互作用をするのか、その説明が困難になってしまった。デ

カルトの二元論を受け継いだゲ－リンクス（1624-69 ）は、相互に独立した異質なる精神

と身体の間に、どのようにして相互作用ができるかという問題を解決するために、神が両
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者の間の媒介をしていると説明した。すなわち精神か身体の一方に起こる運動をきっかけ

として、それに対応する運動を神が他方にも生じせしめるというのである。これが機会原

因論であった。しかしこれは方便的な説明にすぎず、今日では全く顧りみられないものと

なっている。精神と物質を全く異質な存在であると捉えたところにデカルトの問題があっ

たのである。 

 スピノザ（1632-1677）はデカルトの哲学の難点を克服しようとして、思惟と延長は神の

有する属性にすぎないとした。そして、すべてのものは神の外に独立に存在するのではな

く、神によって生ぜしめられ神のうちに存在するとして「神即自然」という汎神論を提示

した。スピノザにおいて、創造主としての神が姿を消してしまった。 

 デカルト、スピノザの合理論の立場を受け継いだのがライプニッツ（1646-1716）である

が、彼によれば実体はもはやそれ以上分割されないもの、単一なるものであり、それをモ

ナド（単子）と呼んだ。一つ一つのモナドは宇宙を反映する「宇宙の生ける鏡」であるが、

モナドには次の四つの段階があるとした。第一がほとんど無意識な状態のモナド（眠れる

モナド）、第二が生命のモナド（夢見るモナド）、第三が悟性のモナド（精神のモナド）、第

四が最高のモナドである神である。デカルトもライプニッツも唯心論の立場であった。 

 経験論者のロック（1632-1704）は認識がいかに確実なものであるかを論じて、神と精神

の存在は確実であるが、物体の存在は確実ではないとした。経験論をさらに押し進めたヒ

ュ－ム（1711-1776）は、物体という実体の存在を疑い、さらには精神という実体の存在を

も疑い、あるのはただ物体や精神の実体に対する「観念の束」にすぎないとした。当然な

がら、そこには神の存在はなかった。 

 合理論と経験論を統一したとされるカント（1724-1804）は物質からなる現象界の背後に

精神的な悟性界があるといい、それを「物自体」の世界とも呼んだ。カントにおいて神は

認識の対象になりえず、ただ「要請」される存在にすぎないとした。 

 カント哲学の流れをうけたシェリング（1775-1854）は、絶対者は完全な無差別であり、

絶対的同一性であると考えた。そして精神と物質は相互に全く質的に異なるものではなく、

量的に異なるだけであるとした。すなわち、精神の中にも自然的要素が存在するが、ただ

精神的要素の方が優勢なのであり、自然の中にも精神的要素が存在するが、ただ自然的要

素が優勢なだけだというのである。 

 ヘ－ゲル（1770-1831）はシェリングのいう絶対的同一性の絶対者を批判し、真の絶対者

はあらゆる差別を含んだ同一者であるとして、絶対者は静止的なものではなく動的・発展

的なものであると考えた。神の中で思考（ロゴス）が正と反の対立を合として止揚すると

いう形式で発展し、それが自然界の発展を導き、さらには人間社会の発展を導いていると

いうのである。 

 フォイエルバッハ（1804-72）は始めヘ－ゲル哲学に心酔していたが、やがて神から一切

を説明しようとする立場に反旗をひるがえした。彼は、神とは人間が自己の本質（類的本

質）を理想化し、対象化した物にすぎないと主張した。神が人間をつくったのではなくて、
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人間が神をつくりあげたのであり、存在するのは肉体としての、感性的な人間のみである

と主張した。 

 フォイエルバッハの無神論を弁証法的に仕上げたのがマルクス（1818-83）であった。ヘ

－ゲルのように世界の背後でロゴスが弁証法的に自己発展しているのではなく、存在して

いるのは物質のみであり、物質が正と反の対立物の闘争によって発展していると主張した

のである。 

 ヘ－ゲルの哲学においては、なぜロゴス（または概念）がひとりでに自己発展するのか

という難点があった。それはテュ－ビンゲン大学総長のリュ－メリンの「君が何もしない

のに概念は君の頭の中でひとりでに動くかね？」という言葉にいみじくも表されている。

またマルクスのいうような、物質における対立物の闘争も全く事実と合わないし、精神の

存在を説明することができない、 

 このように宇宙の根源にたいして、物質のみが根源的存在であるとする唯物論にも、精

神のみが根源的存在であるとする唯心論にも、また精神と物質の両者を根源者存在とする

二元論にも、いずれにも問題点があったのである。ここに精神と物質にたいする新し観念

が求められるのである。 

 以上論じた従来の哲学における精神と物質の本体論の歩みを次に論ずる統一思想の立場

も入れてまとめると図１のようになる 

 

 

２ 新しい精神・物質観 

 

 統一思想の主張する神は「本性相と本形状の二性性相の中和的主体としてすべての存在

界の第一原因」である。本性相とは、被造物の無形なる、機能的な、精神的な要素の根本

的な原因となるものであり、本形状とは、被造物の有形なる、物質的要素の根本的な原因

となるものである。神が「本性相と本形状の二性性相の中和的主体」であるとは、神は本

性相と本形状という二つの属性をもつ存在でありながら、神において本性相と本形状は分

離されているのではなく、一つになっているということである。 

 唯物論においては、いかにして形と本質をもった万物が生じるか説明できなかった。唯

心論においては、宇宙を形成する材料としての物質がいかにしてしょうじるか合理的に説

明できなかった。二元論においては、アリストテレスのように絶対者としての神を認めな

がら、神と独立した物質世界を認めるという難点があった。あるにはデカルトのように精

神と物質の相互作用が分理的に説明できないという難点があった。またブル－ノやシエリ

ングのように、神を絶対的同一性として提えると、そこからいかにして精神と物質が生じ

るのか説明ができないという難点があった。 

 それに対して神を「本性相と本形状の二性性相の中和的主体」であるととらえる統一思

想において、これらの難点がすべて克服されているのである。本性相と本形状の授受作用
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を通じて神は宇宙と万物を創造されたのである。また神において二性性相であるから、精

神か物質が生じるのであり、精神と物質は相互に作用するようになっているのである。ま

た神は二性性相でありながら、中和的主体であるから、神において精神と物質が対立して

いるのではなく、神は精神的側面と物質的側面という二つの属性をもつ、唯一的な存在な

のである。 

 統一思想から見るとき、神の性相にはさらに内的性相と内的形状という二つの側面があ

る。内的性相とは心の中の知情意の機能であり、内的形状とは、心の中の形の要素といて

観念、概念、法則、（原則）、数理などをいう。したがって神の性相（心）は、内的性相と

内的形状の授受作用によって営まれているのであり、そのとき授受作用の中心になってい

るのは内的性相（知情意の核心をなす心情または愛）である。 

 ヘ－ゲルは概念またはロゴスがそれは体で神であると考えて、概念の弁証法的な自己発

展について説明した。しかし先に述べたように概念がひとりでに発展することはありえな

い。心情を中心とした知情意の機能の作用のもとで、概念は心の中の材料として形成され、

組み立てられていくものにすぎないのである。 

 現代の科学は、宇宙の始めにビッグバンを生み出したのは「原初的エネルギ－」（ジャン・

ギトン）であるとか、「無の様相を持つ無限のエネルギ－」（ジョン・ホィ－ラ－）である

とか、「偽真空のエネルギ－」（アレクサンダ－・ビレンキン）であるという。これらは神

の本形状の持つエネルギ－、すなわち被造世界のエネルギ－の前段階であると見ることが

できる。統一思想では、神の本形状のエネルギ－を「前エネルギ－」という。「前エネルギ

－」は被造世界に現れるとき、「作用エネルギ－」と「構成エネルギ－」として分かれてく

る。レ－ダ－マンは初めに素粒子一種と力一種の世界があるといったが、それはそれぞれ

「構成エネルギ－」と「作用エネルギ－」のことを言っているであり、それらは神の形状

においては「前エネルギ－」として一つになっていたのである。 

 物理学者は宇宙が始まる前の真空には潜在的なエネルギ－が蓄わえられていたと考えて

いるが、それを「ヒッグス場」であるという。そのことをレ－ダ－マンは「初めにヒッグ

ス場ありき」（1）、「ヒッグス場にはエネルギ－が満たされている」（2）といい、ヒッグス場に

働いている粒子（ヒッグス粒子、ヒッグスボリン）のことを「神の素粒子」と呼んでいる。

このヒッグス粒子の作用によって、あらゆる粒子があらわれ、質量が生まれたという。統

一思想の観点とこのような現代の物理学の見解をまとめると図２のようになる 

 今日、量子論により、物質的なものと非物質的なものに断絶はなくなった。ジャン・ギ

トンらによれば、物質と精神の間の区別はハイゼンベルグのいう粒子性と波動性の相補性

に相当するものである。そして今や、従来の精神主義（唯心論）や唯物主義に代わって、

精神と物質の総合、精神と物質の究極的融合という第三の道を見出ださなくてはならない

と言い、その立場を「超実在論」と言っている(3)。これは統一思想の主張する「本性相と

本形状の二性性相の中和体」としての神に通じる見解である。 

 ところでゴッテイズムの神観は汎神論ではない。神はあくまでも自然界にたいして超越
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的な存在である。神の二性性相が象徴的に現れた個性真理体が万物であり、自然界なので

ある。すなわち自然がそのまま神ではなく、神の象徴的な表現なのである。人間と自然で

は神の現れかたが異なるということである。すなわち神は人間を通じて形象的に現れ、万

物を通じて象徴的に現れる。形象的にとは、神の性質（神性）と神のかたち（神相）が、

高次元的に、直接的に現れるということである。しかし人間は神そのものではない。神は

超越的存在でありながら、人間に内在されるのである。 

 統一思想の主張する新しい精神・物質観は、神を人格的な創造主であると見るだけでな

く自然科学の立場を無理なく受け入れるものである。それは神学（哲学）と科学が調和的、

統一的に発展しうる基盤となるものである。 

 

（二） 男性と女性としての神 

 

 東洋の思想によれば、宇宙には陰と陽の二種の気があり、それが精神と物質の両世界に

にゆきわたっているとされた。したがって人間と万物の存在と運行はすべて陰陽の原理に

よって説明されると考えたのである。一方、西洋の思想には陰陽の概念はなく、精神と物

質の原理だけで論じられてきた。しかし宇宙が陰陽から成りたっているのは事実であるか

ら、宇宙の根源であるにおいて、陰陽の関係を論じないわけにはいかないのである。 

 

  １ 現代科学とペアシステム 

 

 現代物理学は、宇宙の根源（太極）である一元の気から陰と陽の気が生じ、陰と陽から

万物が生じたという東洋の陰陽思想を裏づけることになった。 

 1932年、カリフォルニア工科大学のＣ．Ｄ．アンダ－ソンは、宇宙線の飛跡の霧箱写真

を調べていたとき、妙なものが写っているのに気がついた。これは他の点では電子と変わ

りないが、曲がり方が電子とは逆になっていた。結局これは、プラスの電気を持った電子

であるとしか考えようがなく、「陽電子」と名づけられた。 

 電子と陽電子の対発生に続いて、1955年、バークレイのカリフォルニア大学で陽子と反

陽子の対をつくり出すことに成功した、一年後、同じくバ－クレイの科学者たちは、中性

子の磁気モーメントと逆向きの磁気モ－メントを持つ反中性子を確認した。 

 こうして 1956年以来、物理学者が明かにしたところによると、光子と中性パイ中間子以

外、素粒子はすべてその反粒子をもっていることがわかった。素粒子と反素粒子とは、す

べての点でそっくり同じであるが、量子数の符号だけが反対になっているのである。素粒

子と反素粒子のペアは陽と陰のペアにほかならなかった。 

 原子の中を見ると、マイナスの電気を持つ電子とプラスの電気を持つ陽子があって、引

き合っている。さらに原子と原子は相対的にプラスとマイナスの電荷を帯びて結合し、様々

の分子をつくっているのである。なぜプラスとマイナスの電荷があるのだろうか。それに
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たいして物理学者は「なぜかわからない。とにかくそうなっている」（4）というしかないの

である。 

 ともかく、ミクロの世界は陽と陰の素粒子、陽と陰の原子、陽と陰の分子、そして陽と

陰が中和している中性の素粒子、中性の原子、中性の分子からなっているのである。 

 次は生物界に目を転じて見よう。生物において雄と雌による有性生殖がいかにして生じ

たのか、それは現代の生物学の最大の謎の一つとされている。繁殖という面から見れば、

有性生殖は無性生殖よりはるかに不利であり、効率は良くない。ただ有性生殖の場合、雌

雄の遺伝子が混ざることによって、グループ内で多様性が生じるので、環境の変化に適応

するのに有利だということが言えるだけである。 

 進化論を提示したダ－ウィンを悩ませたのは、雄と雌がどうしてこうも違うのかという

ことであった。特に、クジャクの雄の美しい尾羽はダ－ウィンの自然選択の理論では説明

がつかなかった。この問題に取り組んだダ－ウィンは性選択というもう一つの理論を打ち

立てることになった。すなわち雄のクジャクの尾羽は、雌が雄の形質を選り好みすること

によって進化してきたと考えたのである。つまり、雌が美しい雄を好んだから、雄の立派

な尾羽ができたというのである。しかし「配偶者の選り好みがどのようなシナリオで進化

してきたのか、本当のところはまだ解決がついていない」(5)のであり、問題は解決してい

ない。 

 

  ２ 陽性と陰性の中和体である神 

 

 鉱物界は陰陽のペアでできており、生物界には雌雄の性があるということ、つまり宇宙

はペアシステムからなっていることを見てきた。ゴッディズムの提唱者である文鮮明先生

は次のように語られた。「今日、この存在世界の中で最大の神秘があるとすれば、それは、

ほかならない男と女が生じたという事実です。また、動物においては雄と雌が生じたとい

う事実です。さらに、植物世界においても、やはりオシベとメシベがあり、鉱物世界にお

いても陽イオンと陰イオンがあり、このようにすべてがペアシステムでもってできている

のです。男と女、雄と雌、この比率が神秘中の神秘なのです」(6)。 

 宇宙がペア・システムであるということは、宇宙の根源である神にその原因がなくては

ならない。陽陰とは全く関係がない神、性とは全く関係のない神から、ペアシステムの世

界が生まれたというのは、「無からの創造」の場合と同様、合理的ではないからである。結

局、神は男性でもなく、女性でもなく、両者の性稟を兼ねそなえた父母の神ということに

なる。 

 ところがキリスト教では、伝統的に神を「父」として、男性格で表現してきた。しかし、

それは神を男性と見たからでなく、古来からの家父長制にもとづいた概念であるとされて

いる。そして神学者たちの多くは神には性がないと明言しているのである。しかしポ－ル・

ジョンソンが述べているように、「自分自身は性のない神が、そもそもなぜ性を創造したの
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か」(7)という問題は、ほとんど論じられることはないが、大きな問題なのである。 

 ポ－ル・ジョンソンは「神は男性か女性か」という題目の下で、「神を父として、あるい

は母として、あるいは両親（父母）として考えるほうが信仰の助けになるという人には、

それはそれでまったく自由に許されるべきだ」(8)と述べて、神が父母の神である可能性に

触れている。 

 また神学者のジヤック・マイルズは全米でベストセラ－（宗教部門）になった『神の伝

記』の中で、神は本来、男性と女性が一つになったものであろうと次のように述べている。 

 

人間の男性だけが神のイメ－ジであるのではなく、男性的なものと女性的なものが一

緒になったものだけがそうなのである。そしてイメ－ジの中のこの二重性は、オリジ

ナルの二重性と幾分かは合致するものでなければならない。そしてこの事実がわれわ

れに、神の性格に女性的なものがたんに欠如しているのではなく、排除されているこ

とについて語ることを要求する(9)。 

 

 統一思想において、神は「本性相と本形状の中和的主体」であると同時に、「陽性と陰性

の二性性相の中和的主体」または「本性相的男性と本形状女性の二性性相の中和的主体」

であると表現する。そして、神と被造世界との関係から見るとき、神は男性格主体であり、

被造世界は女性格対象というのである。 

 神は本性相と本形状の二性性相の中和的主体であるので、個々の被造物（個性真理体）

は性相と形状の統一体になっている。さらに神は本性相と本形状に対して陽性と陰性の属

性をもっているので、被造物は「陽性を帯びた性相と形状の統一体」と「陰性を帯びた性

相と形状の統一体」に分立されるのであり、それぞれ陽性実体と陰性実体という。かくし

て被造世界は陽性実体と陰性実体のペアシステムになっているのである。 

 鉱物における陽性実体と陰性実体は陽イオンと陰イオンであるが、そこにおいて、神の

陽性と陰性は物理化学的な陽性と陰性として現れている。植物における陽性実体と陰性実

体は、おしべとめしべまたは雄の木と雌の木であるが、そこにおいて神の陽性と陰性は生

命力における陽性と陰性として現れている。動物における陽性実体と陰性実体は雄と雌で

あるが、そこにおいて神の陽性と陰性は本能における陽性と陰性として現れている。人間

における陽性実体と陰性実体は男と女であるが、そこにおいて神の陽性と陰性は心、特に

愛における陽性と陰性として現れている。当然のことながら、高次の存在において、低次

の存在の陽性と陰性は内包されているのである。以上の内容を図示すれば図３のようにな

る。 

 それでは陽性と陰性は何のためにあるのだろうか。愛のためである。アダムとエバが成

長して、神を中心とした夫婦となって愛し合うとき、神の陽性と陰性の調和に似た姿とな

り、神がそこに臨在し、愛の歓喜を満喫されて、神の創造目的が完成するようになってい

た。そして動物の雄と雌、植物のオシベとメシべ、鉱物の陽イオンと陰イオンは、次元は
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低いけれども、人間の男女の愛のモデルとして造られたのである。 

 万物世界の存在する意義は男女が愛し合うための愛の環境をつくるためであり、万物世

界は愛の装飾品であった。したがって花が咲き、鳥がさえずるのも、男女の愛の雰囲気が

高められるためなのである。 

 

（三） 普遍と個物の統一 

 

 １ 普遍論争について 

 中世のスコラ哲学における一大論争となったのが、普遍概念は実在するか否かに関する

いわゆる普遍論争であった。スコラ哲学の初期には「普遍は個物に先だってある」という、

プラトン的な実在論が優勢であった。スコトウス・エリウゲナ（810 頃-877）やアンセル

ムス（1033-1109）がその代表であった。ところが、それにたいしてロスケリマス（1050

頃-1120 頃）が「普遍は個物の後にある」という唯名論を唱えた。個々の事物のみが真の

実在であって、普遍はわれわれの作り出した単なる抽象物、単なる名にすぎないというの

である。こうして実在論と唯名論が対立することになった。 

 その後、この二つの立場を調停する、アリストテレス的実在論と呼ばれる第三の立場が

生まれた。アベラルドウス（1079-1142）は、普遍はまず神のうちに概念としてあり、次に

事物のうちに共通の本質的規定としてあり、そして事物の後に人間の悟性のうちに思惟の

結果得られた概念としてあると考えた。トマス・アクィナス（1225-1274）はアベラルドゥ

スと同様に、普遍は神のなかにあり、それを原型として神は世界を創造したと考えた。そ

して個物のなかの形相は普遍的なものであるから、個物がまさに個物になるのは資料によ

るとして、資料が個別化の原料であると主張した。アリストテレス的実在論の立場は「普

遍は個物のうちにその形相としてある」というものであった。 

 それにたいしてドウンス・スコトゥス（1265-1308）は、個物をして個物たらしめるもの

は質量ではなくて、個物の中にある個体形相であると主張した。彼はアリストテレスは実

在論の立場に立ちながら、個体性を重視し、唯名論的立場に近づこうとするものであった。 

 後期のスコラ哲学において、ウィリアム・オッカム（1290-1350 頃）は唯名論の立場を

明確に打ち出した。すなわち真に実在するのはただ個物のみであり、普遍とは多くの事物、

つまり個物の集合を現わす記号、名にすぎないというのである。 

 唯名論の立場は、抽象的、思弁的な思想に対して、直観的な知識、経済的知識を重んじ

ることに通じていた。オッカム以後、唯名論の立場が支配的になっていった。それともと

も、知識と信仰の分離が進んでいくことになった。それはスコラ哲学の崩壊と近世の哲学

の誕生を告げるものであった。以上述べた普遍論争の系譜を図式的にまとめると図３のよ

うになる。 

 近世において、唯名論は個々の事実と特殊に重きを置くイギリスの経験論へと流れてい 

った。一方、スコラ哲学の伝統であった概念実在論は、理性や法則の普遍牲を重んじるパ 
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ースの哲学、および数理や論理性を重んじる論理実証主義として現れてくるのであった。 

 

 ２ 現代の生物学の立場 

 

 生物学において、生物の種とは、その内部で交雑可能をもつグル－プとされている。交

雑可能性とは、二つの個体が生殖可能性をもった子孫を残せることを意味する。 

 たとえばウマとロバの間にはラバが生まれるが、ラバは子孫を残すことができない。し

たがってウマとロバはことなる種とされる。ヒョウとライオンの間に生まれるレオポンも

子孫を残すことはできず、したがってヒョウとライオンも種が異なっているのである。そ

のように、生物において、種という普遍は、名前だけの存在、人間が便宣的に考えたよう

なものとはいえない。そうして普遍的なものが遺伝しとして生物の中に存在することが明

かにされているのである。 

 

 ３ 統一思想の見解 

 

 統一思想から見るとき、神の性相の内的性相の中に概念と概念がある。観念とは具体的

な表象をいい、概念とは抽象的、普遍的な表象であって、観念は個別的であり、概念は普

遍的である。統一思想は観念のことを個別相という。 

 神が人間を創造されるとき、アダムやエバの具体的な姿を描いておられたのと同時に、

男と女とか、人間という抽象的、普遍的な考えもあったのである。ここに神の性相におい

て観念と概念がばらばらにあるというのではない。神がアダムやエバの表象を描かれると

き、そこには個別性と同時に、男、女、人間という普遍性も含まれていたのである。すな

わち神の性相において、個物と普遍、または観念と概念は統一されていたのである。 

 神によって創造された被造物（存在者）は性相と形状の二性性相からなるが、性相にお

いても形状においても個別と普遍が統一されている。たとえばアダムはアダム特有の個性

を持ちながら、人間としての普遍性をもっているのである。 

 ところで神は人間を創造されるとき、一人一人に独特の個性を与えられた。したがって

人間の場合の個別相とは個人毎の個別相である。一方、万物にたいしては神は種毎に個別

相をあたえられたのである。 

 神は個々の存在を愛して喜ばれるために、個物を構想し、創造されたのである。人間に

たいしては、一人一人から独特な喜びを得られるために、個人毎に個性を与え、万物にた

いしては個々の種から喜びを得られるために種毎に個性を与えられたのである。万物は神

にとっては間接的な喜びの対象であり、直接的には人間の喜びの対象としてつくられた。

したがって神が万物に与えられたのは種毎の個別相であるが、人間が万物を主管すること

によって、個々の万物が個性をもつようになることもあるのである。スコラ哲学における

普遍論争の系譜とそれにたいする統一思想の見解をまとめると図４のようになる。 
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 スコラ哲学において、伝統的に神の中には普遍として概念ないしイデアがあると見てき

たのであり、神の中に個物があるという見解はスコラ哲学の末期の唯名論に至るまで現れ

なかった。そして神の中に個物を認めたのがオッカムであるが、彼は神の中には普遍的な

概念はないと極端な主張に走ったのであった。しかし統一思想から見れば、神の思惟にお

いても、普遍性と個別性は統一され、被造世界においても、普遍性と個別性は統一されて

いるのである。 

 このような統一思想の立場から見るとき、近代の哲学において、個々の事実と特殊に重

きをおく経験論の立場と、事物の中に普遍的な法則性を見ようとする合理主義・論理主義

の立場が現れてくるが、両者は統一的に扱われなくてはならないという結論になるのであ

る。 

 

（四） 四位基台と創造の二段構造 

 

 神において、心情を中心として性相と形状が授受作用を行うと中和体あるいは合性体を

なす。ここに中心、性相、形状、合性体（中和体）という四つの位置が定まる。この四つ

の位置からなる構造を「四位基台」という。 

 さらに神の性相内において、内的性相と内的形状も授受作用を行い、そこにも四位基台

が形成される。性相内の四位基台を内的四位基台といい、先の性相と形状の授受作用によ

って形成される四位基台を外的四位基台という。 

 内的性相と内的形状、あるいは性相と形状において、心情を中心として授受作用を行う

場合、授受作用は静的であって、授受作用の結果は合性体（中和体）となる。それは神の

存在の永遠牲、不変性を表している。心情に目的が立てられ、目的を中心として授受作用

が行われるとき、授受作用は動的となり、新生体が生じる。それは神の創造を表すもので

ある。 

 神の創造において、まず性相内において、内的性相と内的形状が目的を中心として授受

作用を行い、新生体としてロゴス（構想、設計図）が形成される。次に目的を中心として、

性相内のロゴスが形状の前エネルギーと授受作用を行って新生体として被造物（万物）が

創造された。この二つの四位基台の形成を合わせて「創造の二段構造」という（図６）。 

 統一思想のいう四位基台はアリストテレスの四原因説と対応している。アリストテレス

はすべての運動には次の四つの原因があるという。①質料因 ②形相因 ③動力因 ④目

的因である。家の建築を例にとって説明すれば、建築のための材料、木材、石、土、れん

が等が質料因であり、家の形が形相因であり、建築家あるいはその技術が動力因であり、

家をたてる目的（住むこと）が目的因である。統一思想の四位基台とアリストテレスの四

原因説は同一ではないが、構造面において両者に対応関係が見られる。それを図５に示す。 

 上記のように、統一思想では創造の二段構造として神による宇宙の創造を説明している。

すなわち第一の段階としてロゴス（構想）が形成され、第二の段階として被造世界（万物）
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が創造されたのである。それに対してアリストテレスは可能態と現実態として宇宙の生成、

発展を説明している。 

 アリストテレスによれば、質料は可能態であり、質料はその中に内在している形相を目

指して変化していくと見た。つまり質料は形相をめざして運動していくというのである。

たとえば、種子は質料として木の可能態であり、木はその現実態であるが、木は質料とし

て家具の可能態であり、家具はその現実態であるという。そして全く形相を含まない第一

質料から始って、質料はたえず新たな形相を目指して運動し、ついには、いかなる質料を

も含むことのない純粋形相なる神に到達するという。アリストテレスにおいて、形相がど

こから来るのか明確でなく、その宇宙論は創造論ではなく、自己展開的な生成論となって

いる。アリストテレスの可能態と現実態による宇宙の生成論を図７に示す。 

それに対して統一思想から見れば、質料（形状）は運動しているのでなく、ロゴス（構

想）に従って形づくられていくものである。神の形状としての質料は前段階としてのエネ

ルギー（前エネルギー）であり、それは無限応形性、つまりあらゆる形をとりうる可能性

である。そこにロゴスが段階的に作用することによって、低次な被造物から高次な被造物

へと段階的に創造されたのである。段階的創造とは、ある段階における創造は、それ以前

に創造されたものを質料（材料）として、そこに新たなロゴスが作用して、より高次な被

造物が創造されたということである。統一思想の「創造の二段構造」から見た創造論をも

う少し具体的に説明すると次のようになる。 

ロゴスの形成において、神はまず人間の構想を立てられた。次に人間の姿を標本として、

それを捨象・変形して動物と植物の表象を構想された。動物において、まず人間に近い高

級な動物を構想し、次第に単純な動物を構想された。植物においても同様である。次に天

体を構想し、さらに鉱物→分子→原子→素粒子という順序で構想された。ところが現象世

界の創造は構想とは逆の方向から行われたのである。つまりビッグバンと呼ばれるエネル

ギーの大爆発から素粒子、原子、分子が現われ、それらの原子、分子が結合することによ

って、鉱物からなる天体が形成された。そして天体の中で一つの特別な惑星である地球が

形成され、地球上にラン藻類とアメーバが現れ、次第に高級な植物と動物が創造され、最

期に人間が創造されたのである。創造の二段構造の具体的なプロセスを図示すれば、図８

のようになる。 

創造の二段構造において、現象世界に現れた第二段階だけを見ると、生物は低級なもの

から高級なものへと進化したように見える。すなわち、第二段階のプロセスは進化論の主

張するプロセスと同じである。しかしながら進化論が主張するような、突然変異と自然選

択にもとづいた進化ではなくて、第一段階で形成されたロゴスに従ってなされた段階的創

造なのである。 
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