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　 My　 aim　 in　this　essay　 is　to　attract　 people's　 attention　 to　what　 is
calledihtelligentDesignTheory-ascientifictheoryandmovement

notknownasyettOeverybody,butwhichisnowhotlydebatedand

gathering　 strength　 in　America　 and　 other　 places;　 to　explicate　 what　 it

is　all　about,　 as　far　as　I　can;　 alld　 to　show　 how　 this　 theory　 (movement)

is　unWittingly　 supporting　 and　 validating　 Unhication　 Thought .

　 The　 concept　 `design'　 of　this　 theory,　 while　 remaining　 within　 the

realm　 of　science,　 necessarily　 entails　 the　 existence　 of　a　Designer
,　a

supematural　 agent,　 and　 also　 a　teleological　 point　 of　view
,　which　 hasl

ong　 been　 a　taboo　 in　the　 scientific　 comm晦

　 Significantly,　 all　these　 are　 ideas　 central　 to　Unification　 Thought,

which　 un流es　 everything　 physical　 and　 metaphysical　 into　 an　 organic

whole,　 under　 the　 concept　 of　God's　 design　 and　 purpose　 of　creation .

This　 design　 movement,　 though　 revolutiona】 呪seems　 to　me　 inevitable

in　the　 course　 of　human　 history,　 tending　 toward　 the　 uni丘cation　 of

science　 and　 theology

　 Since　 these　 two　 theories　 share　 the　 same　 fUndamental　 idea　 -

though　 one　 is　a　scientific　 theory,　 and　 the　 other　 a　theoly　 fbunded　 on

revealed　 truth,　 I　woUld　 suggest　 that　 the　 proponentS　 of　design　 theory

would　 profit　 a　great　 deal　 by　 the　 study　 of　Un迅cation　 Thought .　They

may　 be　 doubtfUl　 of　it,　but　 so　 long　 as　 design　 theory　 is　not　 a　closed

theory　 incapable　 of　fUrther　 development,　 I　think　 they　 can　 leam　 from

it　and　 find　 something　 in　it　to　make　 them　 confident　 of　their　 own

theory.
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　 Just　 as　 Unification　 Thought　 takes　 in　it　a　great　 deal　 of　science,

consolidating　 itself仕om　 the　 study　 of　recent　 scientific　 discoveries,　 so

design　 theory,ぜit　 has　 courage　 to　be　a　rea1　 1)ridge　 between　 science　 and

theologゾ,wi皿be　 advised　 to　refbr　 to　Uni丘cation　 Thought　 to　consolidate

itse]lf　-　 not　 tO　the　 discredit,　 but　 to　the　 credit　 of　science.

At　 any　 rate,　 it　seems加me七hat　 the　 current　 trend　 of　sciences　 hes　 in

the曲 ㏄tion　 of　con丘 ㎜ing　 the　 vahdity　 and　 practicab伍tyofUn岨cation

Thought.　 In　the　 folloWing　 pages　 I　would　 like　to　suggest　 that　 the　 dialog

or　comparison　 of　the　 tWo　 theories　 Will　 lead　 to　the　 clarification　 of　each

other,　 and　 that　 by　putting　 them　 together　 we　 w皿be　 able　 to　have　 more

confidence　 to　vanquish　 materiahsm,七he　 destructive　 thought　 of　our

㎞e.

皿

　 When　 two　 years　 ago　 I　started　 writing　 for　a　monthly　 magazine　 a

serial　 article　 under　 the　 title　"In　Quest　 of　Anthropic　 P血ciples"1,Ihad

a　vague　 intention　 of　expounding　 my　 philosophical　 idea　 about　 the

designed　 ness　 of　the　 universe　 -　 as　an　extension　 of　the　book　 I　had　 just

published.　 At　 the　 time　 when　 I　was　 writing　 the　 first　 portion　 of　the

serial,　 I　had　 as　yet　 no　 idea　 that　 a　movement　 called　 htelligent　 Design

Theory　 was　 gaining　 force　 in　America.

I　just　 happened　 to丘nd　 through　 the　 Ihtemet　 that　 this　 wasanear-

established　 theory　 and　 was　 causing　 great　 excitement　 and　 debate

among　 Amencan　 intellectuals,　 and　 I　myself　 got　 very　 much　 excited,

because　 what　 I　had　 intended　 to　write　 was　 just　 in　the　 same　 direction

as　 this　 Design　 Theory,　 though　 being　 no　 scientist,　 my　 concem　 was

mainly　 from　 a　philosophical　 point　 of　view.　 The　 excitement　 among

Alnericans　 over　 this　 theory-movemellt　 could　 be　 inferred　 from　 the

rapidly　 increasing　 number　 of　the　 Intemet　 respollses　 to　these　 three

words.

[[hen,　 I　began　 tO　buy　 and　 read　 as　many　 important-100㎞g㎞oks　 as

possible　 selected　 from　 the　 recommended　 literature,　 and　 have皿til

now　 contmued　 my　 serial　 chiefly　 with　 a　view　 to　introducing七he　 Design

Theory,　 within　 my　 power,　 to　the　 Japanese　 readers,　 because　 there

seem　 to　be　 as　 yet恥w,　 if　ever,　 people　 in　Japan　 who　 take　 interest,　 or

even　 know　 of　it.2　My　 essay　 fbrtunately　 has　 elicited　 very　 strong

responses・

　 For　 your　 infbrmation,　 the　 books　 I　have　 so　far　 introduced　 include

such　 books　 as:　cosmologist　 Hugh　 Ross's　 The　 Creαtorαnd　 the　Cos?mos,

philosopher　 Phillip　 Johnson's　 Dαrωin　 on　 7トiαZ,　mathematician　 alld

L
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philosopher　 William　 Dembski's　 IntelIigent　 Design,　 biochemist

Michael　 Behe's　 DarWin's　 Black　 Box,　 biologist　 Jonathan　 Well's　 Icons　 of

Evolution,　 biologist　 Michael　 Denton's　 Evolution:　 A　 Theory　 in　Crisis

αn(1A励 μre包Z)estiny,　 astronomers　 G.　 Gonzalez　 &　 J.　W　 Richards's

The　 Privil(iged　 Plαnet,　 neuroscientists　 J.　M　 Schwartz　 &　 S.　Begley's

The　 Mindαnd　 the　Brαin,　 and　 most　 recently,　 Debαttng　 Design:　 　Frorn

Dαrωin　 to　DIVA　 edited　 by　 Dembski　 and　 Michael　 Ruse-this　 last　fbr　our

㎞owledge　 ofhow　 chtics'　 arguments　 are　 deployed.

Ill

　 What　 is　significant　 of　design　 theory　 is　that　 it　arose　 from　 among

scientists　 and　 philosophers,　 not　 from　 the　 clergy.　 As　 it　is　described　 as
`the　 bridge　 between　 science　 and　 theology'　 by　 Willia

m　 Dembski,　 the

point　 of　the　 idea　 is　that　 it　is　not　 amalgam　 or　 easy　 compromise

between　 the　 two,　 but　 a　disciplinary　 stance　 unifying　 science　 and

theology　 -　 a　new　 science　 on　 all　entirely　 renewed　 assumption.　 This

seems　 to　me　 a　cultural,　 not　 simply　 scientific,　 revolution,　 because　 it

should　 necessitate　 a　renewed　 ou.tlook　 even　 on　 the　 plane　 of　our

everyday　 life.　Although　 there　 are　 still　acrimonious　 criticisms　 as　well

as　 will制disregard　 of　it,　it　seems　 to　me　 there　 is　no　 reversing　 the

trend.

　 As　 far　 asIgather　 from　 the　 Intemet　 information,　 design　 theory　 is

changingthescienti丘cco㎜ 皿i励owever　 imperceptib願dIhope

this　 will　 change　 people　 in　 general　 because　 they　 always　 place

confidence　 m　 and　 fbllow　 scientists.　 I　suspect　 that　 people　 are　 grow丘1g

out　 of　the　 fblly　 of　old　 materialism　 and,　 therefbre,　 will　 show　 less

resistance　 to　such　 an　 idea　 as　 design　 theor)n　 For　 instance,　 I　have

inkling　 that　 teleological　 mode　 of　thinking　 is　now　 more　 easily　 accepted

than　 it　was,　 say,　 and　 thirty　 years　 ago.　 Today,　 surely　 suchaphrase　 as
`cosmic　 mind'　 can　 go丘ee　 without　 arous血g　 suspicion

.　The　 advent　 of

Intelligent　 Design　 Theory　 can　 be　 understood　 as　 m　 unison　 with　 this

imperceptible　 shift　 of　general　 mentality.

　 The　 historically　 unprecedented　 characteristic　 of　this　 theory　 is　that

it　claims　 the　 status　 as　 a　legitimate　 scholarly　 discipline.　 hl　 order　 f()r

any　 theory　 to　be　 accepted,　 it　must　 conVince　 us　both　 intellectually　 and

emotionally.　 What　 is　new　 abou七the　 design　 theory　 is　not　 the

introduction　 of　the　 notion　 `design'　 but　 that　 its　proponents　 have　 tried　 to

make　 it　acceptable　 fbr　scholarly　 research　 program.　 This　 had　 never

been　 done辻1　 the　 history　 of　science.

Whether　 or　not　 there　 is　design　 at　work　 in　the　 m、a㎞g　 of　the　 natura1
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world　 had　 been　 out　 of　the　 question　 befbre　 the　 advent　 and　 reign　 of

materialistic　 science,　 because　 no　 one　 could　 think　 of　the　 natural　 world

without　 design.　 But　 as　atheistic　 atmosphere　 deepened ,　people　 began

suspecting　 there　 might　 be　 some　 explanation　 of　the　 natural　 world

without　 recourse　 to　supematural　 agents.　 The　 crucial　 event　 that　 made

a　turning　 point　 was　 the　 publication　 of　Darwin's　 Origin　 of　Species .

餓er　 that,　 there　 has　 been　 growing　 social　 tendency　 -　 ahd　 it　has

dominated　 our　 minds　 to　this　 day　 -　to　regard　 anyone　 who　 would　 resort

to　any　 agent　 outside　 natural　 causes　 as　 intellectually　 inferior,　 as
`unscientific,

.

　 This　 is　the　 very　 atmosphere　 we　 have　 been　 brought　 up　 in　and　 the

discipline　 we　 have　 been　 trained　 to.　Hence　 the　 difficulty　 design

proponents　 have　 in　convincing　 die-hard　 opponents:　 when　 they　 say

their　 methodology　 is　scientifically　 valid,　 the　 opponents　 read　 quite

different　 meanings　 in　the　word　 `scientifically'.

IV

The　 `scientific'　 way　 of　th舳g　 that　 we　 have　 been　 tramed　 to　fbllow

is　called　 `naturalism',　 meaning　 there　 is,　and　 must　 be,　nothng　 at　work

in　the　 natural　 world　 outside　 of　natura1,　 namely,　 physico-chemical

fbrces.　 Originally,　 at　the　beginming　 of　natural　 science,　 this　 was　 simply

a　methodological　 assumption,　 an　 assumed　 method　 of　inquiring血to

七he　natural　 world.　 There　 was　 a　tacit　 agreement　 that　 natural　 science

(as　against　 moral　 science)　 was　 to　deal　 with　 the　 physica1　 (mechanical)

side　 of　nature,　 not　 the　 whole　 of　it.　But,　 as　this　 method　 kept　 proving　 tO

bee 脆ctive　 in　 great　 many　 areas,　 the　 original　 assumption　 was

gradually　 fbrgotten,　 and　 naturahstic　 science　 came　 to　be　 enthroned　 as

the　 one,　 absolute　 way　 of　arriVing　 at　the　 whole　 truth　 of　reality .

　 Thus,　 even　 such　 problems　 as　 mind,　 life　 or　 the　 cosmos　 itself,

especially　 the　 problem　 of　their　 origins　 and　 evolutions
,　are　 now`

officiallゾsupposed　 t{)　be　 naturalistically　 tractable　 or　capable　 of　being
`scienti五callゾo句ectified

.　This　 exclusive　 nature　 of　science　 may　 well　 be

called　 `imperialism'　 or　hybris,　 as　by　 some　 design　 theorists .　But　 besides

imperialism　 there　 is　yet　another　 trouble　 with　 it:　impotence .　EVidently,

naturalisticsciencetodaycamotcopewiththediscovehesofrecent

scientific　 researches　 within　 its　own丘ame　 of　reference .　It　is　clearly

detrimental　 to　real　 science　 -　 that　 is,　free,　 unprejudiced　 way　 of

皿qu1取

　 Nevertheless,　 it　is　accepted　 as　the　 only　 authodzed　 way　 of　inquiring
mto　 the　 natural　 world,

　 It　was　 against　 such　 a　situation　 of　science　 that　 Intelligent　 Design

Theory　 came　 fbrward　 to　protest.　 It　came　 almost　 ineVitably,　 as　a　revolt

or　se1£denia働m　 wit㎞the　 scient伽o㎜ 皿ity.　 The　 lntemet　 site

called　 Center　 fbr　 the　 Renewal　 of　Science　 and　 Culture　 gives　 an

eXI)lanation　 of　what　 it　is,　as　fbllows:

This　 new　 research　 program　 -　 called　 "design　 theorゾ'-　 is　based

upon　 recent　 deve10pmenbS　 in　the　 information　 sciences　 and　 many　 new

evidences　 of　design.　 Design　 theory　 promises　 tO　reVitalize　 many　 long-

stagnant　 disciplines　 by　 recognizing　 mind,　 as　 well　 as　 matter
,　as　 a

causal　 influence　 in　the　 world.　 It　also　 promises,　 by　 implication
,　to

promote　 a　more　 holistic　 View　 of　reality　 and　 humanity,　 thus、helping　 to

reverse　 some　 of　materialism's　 destructive　 cultural　 consequences.　 3

"Mind　 as　 a　causahnfluence血 七he　
world?"　 materialists　 would　 ask タ

`Where　 is　it?　How　 can　 there　 be　mind　 witho
ut　brain?"　 But　 it　is　merely

a　naturalistic　 (and　 self-destructive)　 assumption　 that　 makes　 them　 say

so　-　 the　 assumption　 that　 nothillg　 can　 exist　 without　 physical　 matter

or　causes.　 They　 deny　 there　 can　 be　 another　 equally　 valid　 assumption

(or　hypothesis)　 that　 mind　 exists　 prior　 to　everything　 else.　 I　myself

prefer　 to　call　 it　̀ life-mind',　 because　 life　and　 mind　 are　 collceptually

different　 but　 actually　 inseparable.　 `Life-mind'　 exists　 prior　 to

everything　 else,　 as　 regards　 both　 space　 and　 time,　 or　trallscending

space　 and　 time.　 AnyWay,　 such　 is　the　 hypothesis　 taken　 as　 more

powerful　 by　 design　 theorists.　 There　 is　nothing　 mysterious　 or

superstitious　 in　it.

　 The　 question　 is,　which　 hypothesis　 is　more　 effective　 in　understand-

ing　 our　 universe,　 naturalism　 or　 supernaturalism?　 (The　 word
`supernatura1'　 may　 have　 a　derogatory　 s

ense,　 but　 here　 I　use　 it　as

simply　 `transcending　 naturalism'.)　 It　is　far　more　 conVincing,　 far　more

effective　 in　understanding　 realit)C　 to　suppose　 a　working　 mind　 or
`design,　 be㎞d　 the　phenomenal　 world

.　Dembski　 writes:

　 Intelligent　 design　 is　at　once　 more　 modest　 and　 more　 powerfttl　 than

natural　 theology.　 From　 observable　 features　 of　the　 natural　 world,

intelligent　 design　 infers　 to　inteUigence　 responsible　 f()r　those　 features.

The　 world　 contains　 events;　 objects　 and　 structures　 that　 exhaust　 the

explanatory　 resources　 of　undirected　 natural　 causes　 and　 that　 can　 be

adequately　 explained　 only　 by　 recourse　 to　intelligent　 causes.　 This　 is

not　 an　 argument　 from　 ignorance.　 Nor　 is　this　 a　matter　 of　personal

incredulity.　 Precisely　 because　 of　what　 we　 know　 about　 undirected

natural　 causes　 and　 their　 limitations,　 science　 is　now　 in　a　position　 to

demonstrate　 design　 rigorously.　 `
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　 A　 rigorous　 filter,　 called　 Complexity-Specification　 Criterion,　 to

distinguiSh血teUigent　 causes丘om　 natural　 causes　 has　 been　 proposed

by　 Dembski,　 who　 is　a　mathematician　 and　 information　 scientist.　 He

says,　 "intelligent　 causes　 are　 empirically　 detectable."　 Another　 such

criterion　 is　Irreducible　 CompleXity,　 proposed　 by　 biochemist　 Michael

Behe,　 which　 can　 be　 used　 to　refUte　 Darwinian　 gradualism　 on　 the

mol㏄ular　 leve1.　 So,　 design　 theory　 insistS　 that　 there　 are　 three　 factOrs

workhlg　 in　the　 natural　 world:　 necessity　 (or　physico-chemical　 laws),

chance,　 plus　 design,　 whereas　 naturalism　 insistS　 there　 are　 no　 factors

other　 than　 n㏄essity　 and　 chance,　 both　 mechanistic　 causes.

　 Design　 theory　 says　 there　 certainly　 is　the　 mechanistic　 side　 to　the

universe,　 that,　 therefbre,　 there　 are　 such　 respectable　 sciences　 as

physics　 or　 biology,　 but　 that　 they　 are　 respectable　 only　 so　 far　 as

scientists　 are　 mOdestly　 aware　 that　 they　 are　 studying　 one　 aspect,　 not

the　 whole　 truth,　 of　the　universe.

　 As　 Dembski　 says,　 ``we　 are　 apt　 to　miss　 it　because　 of　the　 success　 of

modem　 science,"　 but　 "there　 is　something　 pro釦undly　 unsettling　 about

conceiving　 of　the　 world　 as　 [mindless]　 nature."5　 This　 feeling　 is

important.　 We　 aIl　know　 intUitively　 that　 the　 universe　 is　essentially　 a

created　 being血 丘omled　 with　 mind,　 not　 a　machine.　 But　 this　 feeling　 is

suppressed　 by　 our　 education　 -　 not　 only　 suppressed　 emotionally　 but

f()rbidden　 publicly

　 Biologist　 Jonathan　 WelIs　 points　 out,　 in　his　 Icons　 of　Evolution,　 how

our　 school　 teXtl)ooks　 of　biology　 are　 fUll　of　pr〔dudices　 against　 creation,

and　 blindly　 support　 `officially'　 authorized　 Darwinism,　 in　 spite　 of

observed　 factS　 tO　the　 contrary.　 So　much　 so　that　 it　is　said　 some　 descrip-

tions　 border　 on　genuine丘aud.

At　 any　 ra七e,　it　is　time　 fbr　us　 to　cry　 out　 agamst　 the　 fblly　of　scientific

naturahsm,　 of　which　 Darwinism　 is　representative.　 lh　every　 respect　 it

is　harmfUl　 to　human　 society　 and　 human　 dignity:　 it　paralyzes　 our

minds,　 fbrbidding　 our　 free　 intellectual　 activity;　 it　restricts　 our

imagination,　 forbidding　 us　 to　think　 of　morality　 and　 ethics　 in　terms　 of

cosmic　 purpose　 or　cosmic　 harmony.　 Phillip　 Johnson,　 the　 fervent　 critic

ofDarw丘1ism,aptlylikensDarwinismtoMarxism:

　 Like　 Marxism,　 Darwinism　 is　a　liberation　 myth　 that　has　 become　 a

newjusbificationfororderingpeoplenottOthinkforthemselves.6

　 This　 reminds　 me　 of　the　 Grand　 Inquisitor　 in　Dostoevski's　 Brothers

Kara皿azov,　 who　 disburdens　 people　 of　the　 labor　 of　thinking　 fbr

themselves　 in　 reco皿pense　 fbr　 obeyiIlg　 him　 absolutely.　 One　 would
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almostsusp㏄t　 coIhbative　 Darwinians　 of　t顛ng　 to　kil　 the　 resurrected

Chdst,　 like　the　 Grand　 Inquisitor

V

　 The　 concept　 `design'　 seems　 to　be　 growing　 more　 and　 more　 widely

applicable　 with　 the　 development　 of　scienti五cresearches.　 It　is　mainly

applied　 to　biology　 as　 to　the　 origin　 and　 development　 of　organisms

where　 no　 natural　 causes　 are　accountable.

　 But　 it　seems　 to　be　applicable　 bOth　 tO　the　 natural　 enVironments　 and

to　the　 universe　 itself　 I　have　 learned　 this　 parUcularly　 through　 Mchael

Denton's　 A厄 飢reもDestiny　 and　 Gonzalez　 &　 Richards's　 Privitege(l

Ptαnet,　 both　 comparatively　 recently　 pub五shed.

　 There　 is　the　 remarkable　 fact,　 knowrL　 as　Anthropic　 Principle,　 that

the　 constants　 of　fimdamental　 physical　 laws　 and　 cosmic　 parameters

seemtohavebeen`丘ne-tuned,　 ffom　 the　 stm't　 tO　make　 life　possible　 in

the　 fUture,　 especially　 higher　 life　like　 humans.　 This　 fact　 has　 been

known　 for　some　 years,　 and　 has　 been　 particUlarly　 publiciZed　 through

the　 bookS　 of　Hugh　 Ross　 the　 cosmologist.　 Even　 this　 alone　 seems　 tO　me

clear　 eVidence　 for　design　 _　for　the　 eXistence　 of　a　supematural　 intellect,

though　 some　 naturalist　 explanations　 have　 been　 tried,　 which　 are

negligible.　 It　renders　 teleology　 a　just茄able　 point　 of　view　 fbr　science.

The　 fact　 of　fine-tu皿ing　 is　a　matter　 of　numerical　 values.　 But　 such

books　 as　Na彦ure's　 Destiny　 and　 The　 PriひiLeged　 Plαnet　 seem　 to　have

extended　 the　 applicab且ity　 of　the　 idea　 of`丘ne-tuninピstill　 fUrther.　 For

instance,　 、陥 τμreもZ)estiny　 suggests　 that　 not　 only　 the　 properties　 of

elements　 are　 finely　 adjusted　 for　life,　but　 such　 comlnon　 things　 as

water,　 fire,　1ight,　 or　the　 earth　 itself,　which　 we　 take　 fbr　granted,　 are

fabricated　 or　arranged　 to　be　 exquisitely　 and　 narrowly　 fit　fbr　 life,

particularly　 fbr　 humans.　 These　 apparently　 cannot　 be　 ascribed　 to

chance　 or　m血dless　 causes　 and　 are　 only　 ascribable　 to　design,　 or　some

supematural　 agent.

　 That　 our　 natural　 environments　 as　 a　whole,　 on　 this　 particular

planet,　 are　 eXpressly　 arranged　 for　human　 beings,　 is　fUrther　 eVidenced

by　 astrollomical　 observed　 facts,　 as　 is　expo皿ded　 in　 The　 Privilege(l

Ptαnet.　 The　 essence　 of　argument　 of　this　 book　 is　that　 our　 earth　 is　not

only　 the　 sole　 habitable　 planet　 in　the　 whole　 universe,　 but　 the　 sole

privileged　 place　 which　 enables　 astronomical　 discoveries,　 thus　 making

us　aware　 that　 the　 universe　 has　 been　 intended　 for　us　tO　discover:

With　 enough　 persistence,　 the　 natUral　 world　 discloses　 itSelf　to　us　in

1
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ways　 that　 we　 do　 not,　 and　 sometimes　 cannot,　 anticipate.　 Once

perceived,　 the　 thought　 creeps　 up　 quietly　 but血sistently:　 The　 uniひerse,

ωhαtever　 eSse　 it　is,　is　de囎 πed戸)r　 discovery...　 What　 better　 mandate

could　 there　 be　fbr　the　 scientific　 pursuit　 of　truth?　 Scientific　 discovery

enjoysasort　 of　cosmic　 prestige,　 butaprestige　 apparent　 only　 to　those

open　 to　the　 possibility　 that　 the　 cosmos　 exists　 fbr　a　purpose　 (Authors'

emphasis).7

"The　 only　 hlcomprehensible廿 血g　 about　 the　 universe　 is　that　 it　is

comprehensible,"　 said　 Einstein.　 And　 many　 other　 scientists　 and

mathematicians　 wonder　 why　 pure　 mathematics　 can　 be　 applied　 tρthe

actual　 world　 successfUlly　 to　know　 itS　secretS.　 This　 mystely　 can　 only　 be

eXplained　 from　 such　 a　VieWpoint　 as　is　expressed　 above.

VI

　 The　 concept　 `design'　 as　 used　 by　 design　 theorists　 has　 multiple

implications:　 preconceived　 plan,　 blue　 print,　 intention,　 cosmic　 purpose,

creative　 act,　supernatural　 inteUigence,　 AristOtelian　 final　 cause,　 cosmic

or　divine　 wil1,　etc.　A皿these　 are　 implied　 in　the　 word　 `design'　 aIld,　 in　a

sense;　 design　 theory　 depends　 upon　 this　 te㎜inological　 ambiguity　 fbr

its　acceptaIlce.

　 1Design'　 only　 pointS　 tO　some　 diVine　 action　 or　intelligence,　 not　 proves

it　or　specifies　 it.　It　ineVitably　 presupposes　 some　 designilg　 agent　 or　a

Designer,　 but　 not　 specifies　 what　 it　is.　If　it　agreed　 in　spec醐g　 it　as,

say,　Hindu　 or　Isla血c　 or　even　 Chhstian　 God,　 very　 few　 would　 support

it.　It　must　 be　 so,　as　 long　 as　 it　remains　 ascientific　 theor)r.　 It　is　a

scientifically　 required,　 universal　 God.　 And　 this　 is　a　happy　 circum-

stance,　 because,　 only　 then,　 it　can　 conduce　 to　the　 unification　 of　reli-

gions　 as　well　 as　the　 unification　 of　science　 and　 theology

Now,　 significan七ly,　 the　 God　 postulated　 in　Unification　 Thought　 is

such　 a　universal　 God.　 Unification　 Thought　 is,　in　a　sense,　 a　scientific

theory　 -　 in　 a　reconceptualized　 sense　 of　science.　 EssentiαEs　 of

Unification　 Thought　 begiIls　 with　 the　 sentence:　 Untfication　 Thougんt

begins　 with　 God.　 Here　 is　meant　 a　postulated　 God,　 as　 in　scientific

theories,　 as　 it　is　fbllowed　 by　 these　 sentences:　 ``lts　fundamental

postulate　 is　that　 God　 has　 created　 humankind　 and　 the　 universe　 in

God's　 own　 likeness.　 Accordingly,　 it　holds　 that　 in　God　 there　 can　 be

fbund　 the　 standard　 fbr　solving　 actual　 problems　 of　the　 individual　 and

societ)T."8

1t皿ight　 be　 considered　 that　 science,　 which　 is　supposed　 to　fbllow
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inductive,　 empirical　 methodology,　 is　quite　 discordant　 with　 such　 a

purely　 deductive　 theo】 〔y　as　Unification　 Thought.　 But,　 as　Karl　 Popper

once　 said,　 in　proposing　 a　scientific　 theory　 no　 one　 strictly　 fbllows

inductive　 methods.　 Induction　 or　empiricism　 may　 help,　 but　 scientists

basically　 depend　 on　intuition.　 This　 is　possible　 because,　 as　is　suggested

in　the　 preceding　 quote　 from　 The　 Privigeged　 Plαnet,　 human　 intuition

and　 tihe　universe　 are　 both　 ``designed　 fbr　discovery."

　 Ih　science,　 for　a　proposed　 theory　 tO　be　 accepted　 as　valid,　 it　must　 be

verified　 by　 experimentations　 or　observations.　 In　 contrast ,　such　 a

theory　 as　Un近cation　 Thought　 cannot　 be　 verified　 by　 specific　 eXperi-

ments　 or　observations,　 because　 it　is　a　theory　 proposed　 about　 the

whole　 reality　 we　 are　 bom　 into.　 It　is　validated　 by　 its　most　 remarkable

character:　 comprehensiveness　 and　 coherence.　 It　refers敏)every　 aspect

of　reality　 -　 natural,　 cultural,　 historicaI,　 economical,　 e七hical,　 spiritual

-　 with　 perfect　 coherence
,　and　 its　extraordi皿ary　 explanatt)ry　 power

testifies　 to　its　unerrtng　 grasp　 of　the　 central　 p血ciple.

The　 test　 of　the　 truthfUlness　 of　the　 whole　 scheme五es　 in　how　 it　is

reflected　 in　each　 detai1,　 just　 as　 in　organisms.　 Anyway,　 inorganic

materialism　 can　 never　 provide　 any　 cogent　 picture　 of　reality;　 nor　 can

we,　 by　 nature,　 live　 a　disrupted　 life　-　 dismpted　 between　 value　 and

fact,　 between　 religion　 and　 science.　 Regardless　 of　our　 personal

preference,　 we　 all　crave　 fbr　an　 orgallic,　 unified　 picture　 of　reality　 such

as　Unification　 Thought　 proVides.

VII

　 Design　 theory　 argues　 persuasively　 that　 Darwinian　 natural

selection　 is　quite　 inadequate　 to　explain　 the　 origms　 and　 developments

(evolutionary　 or　embryonic)　 of　organisms.　 It　argues　 that　 DarWinian

evolution　 is　not　 a飽ct,　 as　 it　is　pretended　 to　be,　 but　 a　supposition

deduced　 from　 naturalistic　 philosophy,　 and　 that　 natural　 causes　 -

mindless,　 blind,　 mechanical　 causes　 -　 cannot　 be　 the　 cause　 of

phenomena　 called　 hfb,　so　that　 there　 must　 be　 another亀ctor　 `design'　 at

work』D　 this,　 Darwinists　 retort　 saying,　 "How,　 then,　 did　 organisms

actualy　 occur?　 Show　 us　 step-by-step　 pictures　 of　actual　 occurrences."

At　 this　 challenge,　 design　 theorists　 have　 to　concede　 that　 it　is　as　impos-

sible　 for　them　 as　 for　Darwmists,　 though　 they　 assert　 they　 are　 on　 the

right　 track,　 whereas　 DarwiIlists　 are　 on　 the　 wrong　 track.　 This　 is　a

stumbling　 block　 to　design　 theory　 no　less　than　 to　Darwinism,

Unificαtion　 Thought　 possesses　 an　 answer　 to　this　 question　 of　how'.

Scientists,　 whether　 materiahst　 or　not,　 may　 be　 astonished　 at　such　 a
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claim.　 But　 it　must　 be　bome　 in　mind　 that　 Uni丘cation　 Thought's　 how'

is　a　metaphysical　 (how',　 while　 science's　 how'　 is　a　physical　 Mow'.　 But

then,　 also　 it　must　 be　 relnembered　 that,　 though　 certainly　 in　experi.

mental　 sciences　 physical　 `how'　 is　in　question,　 in　non-experimental

sciences　 such　 as　 cosmology　 the　 question　 ca皿ot　 but　 be　 of　metaphysi-

cal　how',　 experiments　 be血g　 impOssible.　 What　 is　required　 is　how　 best

to　expla血the　 cosmos's　 con血9血tobeing,fbrexample.

　 AnyWay,　 it　is　impossible　 tO　do　Without　 metaphysics　 in　such　 an　 area.

If　you　 strictly　 stick　 to　physics　 (physical　 level　 of　the　 world),　 you　 are

preventing　 yourself　 from　 tOuchng　 the　 reality　 of　the　 matter.　 This　 is　an

area　 where　 physical　 and　 metaphysical,　 visible　 and　 invisible,

necessarily　 come　 together,　 necessarily　 interact.　 Just　 how七hey　 interact

is　the　problem　 detailed　 in　Unification　 Thought.

　 Design　 theory　 may　 be　 regarded　 as　a　resurrection　 of　the　 Aristotelian

natural　 science.　 The　 AristOte五an　 natural　 science　 looks　 at　the　 created

world　 as　 the　 product　 of　an　 action　 of　Torm'　 (ei(汝)s)on`matter'(hγle).
`Design'　 may　 be　 deemed　 as　 tantamount　 to　the　 Ahstotelian　 `fbrm,　 or

`fbnnal　 cause'　 (or　`fbrmal　 cause'　 and　 `丘nal　 cause'　 put　 together)
.　As　 is

well　 known,　 Aristotle　 asserted　 there　 are　 fbur　 causes　 at　work　 in　the

created　 world:　 `formal　 cause',　 `final　 cause,,　 `efficient　 cause'　 and
`materialcause'

.OfthesethefirsttWocauseshavebeenexpelledfrom

modem　 science,　 notably　 by　 evolution　 theories,　 where　 in　fact　 they　 are

most　 needed.

　 AnyWay,　 it　is　eVident　 that　 some　 fbml　 of　teleological　 point　 of　view

must　 be　 incorporated　 in　science　 tOday,　 fbr　science　 to　make　 sense.　 As

the　 earth　 is　said　 to　have　 grown　 smaller,　 the　 cosmos　 can　 be　 said　 to

have　 growII　 smaller,　 suggesting　 that　 a　total,　 holistic　 science　 is

required,　 and　 local,　 disunited　 knowledge　 is　of　little　use.　 We　 need　 a

uni丘ed,　 organic　 explanation　 of　the　 cos皿os.　 We　 cannot　 be　 satisfied

with　 physics.

　 According　 to　Unification　 Thought,　 God's　 nature　 is　reflected　 in　the

creat£d　 world,　 and　 one　 of　God,s　 attributes　 is　the　 paired　 characteristics

SungsαUg　 and丑yμ ㎎8α ㎎.For　 convenience'　 sake,　 it　is　said　 that　 eidos

and　 hyle　 of　the　 Westem　 philosophy　 correspond　 to　Sungsαng　 .and

HyungSαng.

　 `Design'　 of　design　 theory　 may　 safely　 be　 said　 to　correspond　 to

Sungsαng　 of　Unification　 Thought.　 But,　 as　I　said　 earlier,　 `design'　 is　a

vague　 coIlcept.　 It　car[not,　 by　 nature,　 be　defined　 except　 negatively,　 as　a

non-natura1,血telligent　 but　 unknown　 cause.　 It　has　 in　it　a　wide　 range

of　implications,　 and　 design　 theory　 rather　 makes　 use　 of　its　rich

connotations　 to　attract　 supPorters』b　 repeat,　 it　may　 mean:　 precon-

ceived　 plan,　 actUal　 (but　 unseen)　 blueprint,　 intention,　 purpose,　 (mere)
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directedness,　 creative　 power,　 eosmic　 wil1,　supernatural　 agency,　 etC.　All

these　 imply　 or　necessitate　 a　designing　 agent　 or　a　Designer,　 but　 to　use

七hetermDesignerorGodisusuallyavoided.

皿

Unificαtion　 Thought,　 oll　the　 other　 hand,`七egins　 with　 God"　 and

with　 clear　 definitions　 and　 distinctions　 of　concepts
,　showing　 an

elaborate,　 but　 coherent　 mechanism　 of　creation.

Among　 God's　 attributes,　 we　 find　 the　 eharacteristics　 of　8μ ㎎sα ㎎

andHyun8sαng.　 Godも 翫 ㎎ 〕sα㎎is　 the　 cause　 of　the　 intema1,　 invisible

aspect　 of　created　 beings,　 and　 God's　 、Hyungsαng　 is　the　 cause　 of　the

extemal,　 visible　 aspect　 of　created　 beings.

In(素)d,　 Sungsαng・ 　and、 旦yμ ㎎8α ㎎f()rm　 a　harmonized　 body立1the

relationship　 of　su句ectando切ect.FormingaharmonizedbOdymeans

that　 Sungsαng　 and　 Hyungsω τg　are　 not　 separated
,　but　 exist　 as　 a

皿ion,　 since　 they　 are　 united・ 　In　order　 to　distinguish　 God's翫 ㎎8α ㎎

andHγungsαUg丘om　 those　 of　created　 behlgs ,　God's　 Sungsαng　 and

琢 濃 塁 ・a「es°met'mescalled° 輌a'　 Sαngsangand° 「'gina'

To　 facilitate皿derstanding,　 especially　 for　Westemers,　 we　 will　 be

able　 to　reword　 Sungsαng　 and　 Hyungsαng　 as　 Mind　 and　 Matter　 or

Spirit　 and　 Body,　 without　 losing　 much　 of　the　 original　 meanings .

F皿damental　 to　Uni丘cation　 Thought　 is　atthbuting　 to　God　 two　 pairs

of　characteristics:　 Mind-Matter　 and　 Male-Female　 (Yang・ 一}翫).(The

latter　 does　 not　 concem　 us　here .)　The　 Mind-Matter　 duality　 resembles

the　 eidos-hOrle　 duality　 of　the　 Aristotelian　 or　traditional　 Western

philosophy,　 but　 there　 is　this　 difference　 that,　 whiIe　 the　 Western

philosophy　 at七ributes　 ei(los　 alone　 to　 God　 (God　 is　pure　 eidos),

Unification　 Thought　 holds　 that　 both　 Mind　 and　 Matter　 derive丘om

God,　 there　 being　 no　 heterogeneity　 betWeen　 them .　It　holds　 that　 the

unseen　 divine　 Mind　 and　 Matter　 are　 each七he　 cause　 of　mundane　 Mind

and　 Matter,　 or　the　 inVisible　 element　 and　 Visible　 element
,　pelvading

all　created　 beings,丘om　 cells　to　plants,　 animals
,　and　 humans　 -　 even

includ埠g　 `mindless'　 matter,　 such　 as　atOms　 and　 molecUles .

　 Therefbre,　 Unification　 Thought's　 `Matter'　 is　clearly　 different　 from

the　AristOtelian　 hyle:　 "lt　is　the　 material　 that　 fbmls　 all　created　 beings ,

and　 at　the　 same　 time,　 it　is　the　 potential　 that　 can　 manifest　 itself　in　a

limitless　 number　 of　 forms."　 to　This　 line　 of　 thought,　 though
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metaphysical,　 can　 facilitate　 our　 understanding　 of　how　 the丘rst　 cell　or

the　 first　infbrmation-bearing　 DNA　 could　 ever　 arise　 from　 `mindless'

matter.　 Matter　 is　noポmindless'　 but　 informed　 With　 cosmic　 life-mind.

Not　 only　 the　 problem　 of　origins　 but　 also　 the　 later　 development　 of　life

fbrlns　 could　 be　 made　 easier　 fbr　 us　 to　understand.　 Creation　 and

evolution　 are,　 then,　 the　 two　 sides　 of　the　 same　 coin.　 Creation　 is　no

magic　 summoning　 life　 out　 of　alien　 materials;　 evolution　 is　no

m㏄hanical　 process㏄cur血ginamindlessvoid.

　 This　 may　 yet　 be　 no　 answer　 to　the　 question　 "How　 did　 it　actually

㏄cur?"anditmaybeo句ected　 that　 this　 is　no　 scien㏄atal1.Butthis,at

least,　 makes　 it　almost　 undeIliable　 that,　 in　these　 areas,　 the　 physical

must　 ineVitably　 interact　 With　 the　 metaphysica1,　 and　 that　 any　 point　 of

view　 meticulously　 excluding　 unseen　 levels　 of　being　 simply　 doesn't

make　 sense　 and　 must　 fail　as　 a　science.　 Einstein　 once　 criticized　 the

ph且osophy　 of　Bertrand　 Russell　 as　damaged　 by　 "metaphysical　 fear."　 11

Science　 must　 not　 and　 need　 not　 fear　 metaphysical　 truths　 so　long　 as

they　 are　 robust　 part　 of　an　 organically　 coherent　 vision　 of　truth.

IX

　 Of　 course,　 I　am　 simplifying　 Unification　 Thought　 to　fbcus　 on　 the

problem　 of　creation.　 In　 such　 areas　 as　 cosmological　 and　 biological

origins,　 an　explanation　 is　required　 not　 only　 of　how'　 but　 also　 of　Whゾ.If

science　 doesn't　 even　 try　 to　answer　 these　 two　 kinds　 of　questions,

satisfying　 itSelf　With　 the　 eXplanation　 of　how',　 it　is　a　la皿e　 science　 not

in　accordallce　 with　 our　 contemporary　 needs.　 Unification　 'lhought　 does

provide　 an　 answer　 to　our　 mquiry　 as　to　why　 the　 universe　 was　 created

or　exists　 at　al1.

It　is　famously　 called　 `Heart　 Motivation　 Theolブ,　 and　 in　Essentiα1s

we　 read:　 "Since　 God　 is　a　behlg　 of　Heart,　 He　 could　 not　 but　 have　 created

humankind　 as　 His　 object　 and　 the　 universe　 as　 the　 object　 of

humankind,　 out　 of　His　 irrepressible　 impulse　 to　be　 joyfUl　 throlユgh

love."12壬leart'　 here　 can　 be　 considered　 as　synonylnous　 with　 Love.　 So

God　 created　 the　 universe　 and　 human　 beings　 to　get　 joy,　 and　 the

impulse　 to　get　 joy　 is　the　 impulse　 to　love.　 Irrepressible　 love　 is　the

strongest　 intemal　 energy,　 and　 such　 energy　 accounts　 both　 for　 God's

creative　 power　 and　 fbr　the　 appearance　 of　physical　 matter丘om　 which

humans　 and　 their　 habitable　 abode　 were　 lastly　 created　 -　 through

modem　 physics'　 equation　 of　energy　 and　 matter.

　 But　 how　 was　 the　 creation　 of　the　 ulliverse,　 our　 planet　 With　 all　its　life

fbrms,　 and　 human　 beings　 made　 possible?　 Unificαtion　 Thought
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explains　 that　 crea廿onwas(intemally)conceivedandthen(extemally)

actualized　 both　 through　 Give一 αnd-、Receive　 .Action　 -　 the　 two.stage

1)rocess()fcreαtton.　 First,　 Give一 αnd-Receive　 Action　 occurred　 between

God's　 Inner　 Mind　 and　 Inner　 Matter,　 prαducing　 Logos　 (explained　 as
`reason .1aw')　 and　 then

,　anotherα ひe一αn(i-Receiひe　 Action　 occurred

between　 Logos　 and　 the　 Original　 Matter　 (explained　 as　`pre-energy'　 or
`premαtter')

,　producing　 all　created　 behlgs.　 Let's　 hear　 how　 Essentials

expounds　 on　this　secret　 of　creation:

　 Further　 e)q)lanation　 of　the　 two-stage　 structure　 of　creation　 will　now

be　 added.　 The　 "new　 bodゾthat　 is　fbrmed　 through　 give-and-receive

action　 betWeen　 the　 Inner　 sungsαng　 and　 lmer　 hyungsαng　 cente血g

on　 purpose　 is　the　 Logos.　 The　 Logos　 is　God's　 Word,　 that　 is,　God's

thinking　 or　plan.　 More　 precisely,　 the　 Logos　 is　simply　 God"s　 Sungsαng

at　the　 time　 of　creation.　 In　other　 words,　 the　 Sungsαng　 (Original　 Sung-

sαng)　 of　God　 at　the　 moment　 of　creation　 becomes　 the　 Logos.

Next,　 the　 Original　 Sμ ㎎sα ㎎(which,　 at　this　 time,　 is　the　 Logos)

engages辻1　 give-and-receive　 action　 with　 the　 Origina1　 、HyungsαUg　 that

is　pre-energy　 Through　 the　 activity　 of　the　 Original　 Sungsαng　 over　 the

Original　 HOrungsαng,　 God　 was　 able　 to　generate　 energy　 and　 elemen-

tary　 particles.　 He　 then　 f()㎜ed　 atoms　 by　 combining　 elementary　 par-

ticles;　 fbrmed　 molecules　 by　 combining　 atoms;　 and　 fbrmed　 living

organisms　 by　causing　 the　 cells　to　multiply　 All　of　these　 processes　 took

place　 based　 on　 the　 Logos.　 The　 Bible　 says　 that　 God　 created　 man　 from

the　 dust　 of　the　 earth.　 Dust　 here　 should　 be　understood　 as　energy;　 thus,

God　 created　 each　 liVing　 thng　 by　 combir血g　 energy　 according　 to　His

P1ε皿laid　 out　 in　the　 I」ogos.t3

　 What　 design　 theory　 calls　 `design'　 without　 giving　 `how'　 is　here

systematically　 explained.　 Honestly,　 this　 is,　perhaps,　 the　 most　 di伍cult

and　 complicated　 part　 of　Uni丘cation　 Thought,　 though　 logical　 and　 quite

understandable.　 Whether　 they　 like　it　or　not,　if　design　 theorists　 admit

there　 is　something　 they　 cannot　 eXplain　 beyond　 the　 fact　of　design,　 they

should　 feel　 a　need　 fbr　 some　 such　 systematic　 theory　 of　creation　 to

complete　 their　 theory.　 I　am　 sure　 Unification　 Thought,　 if　studied

carefUlly,　 Will　be　 found　 not　 only　 tO　contain　 nothing　 incompatible　 With

contemporary　 science,　 but　 contaiII　 a　great　 deal　 of　suggestions　 to

consolidate　 design　 theory,　 offering　 a　light　 fbr　 new　 discoveries.

Unification　 Thought　 confidently　 states　 that　 religion　 today　 will　 not　 be

a㏄epted　 without　 incorporating　 science,　 and　 that　 it　is　time　 scientists

looked　 to　God　 to　b血g　 science　 to　completiol1.
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　 Traditional　 religious　 virtues　 have　 lost　 their　 power　 to　persuade

modem　 people,　 who　 tend　 to　th虹k　 scientifically.　 When　 the　 teachngs　 of

traditional　 religions　 either　 contradict　 science　 or　 are　 unrelated　 to

science,　 they　 become　 unacceptable　 to　Inodem　 people,　 who　 tend　 to

Placeabs・lutec・nfidenceinscience.'4

　 Scientists,　 thus　 far,　have　 generally　 fbcused　 only　 on　 laws;　 but　 the

time　 has　 come　 for　them　 tO　discover　 the　 element　 of　reason,　 the　 aspect

of　purposefulness,　 and　 the　 law　 of　love　 operating　 in　 the　 natural

world.15

X

UnilicαtiOn　 Thought　 eXplains　 the　 term　 Logos　 (the　 biblical　 Word)　 as

`reason -1aw' .　At　 the丘rst　 stage　 of　creation,　 Logos　 had　 to　be飴 ㎜ed

(through　 give-and-receive　 action　 within　 God),　 which　 is　̀ a　conception　 or

a　blueprint'.　 The　 Logos,　 then,　 interacts　 with　 the　 Original　 Matter,

which　 is　̀ pre-energy　 or　pre-matter',　 and　 the　 created　 world　 comes　 intO

bemg.　 So　 the　 (conceived)　 bluepr血tthat　 caused　 the　 natural　 world　 to

come　 into　 being　 possesses　 the　 double　 nature　 of　reason　 and　 law.　 Then,

we　 read　 sentences　 that　 very　 much　 concern　 us:

　 Since　 the　 universe　 is　created　 through　 Logos,　 and　 since　 Logos　 is

reason-law,　 withn　 each　 created　 being　 there　 can　 always　 be　 found　 an

element　 of　reason　 and　 an　 element　 of　law　 (or　a　mathematical　 element),

and　 these　 two　 elements　 work　 in　 unity.　 Reason　 has　 the　 nature　 of

仕eedom,　 sin.ce　it　is　part　 of　the　 fUnctional　 aspect　 of　the　 mind,　 whereas

law　 appears　 as　 necessity.　 Thus,　 freedom　 and　 necessity　 are　 always

united血the　 ftmction　 of　reason-1aw.　 16

The　 mystery　 of　the　 fact　of　cosmic　 fhle-tu血ig　 -　 mystery　 certainly　 tO

the　 philosophy　 of　mindless　 nature　 -　 will　 become　 understandable　 if

we　 are　 told　of　the　 `mathematical　 element'　 of　Logos,　 that　 is,　if　we　 are　 tO

consider　 the　 natural　 laws　 with　 their　 constants　 or　parameters　 as　one

aspect　 of　Logos,　 the　 bluep血t　 f()r　creation　 -　 creation　 aiming　 at　us

human　 beings.　 These　 natural　 laws　 are　 `necessity'　 rigidly五xed　 once

they　 are　 ordained,　 The　 other　 aspect　 of　Logos　 is　said　 to　be　 reason,

which　 has　 the　 nature　 of　`freedom'.　 Now,　 freedom　 and　 necessity　 are

usually　 thought　 to　be　 at　variance　 with　 each　 other.　 But,　 since　 they　 are

the　 two　 aspects　 of　the　 one　 Logos,　 they　 are　 said　 to　"work　 in　unitジ

delivering　 us丘om　 our　 labo血g　 over　 the　 mystery　 of　creation.　 Ih　other

words,　 we　 don't　 have　 to　think　 of　free　 creatiVity　 of　God　 and　 the　 rigidity
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of　Ilatural　 laws　 as　 contradict血g　 each　 other.　 God　 can　 create　 obeying

his　own　 laws.

　 The　 so-called　 creationist　 tends　 to　think　 of　creation　 as　 if　it　were

magic,　 or　a　breach　 of　natural　 laws,　 while　 the　 so-called　 evolutionist

thhlks　 of　the　 universe　 only　 m　 terms　 of　natural　 laws,　 ridiculmg　 the

creationist.　 Such　 a　quarrel　 need　 no　 longer㏄cur,　 once　 the　 mterpreta-

tion　 of　Unification　 Thought　 is　accepted.

　 The　 idea　 that　 natural　 laws,　 the　 quahties　 of　inorganic　 ]〔natter,　and

the　 very　 way　 the　 universe　 evolved　 are　 all　a㎞ed　 at　human　 beings　 is

conspicuous　 in　Michael　 Denton's　 Nature's　 Destiny　 and　 Gonzalez　 &

Richards's　 Privileged　 Planet,　 the　 two　 books　 I　evaluate　 especially

highly.　 EVidently,　 Intelligent　 Design　 Theory　 and　 Unification　 [[lhought

are　 coming　 close　 together,　 the　 fbrmer　 unwitdngly　 beatng　 testimony

to　the　 truth丘1hless　 of　the　 latter.

　 William　 Dembski,　 perhaps　 the　 most　 important　 of　design　 theorists,

proposes　 the蜘ion　 of　the飴rc劔(or　 causes)　 workmg　 in　the　 natural

world　 into　 three　 categories:　 n㏄essity　 (i.e.　na七ural　 laws),　 chance,　 and

design　 (i.e.　God's　 creative　 hand).　 Necessity　 and　 chance　 are　 natural

causes　 and　 design　 is　non-natural　 causes.　 Perhaps　 this　 division　 is

generally　 accepted　 among　 design　 theoristS,　 and　 I　myself　 ac㎞owledge

the　 validity　 and　 effectiveness　 of　the　 idea　 -　 especially　 fbr　 refUting
`naturalism'

.　But　 now　 we　 can　 give　 it　another　 thought:　 there　 is　no

dist血ction　 of　natural　 and　 non-natural　 causes.　 All　causes　 are　 designed

causes,fをomthepointofViewofUnification[[houghtandsomedesign

theorists.

　 But　 we　 should　 not　 be　 too　 hasty　 to　urge　 that　 point.　 There's　 the

majority　 of　sCientific　 community　 tO　cope　 With,　 which　 is,　according　 tO

Phillip　 Johnson,　 a　battleship　 hard　 to　s血k.　 One　 has　 to　takeamaneu-

ver　 most　 effective　 to　move　 the　 deep-set　 materialistic　 assumption.　 One

is　not　 tO　eXpect　 to　see　 immediate　 effectS.　 Assuredly,　 however,　 there　 is

no　reversing　 the　 trend　 oIlce　it　is　m　 motion.
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Notes

1)　This　 seria1,　 begu皿on　 the　 January　 2003　 issue　 of　Seゐ αi-s九80,has

so　far　continued　 to　the　 December　 2004　 issue,　 and　 fUrther　 continua-

tion　 is　intended.

2)　So　 far　asIknow,　 the　 only　 deSign　 theory　 related　 bocSk　 translated

i皿to　Japanese　 is　Behe,s　 Dαrωiπ 苫BZ㏄ ゐ 、Bosc　(R)kyo:　 Seido-sha,　 1998).

3)　 These　 sentences　 have　 now　 disappeared　 from　 the　 pages　 of　the

Ihtemet　 site,　Discovery　 Institute　 (Center　 f()r　the　 Renewal　 of　Science

and　 Culture),　 a　lea(ling　 organization　 propagating　 i皿telligent　 design.

4)　William　 Dembski,　 Intelligent　 Design:　 The　 Bridge　 Betωeen　 Sctence

αn(i　Theo9()gbl　 (lnterVarsity　 Press,　 1999),　 pユ07

5)Ibid.,p.98

6)　William　 Dembski　 (ed.),　Mere　 Creation.・ 　Science,　 Faith　 &　1ntelZigent

Design　 (Intervarsity　 Press,　 1998),　 p.447

7)　G.　 Gonzalez　 &　 J.　W.　 Richards,　 The　 Privileged　 Planet　 (Regnery

PUbhshing　 Inc.,　2004),　 p.311

8)　EssenticzZs　 (ゾ 砺 泥cα τ女)n　ThoUght(Su㎜ ユoon　University　 Unification

Thought　 Institute,　 2002),　 p.1

9)Ibid.,pp.2-3

10)Ibid.,p.6

11)　Albert　 Einstein,　 IdeαsαndOpinions(WingsBooks),p.24

12)Essentiαts　 ()f　Unificαtion　 Thought,　 P.19

13)Ibid.,pp.32-33

14)Ibid.,p.132

15)Ibid.,p.25

16)Ibid.,pp.23-24
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