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1.序論 

 過去数回の会議において、科学と宗教の関係を取り巻く興味深い議論が行われた。

昨年の秦成培氏の基調講演では、直接この話題をギリシャ哲学と現代物理学の視点から取り

上げた。一方発表では多くが創造・進化の議論を扱い、ジョナサン・ウェルズ氏のものが興

味深くためになった。昨年大谷明史氏はドーキンズの「神の妄想」に対する反証を発表、渡

辺久義氏はダーウィン主義を現代の諸悪の根源と論じた。これらの発表は宗教の側から始め

て科学を眺める傾向をもつ。しかしそうすることで問題にもなりうる。創造科学にもみられ

るこうした多くのアプローチは、すべて宗教教義に適合するように科学の再解釈を求めるの

がほとんどである。そうすることでしかしながら科学的成果の有効性を否定する傾向をもつ

のである。自身の論文は主に統一思想の存在論に関心を払っている。また科学と宗教の関係

にも深く関わっているものの、科学の側から宗教を眺める傾向をもつ。このアプローチも問

題となりうる。リチャード・ドーキンズの論に見られるごとく、宗教と神の否定に導くこと

がよくあるからである。 

 科学的方法の観点からいうと、科学は神に対して厳密に中立であり、全くではない

が多くは宗教に対してもそうである。科学は確かにその全体構造の基礎を形づくるいつくか

の中立的仮定をもつが、本質的には私たちが住んでいる宇宙について解明しこれを理解する

のに使う道具に過ぎない。さらにいえば他の道具が何でもそうであるように、その使い方は

それを使う人次第である。結果として私たちは科学・宗教間の議論には、有神論と無神論の

衝突、とくにキリスト教有神論と無神論という言外のテーマが存在していることがわかる。

両者はその議論において科学とほとんど無関係な、自身が予めもっている信仰をテーブルに

持ち込む。 

 周知の通り、科学はキリスト教の文化の中で発展した。キリスト教を伴って、プラ

トンとアリストテレスの哲学が混合したところから発展したその思考方式ゆえに、私はその

ように信じている。とくにキリスト教神学の存在論は、プラトンとアリストテレスの形相と

質量の存在論から発達した。ギリシャ哲学に起源をもつ、物質的存在という要素を捉える神

学観は、科学の発展への刺激にもなった。しかし科学自体の独自の発達は、科学的方法の開

発によって初めてもたらされた。そうなった時、このキリスト教思想の子供は間もなく親と

してのキリスト教世界観と異なる結果をもたらし始め、両者は論争を開始したのである。 

私の頭にあった基本的な問題は、科学的方法で発見し存在の考え方を有効にするそ

の新しい方法に対する、その後の宗教（キリスト教）の回答である。科学的方法では認識論

を扱う。すなわち何かを如何に知ることができるかということのみならず、それが正しいこ

とを如何に知るか、である。統一思想の認識論の章では何かを如何に知ることができるか、

あるいはむしろ何かを如何に認知するかを扱うが、その知識が正しいことを如何に知るかを

それほど扱っていない。知識の正当性の立証という観点から、私はこの論文で科学と宗教の

論争を検証してみたい。 
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2.科学的方法 

 近年、科学とまたその結果として科学の諸理論を、文化が決定する事象として発表

する傾向がある。しかしこれは科学的知識の正当性を低めるものと私は考える。リー・スモ

リン氏はその著書「物理学の問題」で、研究助成の授与におけるこうした文化の影響を立証

している。研究のための助成賦与が、代わる代わる実際の研究内容を大部分決めているので

ある。科学を行うというこの側面について彼はほぼ確かに正しい一方、それでも科学は客観

的現実を研究している意味があると指摘している。すなわち研究内容は文化的に制限を受け

るかも知れないが、調査自体の成果はそうではない、というのである。科学的知識には一定

の正当性があり、これを理解することは大切である。正当性は、どんな研究プロジェクトで

もそこで適用される科学的方法そのものに由来すると私は信じている。 

 科学的方法の重要性は、科学を紹介する課程が全部科学的方法の説明から始まるこ

とにおいて立証されている。実際のあるべき調査実施の仕方に合わせて試み、またそれに適

合させる科学の方法はいくつかあるが、通常用いられる順序だった共通要素がある。その共

通要素とは、観察、仮定、実験、結論である。第一に、宇宙を観察することで、その宇宙の

ある部分がどのようにできているかという問いが生まれる。次にその宇宙の一部分がどのよ

うに存在しているかの観念が仮定で、これが観察への説明となり問いに対する答えになる。

言い換えれば、仮定は宇宙の一部分がどのように機能しているかついての、一つの未確認の

概念モデルである。続いてその仮定を分析するために実験を行う。この方法の最も単純な公

式における実験によって、その仮定が正しいか否かの結論を得ることができる。ここで紹介

している科学的方法の基本から広がって、仮定を確認することで理論や法則が形づくられる

こともある。 

 加えて観察と実験の重要性のゆえに、科学的方法と帰納法はよく類義語とみなされ

る。歴史的にこれにある程度の正当性はある。しかし今日帰納法だけでは、そこに数多くの

観察から二、三の固定表現を抽出するものの、科学の実践に値する正当性はない。教科書の

中には従って、この基本的な順序立った仕組みにバリエーションをもたせて、概念モデルと

実験によるその分析の両者の展開を伴わせることで、科学の実践とさせようとするものもあ

る。前回の論文1 で私は統一思想の次の段落を基に、科学的方法が機能するもう一つの公式

の基礎を展開した。 

演繹法は人間の心の内に起こる内的授受作用を通じた論理展開法である。対照的に、

帰納法は外的世界の物事を検証する方法、従って外的授受作用に基づく方法である。

統一方法論では、内的および外的授受作用は統一的に発生する。従って統一方法論

では、帰納法と演繹法は和合する2。  

 

 科学的方法を上に掲げまたそれをその通り実践した場合のこととするならば、それ

を二つの基本要素に分けることができる。最初の要素は、宇宙がどのように存在し機能して

いるかについての概念モデル（仮定）の展開であり、二つ目の要素はその概念モデルと宇宙

との比較（実験）である。これら二つの要素は、上の引用で帰納法と演繹法が和合している

ごとく、内的外的四位基台の二段階構造の展開で表すことができる。 

 続いて次の構造を検証してみよう（図１参照）。 

 

 

 
1 David Burton, What is the Matter: Fundamental Concepts in Unification Thought, Particle Physics and 

the Book of Changes (Tokyo: Unification Thought Institute, 2005) 14-16. 
2 Sang Hun Lee, Essentials of Unification Thought (Tokyo: Unification Thought Institute, 1992) 407. 
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図１．科学的方法の二段階構造 

 

この構造では、内的基台が理論的展開を表し外的基台が実験的展開を表す。知識獲得は、外

的実験的基台から始まって帰納的理解とそれに続く理論的展開を導く経過を辿ることもある。

もう一方、今日物理学ではもはや常識であるが、演繹的に理論的展開から始めて、それから

続いて実験で確認することもできる。いずれのシナリオも実質的な科学理論の両基台が必要

である。内的基台から始めてこの二つの基台について調べてみよう。 

 

2.1内的基台 

 内的基台は目的から始まる。このことはただちに科学的方法についての通常の見方

に重要な内容を加えることを意味する。現況通常の見方では、私たちがなぜ科学を追求する

のかについては考えない。実際、研究に取り組むそれぞれの科学者は、自分たちの目的とま

た純粋科学の仕事への動機をもっている。しかし表立った説明になっていない暗黙の目的が

あるのである。その暗黙の目的とは、単純に自然界とそこにある事象を理解し、説明し、探

求することである。純粋科学ではその目的は知識を増すことであり、実際的成果を通常考慮

しない。知識の用途を考慮するのは応用科学・技術においてである。 

 この通例文字に表されない宇宙理解の目的には、科学と融和する一定の感覚がある

一方、他の学問と和合するようには働かない。私はこの暗黙の目的の変更を訴えるつもりが

ない一方、それを加えることができると思う。七〇年代および八〇年代にレバレンド・ムー

ンが創始した一連の科学会議があったが、そこでこの科学の目的という問題を論じ始めたの

である。この科学の統一に関する国際会議は、「知識の統一」と「科学と価値観」という二

つの主要テーマを定めていた。3これら二つのテーマはともに科学の実践の中心に目的を据

えるという思想と結びついており、また高次元の善の目的に向けた繋がりも志向している。 

 そして目的を中心として、諸々の前提、確立した科学法則、数学などを土台とした

科学者の知的4 行為を通じた説明すなわち仮説を展開することが可能である。そのとき結果

としての仮説は、整然とした数学の議論と同様な意味で、論理にかなった説明を提示すべき

である。事実この演繹的内的基台は、本質的に類似の数学（論理学に根ざした哲学）の四位

基台と同一である。数学において発展は、公理と定理に基づく知性の働きによる論理的推論

から起こる。しかしながら数学の目的は若干自然科学と違い、異なった結果を導く。哲学の

ように純数学では、一般的に内的基台で停止する。一方、科学は私たちの宇宙がどう機能し

ているかについての説明を追及しているのが明白であり、そのことによって直接このモデル

における外的基台を考えるように導く。 

 

 
3 Leslie Holliday, “ICUS Forms New Planning Board.” Today’s World, Aug. 1985, 44-46. 
4 Unification Thought suggests that mind has three functional components; intellect, emotion, and will. In 

the formation of a hypotheses intellect will be primary, but emotional content, the “beauty” of a theory, is 

involved, and an act of will is needed to bring it all about.  
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2.2 外的基台 

 科学の力の基本は、私たちの概念モデルすなわち仮説において、客観的存在と比較

される外的基台にある。5外的基台も目的を中心としているが、ここでの目的は概念モデル

から始めた場合には仮説を立証することにあり、実験から始めた場合には概念モデルの本質

をつかむことである。理論的展開から始める場合には、外的基台において私たちの仮説が実

際の物事の存在の仕方に一致することを証明するためにある種の実験を行う。一致がみられ

る場合には、概念モデルがその部分の宇宙の働き方についてよく説明している、と私たちは

推定する。理論的説明と実験的検証の両方を兼ね備えるとき、予知の力をもつ現実の科学理

論を得ることになる。すなわち現実の理論は未だ見ぬ別のものがどのように行動するかを予

知することができるのである。 

 これは内的基台に連結した外的基台の付加であり、宇宙の探求と理解というときに

哲学や数学を超えて科学が一歩前に出る基本である。哲学や数学は自体の正しさにおいて厳

密であるが、存在している物事との比較を欠いている。結果として科学的方法は存在につい

ての考え方への正当性をみつけるもう一つの方法を提示するのであり、これは他では得られ

ない。物事が如何に存在するかを描くとき科学は哲学を打ち負かす。現代社会ではどこでも

この真実は明白である。科学とその具体としての技術は、物事がどのように振る舞うかを説

明するのに信頼を得て活用されており、それゆえそれ以前のすべての哲学と数学以上に、こ

の二百年間に私たちの生活とコミュニケーションの方法に変化をもたらした。 

 しかし外的基台の本当の力は理論が立証されるときだけでなく、実験が概念モデル

に不一致のときに起こる内容においても示される。おそらくこのことが一層重要である。実

験が仮説を立証しないとき、もしその科学者が正直であれば、その仮説が誤りであること、

また検証される概念モデルに変更が必要であることを認めなければならない。科学の歴史は

実験分析に失敗した理論で散りばめられている。この点では実験が理論に勝っている。それ

でモデルは修正され、機能するものが見つかるまで別の実験に挑む。科学から得られる物質

世界についての知識に一層の正当性が付与されるのは、実験からくるフィードバックによっ

て概念モデルをこうして磨いていくことにある。 

 

3.神学と科学 

 ここまで私たちは科学的方法というもの、またそれの哲学や数学との比較について

見てきた。自体の正しさにおいて厳密な哲学や数学の価値を下げることが目的ではないが、

物質存在の理解に関して哲学や数学は実体的というより実質的である。物質存在の科学的説

明を実体的にするのは外的基台をもつ科学である。神学はどうか？どこにあてはまるのか？ 

 私の神学教授は一まとまりの基本定義を携えた神の存在についての授業から始めた

ものだった。多くの場合それらの定義の第一は、神学とは啓示に基づく論理的筋立てである、

というものであった。これは神学について論じる良い出発点である、というのはここで展開

している二段階構造の科学的方法と同類の構造の中に、ただちに神学をおいてみることがで

きるからである。知性を内的性相、啓示を内的形状として、数学や哲学同様とくに神学を内

的基台として表すことができる。啓示が正確に意味するところについては論議のあるところ

であるが、キリスト教神学における啓示の基礎はイエスという人物と経典（聖書）である。

ここでは啓示は数学における公理のように機能し、結果としての神学の正当性はその啓示の

正当性と論理の筋立てに由来する。啓示は神から来たものと考えられているので、信者は神

学を正当だとみている。しかし実際には神学は啓示のみにその起源をもつものではない。私

の神学教授は神学の定義を行った後、続けてたくさんの存在論の概念を説明した。例えば物

 
5 Though, like Descartes, it is possible to question the objectivity of existing beings their objective 

existence is a fundamental assumption of both science and Unification Thought. 
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質には量と空間的広がりがあるとか、精神は量と空間的広がりのない質であるとか。それは

存在についての一つの理解から来ている神学者たちはいつの時代にも存在について、とくに

物質存在についての理解をしばしば取り出しては神学を構築してきた。例えばアウグスティ

ヌスの照明説は、同時代の視覚についての物理学に基づいていた。6さてキリスト教史の多

くの場合、またとくに神学が発展していた当時、主要な存在についての理解はプラトンとア

リストテレスの哲学に見出していた。このことはおそらく最も偉大な、あるいは少なくとも

最も影響力のあるキリスト教神学者であるアウグスティヌスとアキナスの神学で分かる。彼

らの神学における存在論は、それぞれプラトンのそれとアリストテレスのその特徴をもつ。

結論として、キリスト教神学の根本は単に啓示ではなく、啓示プラスギリシャ哲学にあるの

であり、また神の権威は啓示的知識でない哲学にまで自動的に広がった。このことは科学の

出現、また科学的方法を形づくる外的基台が現れるまでは問題とはならなかった。 

 科学的方法以前においては、演繹的内的基台だけが存在の本質探究のために持ち合

わせていた最良の方法であった。7この状況ではいつくかの基本的原理（数学では公理）に

基づいて議論の論理を検証する。最初の原理が正しい限りにおいて、論理がきちんとしてい

れば結果は正しいはずで、しかし外的基台からのフィードバックなしではその最初の原理が

正しいか否かを判断する手段はない。科学的方法をもつ外的基台によってのみ取組むことの

できる物質存在の探求では、このように哲学には重要な欠点がある。従ってその啓示に基づ

かない部分のキリスト教神学には大きな弱点があり、そのことは科学的方法の出現まで明ら

かではなかった。 

 最初の問題の兆候はガリレオに始まる。ガリレオはおそらく現代科学が行う方法で

理論と実験を組み合わせた最初の人物であった。だから彼は科学的方法の確立における重要

な人物である。宇宙に関する確立された神学的考え方に相容れない説を発見ないしは実験的

に確認し、その成果のゆえに彼は迫害されたのである。でも今日地球が太陽の周りを回転す

るというその概念は圧倒的多数の人々に支持されている。しかし現実問題になるのは十九世

紀になってからである。 

十九世紀は一八〇四年のジョン・ドルトンの原子論に始まって科学に大いなる花が

咲き、神学の影響を決定的に受けたプラトンとアリストテレスの哲学に根ざす存在観を完全

に覆す。このことは当時は認知されなかった。ドルトンの業績に対しては公衆や宗教による

抗議はなかった。しかしこの時期からある種の紛争は避けられなかった。多くのキリスト教

教義、とくに神と創造についての教義において絶対であったキリスト教神学の存在論の部分

が、十九世紀の科学によってその権威を奪われる。その派生的結果の数々については把握の

範囲を超えていて、完全には研究されていない。神学のみならず多くの西洋哲学も、科学的

方法の応用からくる知性革命に影響を受ける。 

 このような混乱の中に一八五九年その著「種の起源」をもってダーウィンが踏み込

んでくる。彼の作品は真空状態の中に持ち込まれたのではない。すでに進化論思想の歴史が

あったのだが、その本のゆえに同思想が急速に支持されていくことになった。この本自体が

科学として秀でているわけではないが、ここに信用が増し加わるのは、ダーウィン説の発表

に続く宗教の回答のためである。今日科学・宗教間の論議を語るとき、頭に最初に思い浮か

 
6 Margaret Miles, “Vision: The Eye of the Body and the Eye of the Mind in Saint Augustine’s de Trinitate 

and Confessions,” The Journal of Religion 63, No.2 (April 1983).  In this view of vision a ray of light 

shoots out from the eye and touches an object, but the object also needs to be illuminated by the sun for us 

to see something as this ray from the eye is weak. 
7 I am not here forgetting empiricism that looked to physically observable things. Empiricism was an 

essential point on the way to the scientific method. In a sense empiricism was the outer base without the 

inner base. This too has limitations for our understanding of existence, but is not directly related to our 

discussion of theology. For theology it is the inner base that is most significant so in this paper I do not 

directly address empiricism. 
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ぶのが進化論を巡る議論である。一般的にその議論は生物学（創造対進化）の点から考える

のかもしれないが、（ダーウィンのときですら）派生する結果は生物学を超え、科学のほと

んどの分野に及ぶ。万が一進化論でなかったならば、何か別の科学説が論議を引き起こした

であろう。現代科学のほぼ全領域で既成の神学的存在論に厳しく、あるいは少なくとも進化

論に対するよりも厳しく立ち向かう。進化論は単純に一番わかりきっているものであり、従

って最初に認知された。私は他分野の科学が提示している挑戦が十分に認知されているとは

思わない。 

 創造・進化間の議論はそれぞれの考え方自体の次元で行われているが、その議論は

両者のより根本的な相違を欠いている。その違いは、神学的方法が科学的方法と異なるとい

うことである。観念の正当性についての判断基準が神学と科学とでは違うのである。両者と

も内的基台において論理的筋立てを用いきちんとした議論を必要とするが、神学はその権威

が内的基台における啓示を経た神からくる一方、科学は概念に正当性を付与するその最終的

権威が外的基台における実験の再現性にある。多くの場合これら二つの方法は重複しないが、

存在論と創造に関する各教義は重複する。ではそれらが真理の主張を競って正面から向き合

うとき私たちはどうすべきか？ 

 

4.進化論に対する神学的回答の二つのモデル 

 前述の議論から、主要な問題は科学が伝統的な神学教義に立ち向かっていることで

あると私が信じていることは明確だと思う。神学が同様な方法で科学に立ち向かっていると

いうことはない。結果、肝心なことは神学が如何に科学に対して答えるかであって、逆の場

合ではない。これは不公平にみえるかもしれないが、歴史的にガリレオのときからキリスト

教は科学を目の前にしてずっと創造の教義に対する責任を回避してきたのである。この対峙

において大いに挑戦を受けているのはキリスト教の方で、科学の方ではない。今日進化に対

する宗教的回答は非常に多岐で、その多様な内容をカタログ化するつもりはない。代わりに、

若年地球創造科学とテイルハード・デ・チャルディンの進化神学という全く正反対の二つの

進化論に対する回答を簡単に見ていきたい。この二つの回答を選ぶのは、神学と科学という

異なる方法で突きつけられ、神学に直面する二つの本質的な選択肢を特徴づけると思うから

である。 

4.1.創造科学 

 宗教による進化の扱いづらさは、人間存在についてのその理論の意味づけの認識に

始まる。現代の進化論はダーウィンの元来の説との類似性に乏しいが、それでも現代理論を

ダーウィンのものと連関させる共通要素がいくつかある。おそらく一つの最も重要な点は、

すでに存在している種から自然な過程を通じて新しい種が発生すると考えられていることで

ある。新しい種が現れるとき血統が分岐あるいは枝分かれするのである。結果は、すべての

生物が構造のように一本の木に繋がれるように見え、そこではどの二種をとっても過去のあ

る時点で共通の先祖をもつ。そのとき人間も他の生物と共通の先祖を共有するという意味が

含まれる。これは種類に従って何でも創造するという伝統的な神観と強いコントラストをな

す。伝統的な神学的見方では、血統に枝分かれはなく、人間は創造の特別な行為から生じる

のである。 

 進化論から導く一つの推論は、見渡す多様な生命が進化によって生み出されるため

には、地球が十分に古くなければならなかったというものである。しかし科学的証拠が提示

する地球の年齢は、創世記の創造の記述を文字通りにとる若年地球創造科学によって反論を

受けている。この立場は、ヘンリー・モリスとジョン・ウィトコムが一九六一年に出版した

その著書「創世記の洪水」に特徴的である。この本でモリスとウィトコム両氏は、地球の年

齢が聖書の年代に一致することを示すのに科学的証拠を再解釈している。とくにノアの時代
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の洪水の記述を文字通り地球規模の洪水とし、それが地球の年齢についての証拠を解釈する

地理的特徴の確立になったとする。それで地球の年齢は一万年未満であるから、進化は起こ

り得なかったとする。神がすべてを一週間以内に創造したのであり、重大な進化はなかった

のであり、恐竜がその絶滅までは人間と共存していたのである。 

 科学に練達した者から見ればこれは馬鹿げている。科学は、聖書の年代記述から推

測した約六千年ではなく、ずっと年齢を重ねた約四十五億年とする圧倒的証拠を握っている。

六〇年代の水準の科学にこの種の説明を提示することは完全に無分別であったように思われ

る。さらにそれ以降の科学の発達に照らし合わせるとこれは今日一層理にかなわないが、未

だこの説を支持するものは多い。この種の説に未だ支持者がいる理由は、私たちがこれを方

法論の観点からみると、見かけに比べて決して筋の立たないものではないからである。ここ

で若年地球創造科学から分かることが、科学的方法に呼応して宗教に直面する二つの選択肢

のうちの最初のものである。 

 概念に正当性を付与する神学的方法と科学的方法の違いの輪郭を私はこれまで描い

てきた。神学的方法では内的基台における啓示、とくに経典の中の啓示が概念の正しさを証

する権威になる一方、科学ではそれが外的基台での実験確認であり、このことが重要である。

今日、進化と地球の年齢について、科学と若年地球創造科学がその真実性を主張して争って

いる。この両者はどう識別できるだろうか？若年地球創造科学において、その方法論的観点

による科学に対する宗教の対応は非常に直線的である。真実性を主張する競争を前に、先行

するのが神学的方法である。他はみなこの方法論の見解に立って論理的に流れ、科学的見地

からは非合理にみえることも神学的観点からは実際完璧に意味をなす。しかして経典の啓示

における神の権威が、科学的方法よりも概念に対する正当性を一層付与する。啓示が実験に

勝るのである。結果、経典の啓示に矛盾するいかなる科学的概念も誤りとならねばならない。

科学的説明は即座に拒否されるか、あるいは経典の啓示に一致するように再解釈されること

になる。 

 だからこれが科学的方法に直面して宗教が採ることのできる方法論的選択の第一で

ある。すなわち神学的方法における啓示が外的基台による科学的方法よりも一層正当性を付

与するのである。この若年地球創造科学は、方法論的に堅実な筋の通ったアプローチを提示

する。このアプローチの問題は、方法はきちんとしているが結果は科学と矛盾・衝突をもた

らす立場にあり、私たちが生きている科学の時代から遅れていることである。この方法は外

的基台による科学的方法の正当性を容認しないので、単に進化論や地質学のみならず多くの

科学と衝突することになる。神学は科学が掲げる諸問題をこのアプローチを用いて取り扱う

ことを避ける。一方、現代科学技術は科学的方法の成功を至る所で宣伝している。このアプ

ローチを採っていると、宗教的思想は次第に見当違いに見えるようになると私は思う。 

この創造科学の基本的立場に基づくバリエーションがあって、その範囲は、進化は

受け入れないが地球の地質学的年齢を受け入れる老齢地球創造科学から、神が進化を導いた

という広く普及しかつおそらく評判のよい見解までである。れらのバリエーションは科学的

には若年地球創造科学よりも理屈に適っているようにみえるかもしれないが、方法論の観点

からいうと全部内的矛盾を抱えている。なぜなら科学と神学からそれぞれ断片を取り上げつ

つ、そこに取り上げるに当たっての一貫した方法をもたないからである。科学は神学に伝え

ず、神学は科学に伝えず、説明の相違と概念がどう正しいと証明されるのかについて体裁よ

くごまかされている。必要なのは全く異なるアプローチである。それでテイルハード・デ・

チャルディンである。 

 

4.2.テイルハード・デ・チャルディン 

 テイルハード・デ・チャルディンはイエズス会の司祭で、また古生物学者であった。

ダーウィンの「種の起源」が出版された二十年後の十九世紀末に生まれ、科学と神学両方で
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訓練を受けた。彼は著書「人間の現象」を一九三〇年に書き上げたが、その死後一九五五年

に出版された。この本で彼は科学と神学への信念を一つの一貫した説明へと総合化しようと

した。彼の説明では進化が中心的役割を担うが、それを単に生命だけではなくすべての存在

する物事に適用する。加えてダーウィンと異なり、進化は次第に複雑さを増し、最終的将来

には「オメガ点」すなわち神に導く方向づけられた過程とみている。 

 同様な複雑さの水準にある物事を、デ・チャルディンは一つの球体の表面での（象

徴的）配置とみなしている。物質の基本粒子は豊富さで最大、複雑化さで最小であるから最

大球上に位置し、各球は同心的に配置され、構造の中心に向かって逆放射状に存在物の数は

次第に減り、複雑化は増す。そこで進化の諸概念が全宇宙に適用され、時間とともに物事は

外側の単純な存在から始まって、内側のより複雑な存在への発展していく。歴史的に複雑さ

が増すとある時点で臨界点を超え、十分な複雑さに達して生命が存在するようになった。ウ

イルスはその複雑さの境界の直前にある。さらに時間が経過し複雑さが続けて増加していく

と、もう一つの境界を超え、精神が物質から分離し人智圏へ入る。 これが起こって人類に

なった。継続する人智圏の進化は究極的にあらゆるものが和合する一点、オメガ点すなわち

神に導かれる。それは未だ出現していない一方、また全プロセスの起源でもある。8 

 デ・チャルディンの著作は多くの観点から興味深い。第一に進化を宇宙全体に適用

し、生命の進化をより広範囲な過程の一部と捉えている。これ自体が注目に値すると思う。

デ・チャルディンが核心概念を形成した後、ビッグバン理論が一九二二年に発議されたが、

ハブルが他の銀河の赤方偏移データを用いて同理論を裏づける最初の実験的証拠を提示した

のは一九二九年になって初めてであった。このとき以前は、宇宙は安定した状態で生命の進

化を支える一種の不変の背後として存在していると推測されていた。宇宙が全体として進化

し、継続して進化しているという見解は、実に現代宇宙論の産物である。また彼の複雑性に

ついての見解はこの分野の現代研究の前触れを形作る。彼の理論は、標準的な生命の科学的

進化論にみる血統の分岐を認めているが、この分岐はほぼ球体表面で起こるのだと思う。す

なわちバリエーションはほぼ複雑さを増すことなく発生するのである。この理論における一

層重要な進化は、存在物の複雑さがオメガ点からの「圧力」下で増す異なった種類の進化で

ある。そして重要な進化の時点は、単細胞生物から複数細胞生物、哺乳類から人間、のよう

な一層の複雑さへの移行である。 

 さてこの論文では方法ということに注意を払っている。それでデ・チャルディンの

説は先見の明がありそうなことに加えて、宗教の科学に対する応え方の方法論に言及してい

ることで注目に値する。何よりもまず、デ・チャルディンが科学的方法の正当性と、その方

法の外的基台における存在物との一致の意義を支持していることは明確である。しかし彼は

これをさらに進める。科学的方法における最終的正当性は外的基台においてである。外的基

台における実験が内的基台における理論と一致しない場合、理論自体を変更しなければなら

ない。実験が理論に勝るのである。デ・チャルディンの功績と彼が物議を醸し出した理由は、

外的基台による科学（実際には科学全体）が、内的基台による神学の成果をどこで変更する

必要があるか決めることができるとしたところにある。だから科学的方法が行っているのと

全く同様に、外的基台の結果が内的基台における神学理論に一致しない場合には、神学理論

 
8 Pierre Teilhard de Chardin, Activation of Energy, trans. Rene Hague (New York: Harcourt Brace 

Jovanovich, 1971) Contains a good overview of de Chardin’s theology. It is surprisingly compatible with 

Unification Thought and Divine Principle. Material particles are said to have a “psychic withinness,” much 

like sungsang, that gives rise to life and mind as complexity increases. Also the levels of complexity in the 

nested spheres is much like the levels of complexity within a being connected by identity maintaining four 

position bases. Finally the evolution of the noosphere is very similar to the expansion from individual to 

family, to tribe, to nation, etc., up to a one unified world that we find in Divine Principle. One major 

difference with Unification Thought is that the Omega Point would probably be considered an object to 

God rather than as God. 
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を修正する必要があるのである。結論として、デ・チャルディンは創世記の文字通りの解釈

に由来する創造についての伝統的見解を放棄しつつ、それでもやはり啓示に根ざす創造説を

提示しながら、しかしまた彼の同時代の科学とも矛盾しないのである。これは次に創造に関

して伝統的な立場に立つ他の各教義に影響を与えることになる。とくに神観と原罪について

の見解は伝統的神学と非常に異なる。このことによって彼の業績はカトリック教会から拒否

されることになる。 

そこでこれが科学的方法に対して矛盾なく宗教が応える第二のタイプとなる。すな

わち科学的方法の正当性を受け入れた上で、内的基台による神学的方法から展開する神学や

教義の修正を許すものである。これは既成の宗教教義が採るべき道程としてははるかに困難

であるが、私は長い目で見てこれこそが実りを結ぶアプローチであると信ずる。創造科学の

方法とは対照的に科学と矛盾や衝突は皆無で、また帰着する総合的内容が非常に説得力をも

つ可能性がある。加えて、これは創造科学に関して一層知覚可能なバリエーションによる内

的衝突を克服する。というのも科学発の数々の挑戦を直接扱うからである。 

 

5.結合神学的方法に向けて 

5.1.結合方法 

 方法論的見地から言って、デ・チャルディンの功績は非常に意義深い。若年地球創

造科学に見られるものに比べて、ずっと洗練された回答である。ここで提示している内的・

外的基台の分析視点から見ると、彼の功績は内的基台の神学に効果的に外的基台を加えてい

ることである。科学的方法と神学的方法を結合しているようなものである。創造に関する教

義において、またそこから派生する教義において、神学は物事の存在の示し方に一致しなけ

ればならない。ガリレオが科学的方法において内的・外的基台を和合させ、それによって科

学の説得力を大いに増したことを、彼は神学において行っている。そうすることで彼は神学

的方法に根本的な変化を与えている。もはやそれを神学とも呼ばず、代わりに現象学である

と主張している。ここで提示している分析をもって、私はそれでも神学と呼ぶものの、いよ

いよ実質上の神学というよりもむしろ実体的神学と呼ぶことができる。 

 結果、デ・チャルディンの導入に続いてここで私が提議することは、神学の内的基

台に外的基台を付加させ、結合された神学の方法を形づくる必要である。そうして啓示神学

であることに加えて実験について説明する、あるいは少なくとも科学と調和する必要がある。

神学的方法の核心である啓示に根ざす内的基台は、この結合神学的方法でも重視する。さら

にいえば当然啓示は内的基台の中で実質化しうる以上に機能する。従ってキリスト教の核心

原理は影響を受けず、むしろ注意する必要があるのは創造に関する存在論と教義である。と

くに科学的方法の場合同様、実験との不一致があるときは内的基台における理論を修正する

必要がある。科学的方法から発生したキリスト教との衝突に解決を与える可能性がこの結合

方法にあり、それによって科学と神学が歩み寄る基礎作業になりうると私は信ずる。 

 

5.2.知的設計論への応用 

 創造か進化かの論議は、進化論への代案として提示された知的設計論の出現で近年

注目を浴びている。方法論の観点から知的設計論を概観してみよう。知的設計論は結合神学

的方法の興味深い点を引き出している。その出発点は創造科学にある。創造科学で用いる方

法の一つの問題は、外的基台による科学的方法で立証された成果の正当性を容認できない場

合に、啓示神学と一致しないならば科学的説明が誤りであると想定する立場から始めること

である。それで結合神学的方法は科学との協力というよりも衝突の立場から始まる。この衝

突の立場からは神学は、デ・チャルディンの神学は今も行っているものの、かつて行ってい
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た包括的な説明を供給できず、そのことが人々への影響力を失っている。加えて、ここで提

示する科学的・神学的両者の方法を用いる表現は目的を中心としている一方、各場合の目的

は全く同じというわけではない。創造科学には、科学には見つけることのできない宗教的目

的が加わっている。 

 知的設計論は科学的体裁のため公然と神と宗教教義への言及を避けようとするが、

私の理解では知的設計論は創造科学から展開したもので、同様に科学は誤りであると想定す

る点から始まる。この場合、進化について科学を誤りと仮定するのであり、創造科学同様、

協力というより科学と衝突する立場から始まるのである。また知的設計論の展開の背後にあ

る目的は、創造科学の目的同様、科学的というよりも宗教的であったと思う。その全般的な

結果としては、同論の方法が、科学的方法そのものから来るよりむしろ伝統的神学的方法が

科学に応える方法としての共通点を多くもつことである。 

 単純化し過ぎるリスクを冒すが、知的設計論の基本的論議は、今日の進化論がバク

テリアの鞭毛のようなものを説明できないことを指摘することにある。同論の構造は単純化

できない複雑さをもつと言われている。すなわち、もし構造の一部が欠けていると機能しな

いので全部一緒に存在しなければならなかったとする。結論としてはその構造は設計された

はずで、また設計者がいるはずだというものである。しかしこの種の議論は説得力が十分に

あるとはいえない。この説明を受け入れるためには、科学に無関係な以前から存在するある

種の信念が必要である。知的設計論が提示する分析をより批判的にみるとなぜかがわかる。

現在の進化論の欠点を見つけるにはおそらく正しいだろうが、将来の進化論が新たな説明を

提示する可能性を否定できない。今日の理論の何かに科学的説明がないからといって必ずし

も設計や設計者の結論を導くことにはならない。現在の理論が鞭毛を説明不可能なことを証

明することが、そのまま設計を証明するのに論理的に十分とはいえない。9しかしこの議論

を実質改善する方法論的道筋があり得る。 

 この論文で私が提議することは神学の内的基台に外的基台を加えることである。こ

の結合神学的方法ではその二つの基台が科学的方法と同様に相互作用する。啓示を認知し受

け入れるが、それは実質上のものということである。派生した神学における物事の存在の仕

方に啓示が影響を与える場で、その派生神学は科学的方法における仮説のようにみなされる

べきである。今日科学的方法では仮説は実験によって立証する必要があるが、実験にはその

仮説が誤りであることを示す可能性もある。仮説は反証可能性をもちあわせていなければな

らない。従って、物質存在の性質に関して神学として科学に不一致なもの、私はこれが知的

設計論の動機付け要素であると思うのだが、これを競合する科学の諸説が解決する仕方と同

様な形式で実験的に解決する必要がある。もし衝突を実験で解決することができれば仮説の

根拠や目的は問題となるはずはなく、単純に科学同様、存在の性質についての最終的な正当

性は再現性のある実験からくるのである。 

 だから設計についての説明は未だ確定した結論としてとして扱うことはできないが、

これを仮説と考慮することは完全に許容できる。実験の立証を要するという意味で仮説は実

質上というものである。そうして設計の仮説はまだ実験的に立証する必要がある。もし知的

設計論がこの実験による道をとるならば、その実験がうまくいく限りにおいて創造科学との

関わりはそれほど問題ではなくなる。しかしながら如何なる実験結果もそれが十分に支持さ

れるには、仮説が誤りであることを示す可能性を実験がもちあわせている必要がある。従っ

て知的設計論が挑むべきは、設計を実験的に立証することである。成功裏で自体が再現性を

 
9 In logical analysis it is sometimes the case that two statements are connected such that proving one 

means that the other must also be true. On the other hand a slippery slope argument has this same outward 

appearance, such that proving one statement is said to prove another, but the required logical connection 

between the two statements is missing or unsubstantiated. So we slide from proving one to accepting the 

other in a slippery slope that is not fully justified. 
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もつ実験を伴えば、この理論はもっと大事に取り扱われるべきだろう。しかし同時にこれが

誤りであると示される可能性にオープンであることが要求される。10  

 

7. 結論 

 私は主に統一思想の観点から科学的方法を検証することから始めたが、分析結果は

おそらく神学により有意義なものになった。創造に関する神学の存在論と諸教義は、物質存

在の探求では哲学と同様の欠点に苦しんでいる。すなわち管理され再現性のある実験におい

て存在物との比較から外的基台についてのフィードバックが得られないと、出発点やそこか

らの派生神学・理論が実際に物事の存在の仕方であるかどうかを伝える手段が全くないので

ある。 

 さてキリスト教文化の中に科学が現われ、ガリレオのときから両者の間には協力が

あったはずだと思うガリレオの方法によって、神学と教義の発展のためになる説得力ある道

具が伝統的な神学的方法に加えられたかもしれない。もしガリレオの時から科学と神学に協

力があったとすれば、今日見られるような両者の分離はないだろうと思う。また神学に基づ

く実体的な科学が現われていたかも知れない。それは概念に正当性を付与する新しい方法を

容認し、またそれに続いてその方法が既成神学に影響と変化をもたらすことを許容すること

を意味するのであるから、明らかにガリレオの時代には教会にとって難しい任務であった。

おそらく当時に融和を維持することは不可能か極めて起こりそうになかった。しかし実際の

状況が何であれ、ガリレオに対する教会の回答が、最も一般的な宗教の科学に対する回答の

パタンを定めた。主にこのことによって伝統的な神学的方法の卓越性を維持し、伝統的思想

と異なる科学的説明を従属させてきたのである。 

 ガリレオの後四百年の今日、神学はおそらく当時以上の難題に直面しており、その

どれもそのまま現代科学に相対するものはない。私にとっては、この現代科学との相対性と

いう難題の真髄に、科学の正当性に対する神学の回答がある。  このことを私たちは創造―

進化の論議の中に最も明確に見出すのであり、実際、両者が調和を欠いたことから発生した

伝統的な神学的方法と科学的方法の間にある違いを全部具体的に表現しているのである。こ

うした意味からいつも論議されるわけではないが、この論争は二つの方法に見られる概念に

正当性を与える基準の違いという観点から最もよく理解することができる。 

 さて原理講論と統一思想の両者にとって科学と宗教の統一は大事な目標である。さ

らにいえば、この思想について実際に物事が存在する仕方と符号するということへの認知が

必要である。例えば原理講論では、第一章の冒頭の説明が類似性11の原理で、そこでは基本

的な存在論の分類が物質的存在物の観察に由来している。この論文における私の分析では、

テイルハード・デ・チャルディンは科学が神学と再統一されうる道程を打ち立てている。す

なわち、神学的方法はそこに外的基台を加えることで科学的方法にひけをとらず、また原理

講論と統一思想にみる統一の目標と一致することになる。このことが次に科学との協力に、

またその結果の正当性付与への同意へと導く。知的設計論との間など、今日の状況から未解

決のままとなる様々な乖離は実験を通じて解決をみていくべきである。 

 
10 Although with experimental confirmation this becomes a valid methodological approach I would 

personally rather not go down this path of intelligent design at all. The danger in this path is that all too 

easily God also becomes a hypothesis to be proven or disproven by science. Rather I believe it is far better 

to start by assuming God's existence and accepting scientific evidence. Then combine them into a more 

powerful theological theory much as de Chardin or Divine Principle begin to do. 
11 Burton, What is the Matter 18-20. 


