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「神と創造論に関する科学的知識の方法論と哲学」 

 

ボジダール・パリウシェフ 

 

伝統的な研究では、科学者を導く哲学的宗教的動機に関心が向けられることは決してなかっ

た。科学の歴史において、新しい科学理論や見解が、他の宗教的信仰を否定するために用いら

れる例には事欠かない。例えばコペルニクス理論は、地球中心の宇宙論を否定し、ガリレオの

理論は、物理学のアリストテレス派の教えを否定した。いずれの方向も一定の思想的宗教的基

礎を有している。 

 最近、ヨーロッパの科学的伝統において、新たな傾向が見られるようになった。歴史科学に

対する新しいアプローチだ。それは、科学の発展は、宗教的考え方や信仰、特に神の存在を否

定することを深めることによって決定づけられてきたという主として実証主義的見解に異議

を唱えるものだ。今日、科学史家は、文化や宗教や形而上的要因の役割を新たな視点の中で受

け入れるのがもっと一般的になっている。そのような観点に立って、慎重で総合的な分析が行

われ、西欧の宗教的哲学や文化は、何世紀にもわたり科学の発展に対し、決定的な影響を及ぼ

してきたことが、分かるようになった。例えば、キリスト教は、20世紀初頭まで、西欧の生活

と文化のほとんどの分野において、支配的な知的な力であった。ニュートンやデカルト、パス

カルといった科学者は、まじめな信徒でありクリスチャンであった。彼らの業績を理解するた

めに、まず、彼らの宗教的哲学的考え方を明らかにしなければならない。 

 現代科学が今のような姿を実質的に獲得したのは、主として、神が造った世界を一番よく描

く自然哲学をめぐる科学者とクリスチャンの論争によるところが大きい。神と被造世界の関係

の性質はどのようなものか。科学史を慎重に分析すれば、科学界の多くの正統派クリスチャン

はキリスト教の基本的神学概念に対して忠実であった。しかし、しばしば異なったのは、科学

における信念をいかに表現し実行するかといった問題に対する彼らの理解である。ほとんど例

外なく、彼らは皆、聖書の権威を認め、特に神の言葉によって、この世界が造られたという聖

書の創造論を認めていた。しかしこれらの二つの概念の関係は、哲学によって解釈されている。

自然と神の関係の哲学である。これらは抽象的な言葉であり、聖書によって鼓舞されたものだ。

しかし中身は異なる源から満たされた。ここに自然哲学に由来する考え方の大きな貢献と、多

様性がある。 

 幾世紀にわたる科学の発展は、宗教的主張や信念の緩慢な除去とは決して定義できないプロ

セスである。18世紀末から２０世紀初頭に起こった、普遍的人類文化の支配的世界観であるキ

リスト教のいくらかの影響力の喪失は、一時的現象に過ぎないように見える。いまや、それは

克服されようとしている。キリスト教の影響力の一時的喪失は、19世紀末のある現象に由来す

る。ダーウィンの進化論は、後ほど科学的視点からは支持できないと証明された。この 30，40

年に出てきた、「科学的天地創造論」「インテリジェント・デザイン理論」「神の物理学」「ねじ

れ場理論」などの新しい科学分野は、相当程度に、キリスト教哲学から、人類の科学的文化的
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生活の周辺的地位の影を振り払うことに貢献した。これらの新たな分野は、知的世界にはいつ

もつきもののこの哲学の役割を再び証明して見せた。 

 新創造論科学の先進的進展をベースにして、（哲学、物理、数学、生物学、医学その他）あ

らゆる科学の分野でキリスト教信仰の効率的効果的実行の伝統を見せるように努めよう。それ

はこのプロセスの現代的発展においてより高い段階に広がることができる。妥当な方法論と新

しい神の科学を駆使して、生ける人格神への信仰は、総合的で、論理的に一貫した世界観のベ

ースと見ることができることを示したい。 

 このアプローチにおいて、特筆すべき事実は、思考の科学的方法を見いだし、経験と客観的

現実の数学的記述を強調することは一つのみの人類文化で起きたことである、という点だ。そ

れは、西欧のキリスト教文化である。この現象の主たる理由は、西欧は、開かれた心で、生け

る人格神への信仰が、何世紀も世界文明の発展における指導的力となるだろうということを認

識したということだ。歴史的に否定できない事実によって我々は、新創造論の方法論の原理と

科学哲学の第一の最も重要な原則を形成することを許されよう。つまり、一神教のキリスト教

に採用されたその信仰は、現代科学全般の発展に必須の知的かつ道徳的条件をもたらした。

（１）科学史家のアイズレーによると、「科学は確立された文化制度であり、全ての社会にお

いてではなく、そうだとすると信頼はできなくなるが、自然発生的な人間の本能によって生ま

れるだろう…繁栄するためには、特別で、ユニークな土壌を必要とする」。この好ましくユニ

ークな土壌は、まさに一神教のキリスト教である。 

否定しがたい歴史的事実にもかかわらず、19世紀の終わり英国で、この傾向のグループにあ

る程度敵対する人々が形成された。ほとんどは、有名なトマス・ハックスレーという人物の周

辺に集まっている。これらの人々の、思想的動機は、キリスト教哲学と英国国教会の知的文化

的支配を拒否しようというものである。主な目標は、キリスト教世界観を、自然は単に存在す

るだけだという観念に替えることによって英国社会を世俗化しようとするものだ。そのような

影響下にある科学者には、J・ドレーパー、A・ホワイトがおり、科学哲学で、非常に偏った傾

向を展開していく。A・ホワイトはこのテーマについて次のように述べている。「全ての現代史

において、科学が、いかによい意図でも、宗教分野の関心と思われていることに干渉すると、

いつも宗教と科学の双方におおいなる悪を持ち帰る」。今日この概念は、完全に根拠を失い、

多くの信頼できる学者や科学史家によって根拠がないとして否定されている。A・ホワイトヘ

ッド、M・フォスター、C・タクスタン、H・モリスらである。彼らは皆、キリスト教は、科学

的発展を阻害しただけでなく、実際のところ、奨励し、キリスト教徒の「背景」は現代科学が

生まれるもっとも恵まれた文化的環境であるという結論に至った。 

いくつかの他の世界の文化の中に、ある科学分野の発展において、異なる傾向を見いだすか

も知れない。例えば、単純な経験的方法と技術の純粋応用知識の体系的発展により、中国やア

ラブといった古代文化は、中世ヨーロッパと比べ、技術科学の発展はより高いレベルに到達し

たかも知れない。しかし、体系的かつ大規模な数学的方法と知識の数学的モデル化またそれに

対応した実験的方法を用いて、現代科学が登場したのは、ヨーロッパにおいてである。ここで
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一部の人々にはこう尋ねるかも知れない。なぜキリスト教は、世界の科学において現代の傾向

を発展させる枠組みをつくりえるのか、と。西欧の学者は、集中的に自然を探求する努力を生

かすため、世界には客観的価値があり、それゆえに研究する価値があるという信念に導かれて

いた。これは世界の性質に関して、基本的な前提である。それなしでは科学は不可能であろう。

それは、人間の思考の基本原則は、自然における規則性の観念であった。それは、神の創造と

いうキリスト教世界観に由来する。従って、科学は自然の探求プロセスであり、そのことは自

然への我々の姿勢があってこそ可能なことである。自然界において、第一に最も重要な前提は、

聖書の真理に由来するもので、「自然は実際に存在する」というものだ。例えば、仏教におい

ては、この世界は幻影であり、我々の主観的認識と感性の結果である。主観的理想主義や汎神

論など一部の非キリスト教世界観の体系の、究極的な特定のものは、ある絶対的統一観念や、

無限なるものの能動面の発現に他ならない、と考える。この場合自然の現実は個別評価と個人

差のある幻影の背後に隠されている。ヒンドゥーイズムの宗教哲学は例えば、物質的客体の現

実的世界は見掛け（マヤ）だという考え方を守っている。 

このような認識とは対照的に、聖書の創造理論は、絶対的観念や形態、あるいは無限なるも

のの能動面といったものの単純な発現というものではない。それらは全て神の被造物であり実

体である。キリスト教徒の理解する世界は幻影ではない。科学者の L.・ギルキーによると、世

界は「定義や実体の関係が支配する構造の王国である。従って、科学と哲学研究の両方のテー

マであるかも知れない」。（２）すなわち、宗教的信仰からうまれる感性は、西欧の学者が、自

然の性質といった考えを抱くことを助け、そのことが科学自体の出現の前に、この対象を科学

の研究の可能なものとした。対照的に、他の宗教的見解は、物質世界の慎重で深い研究を鼓舞

することはできない。というのは、我々の主観的感性の性質と手段からのみ帰結される程度ま

で、（物質世界の研究を）引き下げてしまうからだ。このような考察は、新創造論科学の次の

ような第２の方法論と哲学を形成する理由を与える。「物質世界は、客観的存在である故に、

科学によって研究でき、またされるべきである。それは単に何か絶対的観念や形の発現ではな

く、主観的感性や判断によって生み出された幻影でもない。神によって創造され、実際に存在

するものである」。 

一方で、キリスト教哲学によると、神の意志と意図によって、自然は実在であり、よく体系

化されている。しかし聖書は被造物の神格化には高らかに反対した。それは創造主からは実際

引き離されている。 

ここに新創造論科学の方法論と哲学の三番目の基本原則の核心がある。この原則は、汎神論

的でアニミズム的に決定される東洋の多神教に反するものである。彼らは全ての世界を霊的質

に帰し、自然を神と同一視し、自然は神の住まいであり神が永存するところであり、物質環境

は神性の権化と考えた。アニミズムの見解によると、全ての自然は、精霊あるいは神々で溢れ

ている。全ての石、岩、星、太陽、月、その他の自然のものは独自の魂を持っている。山谷、

森林、岩、川には精霊や、魂、悪霊が住んでいる。 

自然は太陽の神々、川や星の神々に溢れている。このことは、自然の生き物は、霊的親類関
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係を通じて、人間と繋がっている、という考えを生み出した。これは、全ての世界の、神聖な

自然の共通するものに根ざした考え方である。第 4 の新創造論科学の方法論と哲学の原則は、

次のように定義できよう。「科学の発展は、単純な自然の体系を学ぶことから始まらなければ

ならない。しかる後に初めて、複雑な体系を学ぶため進むことができる」。 

この原則に基づいて、数学的装置をつくることが可能になった。科学の発展の特定の道を決

めるものだ。キリスト教欧州で創出された単純な自然の体系の研究は、科学文化の膨大な発展

の必須条件であった。しかし、同じ時期に、厳格な決定論的カルトがつくられた。自然の、予

測可能な、確認できる合理的原則と自然法則によってもたらされる秩序。しかし複雑な世界で

は、原則的に、正確な量的予測は不可能だ。実際の複雑な体系では、原因は互いにあまりに絡

み合っており、それらの結果は合理的な予測可能な性質を失う。しかし重要な特徴が、科学全

体の発展にとって一つの役割を果たした。例えば、単純な自然体系の研究を無視し、複雑な体

系だけに集中することが、中国文化における科学思考の発展のコースを決めた。中国文明の有

名な学者、ニーダムはこの状況を次のように述べている。「18 世紀の中国に、イエズス会の宣

教師たちが訪れ、地元の科学者や哲学者に、当時のヨーロッパの科学の成功を話した。宣教師

らは、自然が単純で可知の法によって治められ、論理的方法で自然現象全てを導き出すことが

できる、と主張する。ところが宣教師たちは、中国人が彼らのそのような考え方は、擬人化さ

れた幼稚さを示すものだと言って彼らのことを笑ったことに驚いた。ニーダムによるとこの

「幼稚さ」が西欧文化という高い文化を生みだした。その基礎には宗教から来る唯一の神とい

う古代の偉大な考え方が横たわっていた。 

 ニーダムが明らかに示したこの科学者の話は、科学に対する中国人の見解は、ヨーロッパ人

とは根本的に異なっていることを見せている。中国人は、宇宙は調和と自発的秩序の中で存在

しており、現象の安定は、外的な権威や影響の存在の結果ではないと考えている。この安定は

社会、自然、人間の思想といったいかに複雑な体系でも現れる。安定し、調和の中で相互に依

存している進行中の諸プロセスの中で、それらのバランスの結果が安定となっている。ある法

則に従っているとすれば、神や人が発明したものではない法則である。至上の神が強制する法

則ではない。人間が認識し、人間の好みによってモデル化されたものでもない。それはまた自

然に帰せられる人間の慣習でもない。自然法則は、あえて秩序でもなく、無条件の従順でもな

い。一定の場所と時にのみ有効な統計的規則性以上のものではなく、規定ではなく、記述とし

て形成されたものである。 

  ニーダムによると、中国人は現代科学をつくることはできなかった。我々の世界のある秩

序は認識していた。しかし彼らは人間の知識に届く生来の必要としては認識していない。ニー

ダムは指摘する。「これは秩序ではない。理性的で人格的存在によって課されるものではなく、

したがって、他の知的存在が、この世の言葉で、前もって形成されていた、根源的な神のコー

ドを表現できるようになるという保証はない」。（３）これが、科学の中国モデルで、数学と論

理学が広く使用されことなく、内容において新しく豊かな、知識を抽出することが起こらない

理由である。中国の科学観の歴史的展開を見れば、推量的方法で科学的事実や観察を予測し、
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説明する代替ツールをつくり出すベースとなることはできないことを示している。中国の科学

文化は、実用主義と調査の応用性を強調し、それが、彼らが最初に火薬、磁器、絹、ミサイル、

その他の実用志向の普遍的人間価値を発見する理由である。 

 中国人は、自らのリアリズムと実用主義によって導かれ、体系的にまた継続的に、いくつか

の実験とその結果を観察してきた。自然の研究は。複雑なシステムの分析から始めた。中国科

学は停滞する。中国の宗教観は実証的科学の発展においては悲惨なものであると証明された。

そのため中国人は数学的モデルを開発できなかった。というのは、複雑性の支配と世界の多様

性を支配する視点からは、つくることは不可能であった。例えば中国の科学者は、電子磁石の

負荷電子の相互作用の単純で理解できる数学的法則という概念には決して到達できなかった。

それがわかっていれば後日、効果的で適切な技術を開発できたことだろう。自然の複雑性とい

う考え方はある意味正しい。しかしそのために中国人は、単純なシステムの本質を理解し悟る

ことはなかったのである。それはほとんど世界の宗教的理解に起因する。かたやヨーロッパ人

は、はるかに自然な道を行った。単純な自然体系の分析を通して、古典科学の理論的基礎をつ

くっていった。そして徐々に複雑な体系の研究に接近していった。複雑系の法則は、独自の特

異性を持っている。正確にこれから何が起こり、何が起こりえるか、またどのようになりそう

かということは示さない。蓋然性の法則に基づき、根本的な数学的方程式を書くことができる。

その結果から、混乱の概念、蓋然性、均衡、複雑性、不安定性は特別な意味を獲得する。複雑

の新理論の目立った特徴は、ヨーロッパの科学の概念に組み込まれたが、それは、偶然性の意

味は人間の無知に適用されないということだ。この意味で、純粋に思弁的アプローチは受け入

れられないが、物の世界におけるこの概念の特定の根本的な役割に注意を向ける。この概念に

よって、ヨーロッパの科学者は、量子力学の構築に成功した。その法則がミクロ世界の基礎と

なった。すべての現代科学はこれらの法則を基礎としているといえる。 

 ヨーロッパの偶然性の基本的役割の概念は、自分たち独自のダイナミックをつくること助け

た。また、小さな区画に組織される世界の社会システムに道を開いた。その区画の内部でエネ

ルギーのある国家が互いに競合している。この競合は巨大なエネルギーを注入して、何世紀に

もわたってヨーロッパ社会を発展させた。かたや、中国の複雑性や調和、統一に対する宗教概

念は、中国社会を閉鎖的世界に変えていった。一つの中央によって管理されるシステムだ。何

世紀にもわたる中国における社会秩序システムは、中国の科学技術の停滞、さらに中国文明全

体の停滞をもたらした。このシステムが外の世界に開かれた 19世紀とくに 19世紀末に、その

発展を大きく急がせることになる。 

 唯一の神という考え方は一方で、ヨーロッパ人に、古代ギリシャの科学観を採用し発展させ

ることを助けた。そのことがさらなるエネルギーを加えてヨーロッパの科学文化を引き上げた。

ギリシャ人の見方によると、単純で認識可能な原理と法則に基づいて、世界は純粋に推量と論

理的方法で、説明できる。従って、古代ギリシャの認識によると、科学は世界に対する人間の

知識が、予見可能で最終的な主要原理、法則、前提条件に基づいて形成されたシステムである。

それは、自然と社会と思考における実物の発現を熟考することを通して実現できる。客観的現
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実のすべての現象は、これらの諸原理から論理的に導き出せるものだ。科学の最も重要な仕事

は、これらの前提条件や法則、原理に直面し、世界のおおもとの成り立ちを調査することであ

る。 

 これまで見たように、ヨーロッパの科学の成功は、理性的な創造主が世界を創造し、また彼

に似たそのほかの知的存在も創造したというキリスト教の有神論の考え方の勝利と見なすこ

とができよう。従って人間と神の知性の間には、ある共通性がある。それ故に、世界の構造の

法則を理解することが可能となる。このようにして、人間の知識は、神の考えを探求するプロ

セスとなる。神は人間の中に自分とおなじ理性をおかれ、それ故に、我々は、この道筋を理解

できる。アインシュタインが科学知識で人間の能力を驚かせた時代があったが、今日、我々は

この神秘的人間の性質を説明する。このような考察を基に、新創造科学の方法論と哲学の５番

目の原理を形成することができる。それは「自然の言葉は、人々によって理解される。なぜな

ら、そのなかにある秩序をつくったおなじロゴスが、人間の心に、ある程度反映されているか

らだ」というものだ。 

 しかしながら、人間の堕落という聖書の理論によって、この人間の心の能力に対する信念は、

幾分損なわれていることは留意されなければならない。この教えによると、人間の心は、罪に

悩まされ、基本的な間違いや、現実認識の歪曲の可能性がある。しかしながら、この状況は、

最悪でも人間文化の科学の発展においてキリスト教哲学が果たした役割と長所を減ずること

はない。しかし堕落という事実は、人間が完全で総合的な世界全体の構造図を示し得ない主な

理由である。従って、６番目の新創造科学の方法論と哲学の原則をつくることができる。「神

の存在を仮定したことで、世界の説明は無神論的唯物的科学よりもはるかに論理的で説得力の

あるものになっているが、自然におけるすべての基本的な物理的相互作用を統一する最終的理

論は基本的に不可能であることは認めざるを得ない」。このような統一理論をつくることがで

きない点については、純粋な哲学的、宗教的理由の他に、いくつかの数学的物理的考察もこの

原則を支持するようになろう。 

 もうひとつ、物理学で統一理論を基本的につくれないことに直面させる哲学的考察がある。

統一理論は既知の一連の自然法則に基づいて世界の現象やプロセスをすべて説明するものだ。

この考察は次のような結論に導く。もしそのような統一理論が成功裏につくられたとすれば、

有限の原理や法則をベースとする物理世界のすべを説明するだろう。しかし、そうすると唯物

論者はただちに、この場合、物質世界は閉じたシステムになる、と言うであろう。このシステ

ムは時間と空間内に永遠に存在し、永遠の原理と法則によって条件付けられている。そのよう

な状況では、神の存在と干渉を必要としない。この閉じた論理的に一貫したシステムの永存は、

神の創造主として干渉を必要としなくなる。 

 従って、新創造論科学の方法論と哲学の６番目の原則の重要さは、一般的に科学の発展にと

っては不可欠となる。この原則をもって、我々は罪人であることを認め、理性において創造主

より下位にあることを認めるものである。我々は神の被造物であり、従って彼より劣る。した

がって我々人間の心は、いつも彼の創造の出来事を予測することができない。自然のすべては、
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上位の合理モデルに従うが、我々は基本的にそれを完全に理解し認識することはできない。こ

のことは創造論科学の世界理解システムにはある程度の推量の導入を必要とする。その推量の

程度は、公式の唯物論科学が採用しているレベルより相当低い。我々はこの重要な問題を、具

体例を持って明確にしたい。公式の科学では、暗黒物質、暗黒エンルギーという推量的な概念

を導入しているが、宇宙の最初の単一性と平行する宇宙は、何の科学的価値を持たない。なぜ

なら、実験において検出できないからである。これらの条件における推量の程度は、神の存在

を前提とした、推量の程度よりはるかに高い。  

最後に、最後の７番目の新創造論科学の方法論と哲学の原則をつくることができる。それは

すべての創造的プロセスに見られる重要な特徴と関連している。構成要素の進化を通して働く、

生産物の源の論理的仮定を説明するのに必要な時間に比べ、それぞれの創造行為ははるかに短

い期間で展開できることと密接に関連している。例をもってこの原則を説明しよう。ある家を

造る創造的行為を考えてみよう。人間の創造的潜在力を駆使する。数カ月で家はつくられるが、

最長でも２、３年だ。家をつくることは明らかに創造的行為である。計画を立て、人間の心に

ある建設前の合理的プロジェクトを実行していくことが必要だ。もし家の出現が、建物を構成

する材料の進化的発展によってできるなら、何百万年もかかることを想定しなければならない

ことは明らかだ。この例でわかるように、システムが複雑になればなるほど、強力で十分な理

由により創造の期間は短く、進化的方法で出現するのに許容される期間はもっと長いであろう。 

 従って、７番目の創造論科学の方法論と哲学の原則は、明らかに、地球の複雑な生命現象は、

本当にたった６日間で、理性的な創造主の創造行為の結果起きる可能性が高いことを示してい

る。一方で、進化論者は、生命の出現までの期間を何億年、何十億年と説明する。この原則に

よれば、創造主である神は、被造物をつくるのに、何百万年かかってもできなかったというこ

とだ。これは科学で有神論的進化として知られる誤った仮説である。この考えの一種が、理神

論である。それによると、神は世界と法則をつくり、法則によって治めた。そして自らは引き

揚げた。この世界はこれらの法則による進化にゆだねた。「理神論」と呼ばれる有神論的な見

解とその変種は、神の創造行為に対する誤った見解である。新創造論科学では受け入れること

はできない。 

 結論として、次のことを指摘したい。神の存在の問題が、長く無駄な論議の理由となったと

考えられてきた。しかし我々がここでつくった新創造論科学の方法論と哲学のすべての原則は、

科学的思考によって明らかにされた自然秩序が、この小論で論じたようにキリスト教によって

鼓舞され、神の存在の仮定が、すでに全体としての科学そのものにとって、それに続いたすべ

ての結果とともに、科学的に実質化された仮説であると見なされる出発点になったと言うこと

ができる。 

                          BIBLIOGRAPHY 

1.B.Paliushev.Physics of God,vol.6.Science and Religion.Sofia.2005. 

2.L.Gilkey.Maker of Heaven and Earth :The Christian Doctrine of Creation in the Light 

of Modern Knowledge. New York.1959, p. 132. 



 

8 

 

3.J.Needham.Science and Civilization in China.Cambridge.1956. 

4.B.Paliushev.The Theory of Quantum Gravity and Cosmic Mind.Sofia.2005. 


