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神の存在を否定する立場にはいくつかの種類の無神論をはじめ、不可知論（agnosticism）

と自然主義（naturalism）がある。不可知論は、物事の本質や実際の真の姿を人間は認識で

きないという主張を言う。つまり、人間を超越するすべてのものを拒否する態度をとり、人

間の経験では神の存在を確認することはできないと言う。このように不可知論は神の存在を

認める、あるいは否定するのに十分な証拠がないため、神の存在についてはだた"わからな

い"という回答が最も正しいと主張する。神に対するすべての議論を無意味なものだと考え

るために神の存在に対する否定的立場だと見ることができる。 

一方、自然主義はすべての真理や事実を自然科学的に説明しようとする哲学的態度をいう。

彼らにとって自然的条件を把握し、自然現象を説明するために人間に必要なものは、科学的

理性だけである。科学的説明が不可能な神の存在について云々する必要はないということだ。

このような自然主義の立場は、神の存在仮説がなくても十分に自然現象を説明することがで

きると解釈することで、神の存在の必要性を否定する。このような意味で自然主義も、神に

対する否定的態度の一つであると見ることができる。 

神に関する理論は大きく有神論と無神論の二つに分けられる。その中で無神論は"神はいな

い"という主張で、通常 3 つの意味で使われている。最初は、文字通り"神は存在しない"と

いうことであり、第二は、神に関するすべての意味ある陳述を否定するものであり、第三に

は、有神論を否定する立場で、いわば神の存在自体を否定するよりも有神論者が主張する神

の存在を否定するものである。神に対するこうした否定的態度は、時代的状況と密接に関連

しているが、無神論を主張する共産主義運動が蔓延したのも、当時の文化的状況と関連して

いる。 

筆者は、この本稿で無神論の二つの流れを見てみたいと思う。最初に、筆者は無神論の土台

と根拠を有神論自体の問題から見てみたいと思う。無神論をどのように定義するかによって、

さまざまな種類の無神論が備えるべき性格を説明できるが、有神論に対する反対と、その代

案として提示された無神論の母胎は事実上、有神論自体だと言うことができる。ほとんどの

無神論は有神論が内包している問題を浮き彫りにし、それを土壌に育ったからだ。ソ・ナム

ドン教授も"転換時代の神学"で有神論と無神論は事実上、同じ根から出ているという点を指

摘している。そのような点から、無神論について有神論を弁護しようとする試みは不必要な

のだ。むしろ有神論を克服する道こそ、無神論を克服する道になると言えるだろう。 



ここで筆者は、有神論と無神論が持っている無神論的要素を分析し、その哲学が代表する特

徴を検討する。このような概括的分析を通して神の死を公然と宣言する無神論の時代に無神

論に対する望ましい代案が導出されることを期待する。神が退位したその場に、人間が鎮座

して人間の時代を謳歌するこの時、無神論思想に対する真の理解なしには、正しい神観を確

立することもできないし、無神論に対する適当な代案を提示することもできないからである。

筆者は、現代無神論の代案として統一思想の原相論（Theory of the Original Image）を慎

重に提案してみたいと思う。これこそが、神のいない時代に無神論思想を克服し、正しい神

観を提示することができる有用な代案であり、この時代を生きていく若者たちにまたとない

価値を提供することができる機会になるからである。 

 

 

Ⅰ.有神論：アリストテレス キリスト教正統主義の神 

1.神の存在 

アリストテレスは彼の形而上学の概念を規定し、第一哲学は動かない者と自存する者に関す

る学問だという。さらに彼は形而上学を"神に関する学問"とも述べている。アリストテレス

の形而上学が自然神学史において画期的事件になったのは、その中で第一哲学の原理と神に

関する観念の結合が達成されたという事実に基づいているようだ。 

存在自体が研究される時、この研究は、自動的に存在の究極的根拠にまで掘り下げることに

なる。アリストテレスにおいて神学と存在論は、近世のように二つに分かれた学問ではなか

った。神学は存在論の完成であり、プラトンのように存在に関する学問は神に関する学問な

ので、究極的に哲学的神学になる。 

アリストテレス的世界の第一運動者はやはり、その世界の最高神を言うのである。そして一

つの神を捜し出す道とは、第一哲学の原理と世界の最高原因を追求していく時に見つけられ

るものである。アリストテレスは、原因を分析する時、質料因、形相因、動力因、目的因の

4 つに分けている。例えば家を建てる時、木材とレンガなどは質料因であり、設計士の設計

図は形相因で、大工と左官の労働力は動力因に該当し、その家の用途と使用目的は、目的因

になる。このように何にでもいくつかの原因があるが、アリストテレスは、再び動力因と目

的因を形相因の中に含め、究極的に質料因と形相因の二つの原因を運動の原因と定めている。

どんな事物であろうと形相因と質料因の二つの原因を備えてこそ現実化するということだ。

運動が起こる原因も質料が形相を求めることによって起こると説明しているが、これは可能

態で質料が形相を得ることにより、現実態になる運動の原理を素朴に表現したものと言える。 

質料と形相の相互関係は、原因と結果の因果関係を持ち、その因果関係の連鎖は無限に進行

する因果の連鎖過程を経る。例えば、松に対して松の種子は質料因であり、このような可能

態として質料因が現実化（完成）されたものが松という現実態（または完成態）である。し

かし、松も、その松で作った机に比べればまだ質料にすぎず、可能態ということができる。

アリストテレスが神が存在するという事実を発見することができたのは、こうした運動の問

題を最後まで考えたからだった。このように、アリストテレスの運動に関する証明は運動の

連鎖的因果過程を最後まで推論し運動の第一原因を探し出す過程であり、これは後にトマス

·アクィナスが神を証明するいくつかの論証の中で第一位を占めることになる。上記の質料

と形相の因果関係で最終まで推論していくと、究極的に質料を一つも含まない純粋な形相を

想定することができるが、これは"動かないのに動く原動子（unmoved mover）"、つまり神

である。 

例え、すべてが常に他のものによって動かされるとしても、我々は、このように"動かない

のに、最初に動く者"を認めざるを得なくなる。 

このように属性的に他のものに依存せず、永遠で必然的な存在が存在しなければならず、そ

の存在を究極的に設定しなければ因果関係の論理推論過程が不可能になる。このようにアリ

ストテレスの神は、論理的可能性として神である。この神はまさに形相の形相であり、純粋

な現実態（または完成態）である。この純粋な形相（純粋形相）または第一形相は、質料が



全くないため、純粋に精神的なものであり、思惟によってのみ把握することができる実在で

ある。このようなアリストテレスの神理解は中世スコラ哲学にそのまま適用され、このよう

な適用がついにキリスト教のドグマとして確定されるに至ったことは周知の事実である。つ

まり、神を純粋に精神的存在として把握するキリスト教の教義の芽がアリストテレスの神観

に始まったものであることを知ることができる。キリスト教の神は、"あの上に（God up 

there）" "あの外に（God above there）"現象を超越している純粋形相として、精神的実体

でしかなく、そのために質料と形相の結合物であるこの現象世界とは異なり、この世界の外

に超越している神である。 

トマス·アクィナスは、アリストテレスのように能動因が形相因に根ざしていると見ており、

能動因の中で、本来的原因の特徴として、その原因が目的を直接的に志向するということ、

そしてその結果がその原因と一定に似ているということ、さらに原因が確固とした秩序の中

で結果の方向に展開されるということなどを認めている。ここで言及した第一原因がまさに

神である。神がすべての事物に存在と活動を付与する限り、すべての根源的原因は、神に依

存している。結局、運動の発端は、必ずそれ自体が運動者であるとはいえないある第一の運

動因、すなわち原動者によってなされなければならないためである。このようにアリストテ

レスは、因果律を前提に、その論理的推論過程で最後の運動因を追求し、ついに神に至った。 

 

 

2.神の本性 

アリストテレスの第一の運動は、質料が排除された純粋な形相でなければならない。つまり

神は存在であり、純粋な精神であり、生命であるということができる。また、その神は絶対

完全者であり、 "一つ"である。しかし、この神がキリスト教で言う摂理を進めることはで

きない。なぜならそのような属性は、神の完全性の各位を落とすためである。神の基本的本

性が思惟であるために、神が思惟する対象は、ただ、神自身だけである。つまり神の思惟は、

思惟に対する思惟であって、それ以外の何もでもない。従って、神は徹底した精神的存在で

あるため、この世や物質世界に関与するのではなく超越しておられる存在である。ここでア

リストテレスは、プラトンの関与（methexis）の思想を捨てて、超越者として神を承認して

いる。 

プラトンにおいてイデアと質料、または神と人間がお互いに関与して相似の関係性を維持し

ている一方、アリストテレスにおいて純粋形相である神は、完全な現実態として可能ないく

つかの存在者とも完全に区別される、すなわち質料が全然排除された超越者として描かれて

いる。これは、アリストテレス自身の独創的思想である。ヘーゲルの有名な命題である"現

実的なものが合理的（イデア）であり、理性的なものが現実的"であるという言葉は、プラ

トンの関与思想でのみ可能な話であって、アリストテレスには該当しない。アリストテレス

にとって完全な超越者は神だけであって、この神は現実世界に超越的存在である。こうした

超越者としての神観念がキリスト教の神観に及ぼした影響は決定的だったと言えるだろう。 

超越を説明する上で、キリスト教は物質性が一つもなく排除された純粋な精神または絶対精

神をまさに神と規定することで、超越的神観を合理化している。我々は、ここで神はすなわ

ち自然であると見るスピノザの汎神論とアリストテレスの神観の違いを見ることになる。ス

ピノザは、精神的属性である思惟と、物体の属性である延長を唯一の実体である神の二つの

属性と見ることで、一つの実体である神を定立し、神と自然が同じだと見ることで、宇宙を

神の体と見た。しかし、キリスト教の神理解は、こうした汎神論的見解を採択することがで

きず、神の絶対性と超越性を確保するためには、自然とアリストテレスの神観に傾くしかな

かったと考えられる。トマス·アクィナスは、アリストテレスと神の本質を思考の思考とし

て規定し、従って、神は作用としてだけでなく、ロゴスとしても世界を超越していると説明

している。 

さらにトマス·アクィナスは、神が純粋な現実態であり、すべてのものの原因であるために、

世界は無から創造されたと主張する。なぜなら神以外の如何なるもの、例えば一種の永遠の



質料のようなものがあれば神はすでに、すべてのものの原因となることができないからであ

る。従って、運動の第一原因である神は如何なる質料もない状態、すなわち無から宇宙を創

造したというキリスト教の根本的教義が導き出されることになる。中世哲学で前後に修飾語

が付かないまま、"哲学者"と言う場合、それはまさにアリストテレスを意味しているという

ことだけ見ても哲学者の代名詞と呼ばれたアリストテレスの影響がどれだけ深く大きいかを

推測することができる。キリスト教の神観で最も重要な概念である自存する神、創作者、超

越者、完全者の概念は、すでにアリストテレスの神観に内包されている。 

第一運動因としての自存者の概念と純粋形相としての超越者の概念、質料が完成される最高

の段階としての現実態の概念の中にキリスト教の神理解の精髄が既に表れている。アリスト

テレスにおける完全という概念は、運動の過程的な何ものも完全であると言うことが出来ず、

こうした生成過程が究極的に終わった状態、すなわち質料が完全に排除されて可能的存在が

ついに究極的存在となった状態を完全な状態と見た。こうした神観は愛と活動によって推進

されるダイナミックな宗教観というよりはギリシャ人特有の思索的かつ瞑想的な宗教観と言

えるだろう。 

もちろん、アリストテレスの神観では、神の性質をプラトンのように、善と理解しているが、

キリスト教のように愛と人格を兼ね備えた神として規定するのには及ばない。なぜなら彼の

神観はイエス·キリストの事件で明らかにされた人格神としてではなく、人間の知性と思索

を通して語る哲学的神を想定するからである。そのためにアリストテレスの神観を自然神学

の先駆的位置から見ることは公正であるといえる。 

それにもかかわらず、アリストテレスの哲学と彼の神観がキリスト教の教理史に与えた影響

はほとんど決定的だと言えるだろう。神の超越性問題においても神は力と権威において、世

界に内在するのではなく、世界を超越している。何故なら、この神は付随的なものに対して

独立している存在であり、偶然的なものに対して必然的なものであり、創造されたものに対

して創造するものであるからである。この神が現象世界とは全く異なるものということはで

きなくても、少なくとも現象界とは違う存在である。こうしたアリストテレスの神について、

神ができる唯一の仕事とは、自分自身を思惟することだけであって現象世界に如何なる作用

もすることができない、実に不精極まりない王だと酷評したとしても言い訳できない。私た

ちは、アリストテレスから宗教性を排除したギリシャ人の理性的な哲学的神と出会う。アリ

ストテレスの神は世界を統治したり、動的に摂理される神ではなく、ただ思惟自体にとどま

って観照する神にすぎず世界から忽然と離れている超越的存在なのである。 

 

 

Ⅱ.有神論：認識論的新 

1.存在論的証明 

内的霊魂の神秘的直観として神を知る方法をいう。聖アウグスチヌスの"告白録"は、内的省

察を通じて霊魂と対話した神を告白した本である。彼は"私はあなたを愛するようになった

のはかなり後になってからです。あなたは内におられたが私はあなたの外で探していました。

神は常に私と一緒におられたが私はあなたと一緒にいなかった"と告白した。トチュリアン

は、"霊魂は生理的にクリスチャンだ"と語っている。この方法は、神を証明するものではな

く、すでに先験的に持っている神の観念と内的直観に訴える方法である。 

カンタベリーのアンセルムスは神の存在について他の如何なる助けも受けずに、単に神の概

念から神の存在を導き出す論証を試みた。これがいわゆる神存在の"存在論的論証"である。

この論証は以下の通りである。人間は誰でも自分の考えの中に"それよりもっと大きいもの

を考えることができないその何か"だという概念や観念を持っている。いくら愚かな人であ

っても、その考えの中に、こうした観念を持っている。ところがもし"それよりもっと大き

いものを考えることができないその何か"という観念が、単純に考えの中にだけあると仮定

すれば、これより大きなものを考えるようになる。つまり考えの中でだけでなく、実際にも

いるということを考えることができるが、これは概念上矛盾である。従って"それよりもっ



と大きいことを考えることができないその何か"は、必然的に考えの中でだけでなく、実際

にも存在する。そのような存在を、彼は神と言った。つまりアンセルムスによると、神は存

在しないと考えることができない存在である。従って、神は必然的な存在なのである。厳密

に言えば、この方法は、神を知的に証明するのではなく、既に持っている神に対する観念と

内的直観に訴える方法である。つまり、すでに知っている観念を想起させたに過ぎないわけ

である。霊魂と神が遭遇すると、それは他者に会うのではなく、失っていた仲間に会うのと

同じだ。このように会う時、法悦の神秘体験が起こる。オーガスティンにおいて神を知るこ

とは真理を知っていることを意味し、真理は一瞬の閃光として心に映る光である。このよう

に映し出される光によって、私たちは霊魂を通して神を直接的に感得することができる。理

性的な知識はむしろ間接的であり、従って、絶対的確実性はないが、霊魂の感得だけは直接

的で絶対に確実性を持っていると見る。 

 

 

2.宇宙論的証明 

宇宙論的方法は、人間理性の論理的推理で外界世界を通して神を証明する方法をいう。聖書

のローマ 1 章 20 節は、"神が創造された被造物を通して神を知ることができる"と述べてい

るが、これは神の存在証明に対する宇宙論的方法に該当する聖句である。これは、内的直観

を通して直接的に神を知ることができるという存在論的方法とは異なり、間接的推論を通し

て神の存在を証明しようとする方法である。つまり、論理的推理によって神の存在を証明し

ようとする方法ということができる。存在論的方法で神は前提されるが、宇宙論的方法で神

は推論の結果として証明される。この方法は、13 世紀トマス·アクィナスによって代表され

る方法である。彼は直接的知識すなわち直観によって得られた知識は、信仰を前提とするた

めに、間接的論理的知識より普遍的な説明力が足りないと考え、この方法による神の存在を

証明しようとした。まず、トマスは神の存在問題を宇宙に充満する運動として説明している。

つまり宇宙に満ちた運動の源を見つければ結局、不動的でありかつ、すべての事物に運動を

与える不動的第一運動の根源が存在しなければならないということである。これがまさに神

である。この神は不動の存在という点で、それ自体が完璧な存在であり、常に現実に存在す

る純粋な現実的存在（純粋現実態）でしかない。この証明方法は、かつてアリストテレスが

不動の原動者である神を論証する時に使用した方法だった。 

第二に、神はすべての万物を存在させ、自らは原因なしに存在する第一原因者として存在す

る。つまり、すべての物事は、ある原因の連鎖的系列の中で存在するが、このような多くの

系列は無限に連続することはできない。究極的にある制限まで行くと原因なしに彼自身が原

因である第一原因があるが、それが神である。このように存在する存在の因果系列における

最高の原因を神とする。第三に、時間と空間の制限を受けている世界内のすべての偶発的存

在は、存在自体である存在しないことができない必然的存在を前提とする。従って、すべて

の偶発的存在の基盤であり、その存在の根源的存在である必然存在を神とする。第四に、す

べての存在は、お互いに異なる優劣の評価を持っているが、これらが"多いまたは、少ない"

を言うことができるためには、相対的価値判断の根本基準がなければならない。すなわち、

より美しいものとあまり美しくないもの、より善良なものとあまり善良でないものを語るた

めには、(美しいもの自体、善良なもの自体という）真善美の判断基準がなければならない。

こうした絶対的真善美の根源、または基準を神という。このようにすべての価値の優劣評価

を見ても最高の価値、または価値の根本的な土台となる絶対的価値がなければならないが、

これがまさに、神である。五番目に、いつも秩序整然とした宇宙を存在させる宇宙の支配者

を設定せざるを得ず、こうした存在が神である。このように神はこの宇宙を作った存在であ

り、宇宙を支配して一度に統括し、宇宙の存在目的を瞬間瞬間ごとに生かしながら支配する

支配者である。 

上で見たトマス·アクィナスの宇宙論的証明の方法は、次のように整理することができる。

すなわち、第一に、運動で運動の原因者を推理する。第二に、結果から第一原因を推理する。



第三に、偶然から必然を推理する。第四に、比較級から最上級を推理する。第五に、作られ

たものから作った者を推理する。このような方法を総括してみると、結果から原因をさかの

ぼって第一原因、すなわち、原因のない第一原因を設定することになり、その第一原因的な

存在を最後まで推論することで、神を証明した。物理学や生物学、天文学などを通じてミク

ロの世界からマクロの世界に至るまで宇宙を見ると、宇宙には調和と秩序があるということ

を知ることができ、こうした秩序の世界を偶然的なものと見ることはできない。このような

世界を説明するために、その背後に形而上学的な超越者を設定せざるを得ず、その超越者を

間接的に認識の推論過程を経て証明したのが宇宙論的神の存在証明の方法だということがで

きる。 

 

 

Ⅲ.有神論論争の終焉：カントとニーチェ 

1.カントの理性批判 

私たちは哲学史で、カントとニーチェが全く別の道を歩んだ代表的な哲学者だということを

知っている。それにもかかわらず、神の死を宣言するまで、ニーチェが伝統的形而上学に反

旗を翻した背後には、カントという天才的な哲学者の後光が垂れていることを否定できない。

ニーチェが注目したのは、伝統的形而上学とそれに基づく歴史的キリスト教の虚構性であり、

その実体を暴露して批判することを、自分の哲学の課題とした。ある意味でニーチェはカン

トの理性批判哲学が有神論の議論の終焉をもたらした契機になったことを認めながらも、ま

たそれを飛び越えている。 

ご存知のようにカントが行った理性批判は、伝統的形而上学が理性を無制約的に使用するこ

とに対する批判から出発する。カントは、伝統的形而上学で使用された理性（Vernunft）概

念を細分化して感性（Sinnlichkeit）と悟性（Verstand）と理性（Vernunft）に分ける。カ

ントがこのように理性を細分化した理由は、感性と悟性と理性の認識能力の限界を明らかに

することによって、人間認識の限界を明らかにしようした。感性は、私たちが対象によって

刺激を受ける時、対象を表象する能力（受容性）であり、悟性は感性的直観の対象を構成し

統一する思考能力（自発性）である。このように感性と悟性が経験対象と関連して、対象を

構成する能力であるのに対し、理性は経験やある対象と関係することなく悟性の規則を原理

の下で統一する能力（想像力）である。私たちは対象に対する認識が問題になる限り、経験

に基づいた対象だけを知ることができ、経験を超えたものと関係するとき、私達の思惟は、

二律背反に陥ることになる。 

ここで、カントは現象と物自体を分けて、現象だけが可能な認識対象であり、経験を超越す

る物自体についてどんな概念も持たず、何も知ることができないと言う。カントにとって認

識の限界とはまさに経験の限界である。このようにカントは、理性批判の作業を通じて形而

上学の独断論的誤りを指摘し、カント以前まで無批判的に使ってきた神的理性に制約を加え

ることで、人間理性の限界を明らかに示した。 

カントが言う物自体に該当するものとして神、霊魂、世界などがあり、有神論の議論と関連

して、神の存在問題が台頭する。ある意味で、カントの理性批判活動は、中世から伝承され

てきた神の存在証明問題と関連しており、このような神の存在証明が人間理性の限界を超え

た独断的理性によるものであることを指摘することに重点を置いている。一般的に有神論と

は神の存在の有無を意味する概念であるが、カント以来有神論とは、神の存在証明に関連す

る認識論的神を意味する概念として認識されてきた。従って、カントの理性批判活動は、中

世からデカルトまで伝承されてきた神の存在論的論証と宇宙論的論証を無為にする一方、有

神論の議論に終焉を告げる大事業（großeUnternehmung）だった。結果的に見ると、カント

の理性批判哲学は独断的な神的理性と人間理性に境界線を引く作業だった。 

カントの理性批判は超感覚的対象に対して無制約的に思惟できると主張する伝統的形而上学

の独断的理性に対する反省だった。カントの次のような有名な命題は、この点をよく現わし

ている。"感性がなければ、どんな対象も考えられない。内容のない思考は空虚で、概念の



ない直観は盲目的である。従って、概念を感性化することが必然的であるのと同様に、直観

を悟性化することも必然的である" ここで私たちが注目すべきは、カントが感覚、すなわち

感性的直観が認識の出発点になるという点だ。ニーチェがカントの理性批判を快く受け入れ

ているのも、まさにこの点による。 

ニーチェはすでに青年期の著作で理性に対するカントの先験哲学的反省を受容していた。"

まずソクラテスという人物を通じて知られている意味深長な妄想（Wahnvorstellung）一つ

がある。それは因果関係の糸口に沿って存在の最も深い深淵まで至ることができ、思惟は存

在を認識することができるだけでなく、さらに修正できるという揺るぎない確固とした信念

である"ニーチェによると"これは論理の中に隠されている楽天主義で、この楽天主義は、西

欧文化の基盤であり、永遠の真理に基づいてすべての謎を認識し究明することができると信

じて、時間、空間、因果関係を普遍妥当な絶対法則で説明した" これとは対照的にニーチェ

が見るにカントは、本質に対する認識が不可能であることを指摘し、さらに時間、空間の因

果関係を"単なる現象"を説明する枠組みとして理解し、その現象を最高の実在に昇格させる

ことはもちろん、事物の真の本質の位置につけたと高く評価している。ニーチェはこの二つ

の点が、カントが西洋形而上学の論理主義と争って刈り取った最も困難な勝利であったと言

う。 

 

 

2.ニーチェ：体の哲学 

ニーチェとは異なり、カントは理論理性の領域で経験を超越した対象を知ることはできない

とし、過去の形而上学の独断論に制限を加えたが、伝統的形而上学の課題自体を放棄するも

のではない。カントは、理性批判で有神論の議論の終焉を宣言したが、道徳的実践の領域で

実践理性の要請として神の問題を復活させている。すなわち神は理論理性によって認識され、

証明される存在ではないが、実践理性によって必然的に要請される存在だということである。

この点でニーチェは、カントの物自体と同じ究極的原因が、私たちの生活の中で意味を持た

ないと見て、カントと意見を異にする。ドゥルーズの次の言葉は、このような事実をよく指

摘している。 "ついにカントに対するニーチェの関係は、ヘーゲルに対するマルクスの関係

と同じだ。ニーチェに問題になるのはマルクスが弁証法を足で立てることがそうであったよ

うに、カントの批判を足で立てることである" 

すでにニーチェは現象と本質、肉体と霊魂、感覚と理性、現世と来世を区別する西洋の二元

論的形而上学を批判している。彼は世界も内面と外面が別に存在するのではなく、カントの

現象と物自体を区別することも誤りに起因するものだと指摘する。ニーチェはソクラテス以

降の形而上学とキリスト教神学を同じ二元論的形而上学として扱い、古代ギリシャ哲学をキ

リスト教の祖先格だと説明している。ニーチェはキリスト教式でも、カント式でも "真の"

世界と"仮想"の世界に分けることはただ退廃を示唆するものだと批判し、現世の生活を誹謗

して矮小化し、他の世界の話をでっち上げて幻覚を教える二元論的形而上学を非難する。ニ

ーチェが見るに、その退廃的二元論的形而上学の総体がキリスト教である。 

ニーチェは異教的なものとキリスト教的なものを区別して、異教的なものは自然に対する肯

定であり、自然なものの中には罪がないと感じる感情、つまり自然性（das Naturlichkeit）

であるのに対し、キリスト教的なものは、自然的なものに対する否定であり、自然的な本性

に罪があると感じる感情、つまり反自然性（die Widernaturlichkeit）である。ニーチェに

おいてキリスト教とは、自然から与えられた本来の価値を転倒した総括的概念である。従っ

て、キリスト教の神は病気にかかっている神を意味し、精神としての神を意味するだけで、

最も腐敗した神概念の標本である。このようなニーチェのキリスト教に対する敵対感は、"

神の死"を宣言し、絶頂に達する。 

"神は死んだ（Gott ist todt）。私たちは彼を殺した（Wir haben ihn getodtet）。殺人者

の中の殺人者である我々は、今どこで慰労を得るか？今まで世界に存在した最も神聖で強力

な者が今、私たちの剣を受けて血を流している。誰がこの血を洗ってあげるのか？どのよう



な水で私たちを浄化させるのか？...そのような行為をする資格を持つために、私たち自身、

神にならなければならないのではないか？これより偉大な行為はなかった....この教会が神

の墓と墓碑でないとすれば、いったい何なのだろうか？" 

ニーチェにおいてキリスト教は人生の情熱を斧で切ることによって、支配力、自尊心、官能、

その他の生活の楽しさに対して憎しみを表し、人生の源さえ揺さぶる宗教である。従って、

ニーチェはある告発者が口にした内容よりも厳しい審判がキリスト教に下されることを要求

し、キリスト教を断罪している。このようなキリスト教に対する断罪を総括するその中心に

キリスト教の神観がある。 

ニーチェにおいてキリスト教とキリスト教の神は、人生と人生の意志を否定する腐敗した宗

教であり、腐敗が早すぎることのない神である。ニーチェはこの世の生活を否定して来世の

救いを強調する宗教、現実の生活を肯定できず屈従的奴隷道徳を強要する宗教、さらに大地

に根を下ろすことができず、あの天上で精神としてのみ存在する脆弱で腐敗した神を真の宗

教、真の神と認めることができなかった。 

ニーチェ哲学の性格は一言で人生の肯定である。彼が強調する人生は、"所有することと、

より所有しようとすること、一言で表現すると成長（Wachstum）-これが人生そのもの（das 

Leben Selber）"である。そして彼は成長としての人生を力への意志（der Wille zur Macht）

と同一致する。すなわち、"人生は力への意志だ" 人生のあるところに意志があるが、その

意志は人生の盲目的意志（Shopenhauer）ではなく、疲れを知らず、生産する力の意志であ

る。従って、その意志は目標を持ち、より強くなることを望んで、より成長することを望む。

ニーチェはキリスト教が掲げる人間像と近世的人間像に反対し、このような人間像を克服し

た理想的人間像として"超人"を掲げた。力への意志が完全に具現化した理想的人間が超人で

ある。超人は反周知主義、反道徳主義、反キリスト教主義を代表する人物として、すべて来

世の夢を拒否して大地に向かう生活を生きようとする者を総称する名称である。 

ニーチェは、"人間的な、あまりに人間的な"のいくつかの場所で、西洋形而上学の二元論的

観点から維持されてきた世界の単一性、固定性、不変性、本質、実体、意志の自由などを取

り上げながら、形而上学は人間の基本的誤りを根本的真理であるかのように扱う学問である

と指摘する。さらに論理学のように厳密に見える学問も現実世界のどの場所でも該当しない

前提、例えば、事物の同一性のような前提を根拠としているが、このような前提は、学問と

相反する信仰と誤りに基づいている。ニーチェ哲学の根本的な人生そのものが生成であり、

従って、永遠の事実や不変的本質とは最初からない。 

さらにニーチェは狂気の沙汰（Tollheit）という過激な表現を使用しながらも、体と霊魂を

分離して、霊魂を重視し体を軽蔑してきた西洋形而上学の伝統を直接攻撃している。このよ

うにニーチェは体と霊魂の分離を認めず、感覚と理性の分離を認めない。周知の通り、デカ

ルトは、私が考えているという事実、つまり"考えている私（denkendes Ich）"を私が存在

する根拠とみなした。この時考える私（Ich）は、他でもない認識の主体であり、存在者の

究極的根拠となる。しかし、ニーチェはこれを覆し、私又は自我より偉大なものは、私

（Ich）の体であり、"小さな理性"と称されている霊魂や精神は体の道具に過ぎないとしな

がら、伝統的形而上学の立場を逆転させる。これに対するチャラツストゥラの言葉は次のと

おりである。"兄弟よ、あなたが精神と呼ぶ小さな理性もあなたの体の道具であり、あなた

の大きな理性も小さな道具であり、おもちゃである" ここで認識や思惟の機能に対応する意

識（Bewußtsein）は、小さな理性として体の一つの機能に過ぎず、体は認識や思惟という精

神的機能はもちろん、行動し実践する肉体的機能の全てを合わせる大きな理性となる。 

ここで体（der Leib）は、霊魂を自分の中に含めているそのような体を指し、従って、霊魂

は体を離れて別々に独立して存在することができるものではない。勿論、ここでいう体とは

一人一人の体でしかないことも明らかな事実である。このように見た時、ニーチェの体の哲

学は、唯物論的観点の一つに属すると言うことができる。その理由を"哲学の根本問い

（Grundfrage）"に基づき、観念論と唯物論に分けるエンゲルスの見解に照らして説明して

みよう。 



"すべての哲学の重要な根本的な問いは、思惟と存在の関係についての問いである。哲学者

たちは、この問いに対してどのように答えているかによって、両陣営に分けられた。自然に

対する精神の根源性を承認した人々-そしてこの世界は、たとえば、ヘーゲルのような哲学

者の場合、キリスト教より奇異でより不合理である-は、観念論の陣営を形成した。自然を

根源的に見た他の人たちは、唯物論の様々な学派に属する" 

これによると、ヘーゲル哲学が観念論に属する理由は、存在に対して思惟の優先性を語り、

自然に対して精神の根源性を主張しているためである。この観点は、プラトン哲学やキリス

ト教哲学でも同じだ。このような観念論は、体と精神の関係で精神が本質的かつ根源的であ

り、体が派生的かつ非本質的だと見る。しかし、ニーチェは、事物の背後の外の世界につい

て、世界と独立して、世界に先行して存在する本質や霊魂、超歴史的神のような西洋の二元

論的形而上学に批判を加え、"大きな理性として体"という観点から体と精神の分離を否定す

る。従って、ニーチェの唯物論は、彼の体の哲学に基礎を置く。 

ニーチェは人生を否定しようとする意志、人生に対する非難と中傷を教える道徳に背を向け

て、これと反対に人生を肯定し礼賛する反キリスト教的世界観をディオニソス的唯物論と命

名する。このように現実肯定の新しい価値を教えるニーチェのディオニソス的唯物論は、超

越的なものが除去された現実世界、まさにこの大地の上に根を下ろしている。ニーチェが主

張する大地とは、私たちが体を土台に生きるこの現実の世界にほかならない。従って、ニー

チェの唯物論は、痛みと喜びが混在する現実の世界を肯定し、また生活の土台となる大地と

体に対する愛を教える実践的唯物論と言うことができる。 

 

 

Ⅳ.現代無神論の諸類型 

1.フォイエルバッハ無神論 

現代無神論の宗教批判はフォイエルバッハによって完成された。彼の哲学はブラウンが指摘

したように、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、カント、ヘーゲルによって代表される精

神史の全世代に対する拒否である。この世代の精神史はデカルトの"私は考える（Cogito）"

という原則によって支配された。従って、現実認識はまず、考える主体とこの主体によって

規定されるすべてのものの認識である。特にヘーゲル批判を通してフォイエルバッハは、私

たちの頭が世界の外にあるかのように行動する現実性に欠けた哲学との断絶を行なった。 

精神、観念、儀式、思考の代わりに感覚、物質、自然、人間を哲学の主題としたフォイエル

バッハは彼の宗教批判を通じて、無神論の教父になった。彼の唯物論的人間学の立場から批

判された宗教理解は、ニーチェとフロイト、カール・マルクスとエンゲルスに決定的影響力

を及ぼした。彼の宗教批判はカール・マルクスとエンゲルスによって世界的な意味を得るよ

うになり、今日の社会主義国の無神論的宗教理解とその批判の根本的枠組みを提供した。彼

の理論はキリスト教神学に対する正面からの挑戦であり、信仰の起源と実践的意味を反省す

るきっかけとなった。 

エンゲルスはフォイエルバッハの人間学的唯物論の新しい意味を次のように表現した。"魔

法は破られた。システムは破壊され、矛盾も解消された。解放が何であるか知るには、この

本（フォイエルバッハの Das Wessen Des Christentums）"の影響力を自ら感じるべきであ

る。それに対する熱狂は、至る所で広範囲に現われた。同じ脈絡で、フランス共産主義者で

あり、哲学者であったルイアルトィセ（Louis Altusser）もこの本の影響力について述べた。

"フォイエルバッハの哲学は、人間を鎖から解放させた。彼は普遍史の幕屋を破り捨て神話

の欺瞞を破壊し、真理を発見して、人間に送った。時は来た。切迫する革命を胚胎する時が

来た。人間はこの革命で、ついに真の自分を意識するのであり、実際に真の自己、すなわち

自由と平等で博愛的な存在になるだろう" 

ヘーゲルは歴史の中ですべての矛盾、対立、不調和の現実を絶対精神の中に含め、和解させ

る弁証法的システムと統合を作った。このように思惟の法則は絶えず起こる矛盾の展開過程

を克服し、その展開と克服を通じて現実が発展するとヘーゲルは見た。しかし、ここで見落



とされたのは、論理的矛盾と現実とのギャップだった。矛盾は論理的に克服されることはあ

っても現実的に克服されることはなかった。つまり、精神哲学の体系の中で完結した世界史

と実際の世界史との間には根本的な違いがあった。このようにヘーゲルは、具体的に経験さ

れる現実世界全体を観念と思惟の弁証法的運動法則として導き出すことができるという錯覚

を生んだ。これに反してフォイエルバッハは感覚と経験で認識する人間、自然と交感して、

食べて働いて必要と貧しさを感じる具体的人間を哲学の主題にしたのである。 

フォイエルバッハの哲学の原則は、キリスト教神学の対象である神でもヘーゲルの思弁神学

が生んだ絶対精神でもなかった。あくまでも実在の存在であり、真の現実の人間だった。ヘ

ーゲルの精神原理を逆さにひっくり返して、自然を土台にして実際の人間、感覚的な人間を

彼の哲学の主要なテーマとして選択した。彼は実際の物質的世界を精神に正面から対立させ

て哲学の出発点とした。 

このように神から人間、精神から物質、観念から現実、理性から感覚に哲学の出発点を変え

たフォイエルバッハは人間とは、世界と現実のために生きなければならないと考えた。彼は 

"あの世で、霊魂の不滅ではなく、今ここで、生活を...そして霊魂不滅の個人ではなく、体

と精神が健康な地上世界の人間を新しい哲学の基礎とした" 

ここですべての学問の基礎を人間学として規定するフォイエルバッハの大転換が起こる。こ

れにより、ヘーゲルに対するフォイエルバッハの批判は、人間とは、人間自身だけで高貴な

存在であるだけでなく、人間は人間において最高の存在であるという命題に帰結した。革命

的な転換点となったフォイエルバッハの命題は、まさに"神学の秘密は人間学"という命題で

あった。 

無神論者の聖書と呼ばれる "System of Nature"で、ホールバッハの無神論が自然科学に基

づいた批判だとしたら、フォイエルバッハの無神論は、人間の自己疎外の産物として神の存

在を設定し神学の人間化を指向している。フォイエルバッハは、キリスト教の神とキリスト

教神学を人間学的に考え、神学の対象は人間学以外の何ものでもないという点を強調する。

こうしたフォイエルバッハ無神論の基底には、人間の本質の無限性とヘーゲルの疎外概念に

対する動機がある。人間は自分の有限性を認識しながらも、人間自身の無限の本質を投影

（project）して神を設定することができるというのだ。つまり、精神が疎外されたものを

物質と捉えたヘーゲルとは異なり、フォイエルバッハは、物質が疎外されたものを精神と主

張することで、ヘーゲルの疎外概念を逆転させる。このように、神の本質は、人間の本質以

外の何ものでもない。人間が神の本質について語るのは、人間自身の本質をそのように捉え

て言っているに過ぎない。神の本質であると思われるものは、人間の本質が投影されたもの

なので、神は人間が存在するように存在すると言うことができる。 

同じ脈絡で、神の本性に相当する愛、知恵、正義なども人間の本性の特性に過ぎない。フォ

イエルバッハには、人間は人間の神である(Homohomini deus est)。人間の外に存在する人

格の神は投影された人間の本質である。聖書が言うように、神が神のかたちに人間を創造し

たのではなく、人間が人間のかたちに神を創造したのだ。ここで人間は偉大な闘士となり、

神は偉大な投影物となる。 

フォイエルバッハのこのような立場は、ヘーゲル宗教哲学の根本命題と思弁哲学の内容を覆

す。ヘーゲルによれば、神は人間を通して自分自身を自覚して認知する弁証法の全過程であ

らわれる存在であるのに対し、フォイエルバッハは、ヘーゲルの思弁哲学を、人間が自らを

神として意識する心理過程と解釈することで、ヘーゲルの命題を覆す。彼は主語（神）と述

部（人間）は倒置されなければならず、そうすることで、純粋な真理に到達することができ

ると力説する。従って、フォイエルバッハは、神に関する人間の知を人間の本質に関する人

間の知に倒置させる。それでは、神の本質は人間の本質があり、もはや神が存在するのでは

なく、神として投影された完全性の総和である無限の人間が存在するとうことである。 

 

 

1.フォイエルバッハ無神論以降 



1）ダーウィンとドーキンス無神論 

ダーウィンは神の"創造"を "自然選択"に代替することで神の創造がなくても、生物の種は、

自然選択によって他の種に進化するということを主張した。ヘーゲル左派のシュトラウスは、

神の代わりにダーウィンの進化論が世界をはるかに合理的に説明する優れた理論だと主張し

ている。彼はキリストの代わりにダーウィンの進化論が倫理の根拠となれば、神の恩寵や同

情、愛などの倫理の代わりに、"万人に対する万人の闘争"と"適者生存"の強者の力が新たな

倫理になると予見した。 

特に、リチャード·ドーキンスは、個体人間を含む生命体を DNA または遺伝子によって創造

された生物機械と見て、その生物機械の目的は、自分を創造した主人である遺伝子を保持す

ることだと主張する。従って、自分と似た遺伝子を少しでも多く持った生命体を助け、遺伝

子を後世に残そうとする行動は、まさに"利己的遺伝子"から始まったのだ。こうした遺伝子

決定論は、分子生物学から別の還元論の問題を惹起する。ドーキンスは "ダーウィンは知的

で完成された無神論者になる道を開いてくれた（Darwin made it possible to be an 

intellectually fulfilled atheist）"と述懐しており、進化生物学の立場から創造論と"知

的設計論"を貶めている。彼は何かを設計するほどの複雑さを持った超自然的知性があると

すれば、それは単に、漸進的進化の過程で人間が作り出した最終産物であり、従って、この

ような定義によって神は錯覚（delusion）に過ぎないと宣言した。それによると、神は科学

的想像力を邪魔する有害な "錯覚"に過ぎないのだ。 

 

 

2）マルクス無神論 

カール·マルクスに決定的な反キリスト教的思想を提供した張本人は、フォイエルバッハだ

と言うことができる。フォイエルバッハは、"人間は人間の神である（Homo Hominis Deus）

"という原理を提示し、神的本質を人間本質の闘士として見、すべての中心に人間を置いた。

こうしたフォイエルバッハが若いマルクスの目に一つの凱旋将軍のように見えたのは当然の

ことだったであろう。マルクス無神論は、彼が主張した現実的かつ具体的な歴史的価値観か

ら始まる。マルクスによると、神は人間が作り出した抽象物であり、正常な社会では存在で

きず、ただ不条理な社会でのみ問題にされる存在だという。 

彼によると、神を認める宗教的人間は、自分の根源的存在を否定するものであり、抽象的想

像に意味を付与する存在であるとする。フランスのマルクス専門家シャンブルー（Chambre）

は "マルクスによると、神は無用の存在であり、危険な仮想の対象である。従って、神を信

じる信仰は、根本的に除去されなければならない。なぜなら、その価値が人類に解読を及ぼ

すからである "と言う。従って神の存在は、具体的人間の破壊であり、人間がその中心で離

脱する人間喪失の根源になる。 

さらに神は人間が追求する快楽を害し、人間自身の本質から脱して、人間を虚しくする邪悪

な要素だという。一歩進んでマルクス無神論は、戦闘的無神論の性格を帯びたが、これは単

に神がいないという理論的無神論ではなく、現実の中で神を追放しなければ、理想的社会を

成すことができない戦闘的性格を抱いているからである。共産主義が"宗教は民衆のアヘン"

だというのも、こうした戦闘的性格を示す一つの例だ。 

 

 

3）フロイト無神論 

フロイトは、フォイエルバッハ、マルクスと同様に、宗教を一つの文化現象と見た。19 世

紀に宗教学が台頭し、宗教の起源に関する問題は、歴史学、哲学、人類学、心理学などの支

援を受けて議論が行われた。ここでフロイトはダーウィンの原始遊牧集団に関する理論を彼

の出発点とした。フロイトは、"トーテム信仰とタブー（Totem and Taboo）"で原始宗教の

起源を子供のオイディプスコンプレックス（Oedipus Complex）理論から推論して説明して

いる。つまり、嫉妬心が多い父親が彼の妻を保護する目的で子を追い出し、追い出された子



が団結して父を殺して食べたのが、最初のトーテム祭りになった。フロイトは、原始社会を

苦しめた殺人と近親相姦は、オイディプスコンプレックスと照らし合わせて、父親を殺害し

た子供たちの罪悪感を軽減させるために、父親に対する尊敬とトーテム信仰が出現するよう

になったのが原始宗教の起源だと言う。トーテム信仰でトーテム動物が部族の祖先と呼ばれ

るのと同じく、彼らの父を神と呼ぶようになったのだ。 

フロイトによると、宗教とは、人類の普遍的強迫神経症（a universal obssessional 

neurosis of humanity）である。彼は 1927 年に発行された"幻想の未来（The Future of 

illusion）"で、宗教とは、成熟できない人間の神経症的依存感情であり、従って、現代人

が依存すべきものではないと宗教を貶めている。結局フロイトにおける宗教とは、人間の想

像の産物であり、幼児期の強迫神経症の反応に過ぎない。このように宗教とは幼児期的退行

現象なので、成熟した人間であれば当然、このような宗教的幻想から抜け出さなければなら

ない。結局、宗教とは人間の欲求のつまらない"闘士"という点でフロイトは、フォイエルバ

ッハの"闘士"と無神論に深く依存していることを知ることができる。従って、フォイエルバ

ッハに対する批判の大部分は、フロイトに対する批判に転用される。 

 

Ⅳ.無神論の克服とその代案 

人類の思想史の流れを端的に表現して見たときに、その基底に巨大な神観の戦いがある。人

類歴史は、有神論と無神論の戦い、様々な形態の神観を置いて全面勝負をかけた神観の闘争

歴史といっても決して過言ではない。プラトンが建てた人類初の大学"アカデミア"と彼の弟

子アリストテレスが建てたリケイオン学派の学問の基盤も神学であった。神学（theology）

という言葉を最初に使った人もプラトンであり、アリストテレスの目的論的世界観の究極的

頂点にも不動の原動者(Unmoved Mover)、すなわち神がいた。ところがアリストテレスの神

は形相の形相（eidos of eidos）で、純粋精神的存在であり、この神観がスコラ哲学を経て

キリスト教の正統神学の神観の基礎としての地位を確立するようになった。よく知られてい

るように、中世時代全体を揺るがした普遍論争の思想闘争の中心にアリストテレスの神観が

あり、この神観がカトリック歴史の正統・異端論争の尺度であったことは周知の事実だ。 

近世はもちろん、現代文明はある意味では、中世文明の影響から抜け出そうとする絶え間な

い熾烈な闘争であったと見ても構わないであろう。なぜなら、近・現代科学文明の背後にあ

る無神論思想は、まさに中世時代から提起されたキリスト教正統主義の神概念への挑戦から

出発しているためだ。 

現代に至って、マルクスとダーウィン、フロイト、科学的唯物論などは、科学の名でキリス

ト教の神観に挑戦し、ニーチェの思想に影響を受けた神の死の神学や現代哲学の主流をなす

論理実証主義もこのキリスト教神観との戦いだった。現代文明は、実にキリスト教正統主義

の神と一大勝敗を分ける熾烈で激しい神観の戦いの戦場から発生したものと見ることができ

る。キリスト教正統主義の神観が正しい神観であったなら、現代文明の無神論的挑戦は意味

を失い、敗北したことであろう。しかし、事態は違った方向に流れ、無神論的挑戦がむしろ

主流を掌握しているように見える。生物学の分野では、ダーウィンの進化論が科学的真理で

あるかのようになりすまし、世界のすべての教育現場で学習され、無神論的生物学を培養し

ている。上で指摘したように、ヘーゲル左派のシュトラウスは、神の代わりにダーウィンの

進化論が世界をより合理的に説明する優れた理論だと主張し、"万人に対する闘争"と"適者

生存"（survival fittness）の強者の力が、新たな倫理になると予測した。 

ダーウィンは神の"創造"を"自然選択"に代替することで、神の創造がなくても猿のような生

物種が自然選択によって人間に進化すると説明している。ここで猿が人間に進化したという、

とんでもない主張をすることで、人間的怒りの感情に訴えようとしているのではなく、生命

の躍動と創造の神秘を冷ややかな唯物論的生物学と機械論に還元してしまった進化論の非情

さを指摘しようと思う。それでは、適者生存の闘争思想と生命に対する無慈悲性、そして実

際に進化論が持つ教義である無神論から排除された神、すなわち生物学と生命現象から排除

された神をどこで見つけることができるか？ 



科学的唯物論の背後には、科学的知識が最も信頼できる実証的知識という前提と、物質が世

界の最も基本的実在であるという前提の 2 つの前提がある。科学的唯物論者は科学だけが客

観的知識であり、普遍的知識であり、同時に進歩的だと主張する。科学的唯物論では、物理

現象、自然現象、さらには生命現象も機械論に依存して説明することができ、すべての科学

領域は、究極的に唯物論的に還元されなければならない。従って、科学的唯物論には、神が

介入する余地が全くない。科学者は、神の補助仮説がなくても、物理、化学、生物学など

様々な経験科学の分野を正常に確立することができ、神を排除したまま唯物論だけで科学の

探求が可能だと強調する。天体物理学者サガン（Carl Sagan）は、科学的方法だけが永遠の

宇宙に普遍的に適用可能で、神への信仰は科学の究極性に反し、人間の尊敬の対象は神では

なく、自然でなければならないと主張した。 

科学の領域から排除された神は、さらに神学の領域でも居場所を失っている。東方正教会の

背後にはプラトン哲学があり、カトリック教会の背後には、アリストテレス哲学があり、プ

ロテスタントの背後には、カント哲学がその基礎的思想を提供しているということは、すで

に周知の事実である。しかし、キリスト教の正統主義神学は、中世の神学論争を通して形成

されたカトリックに基礎を置き、従って、歴史的にその神学の基礎を確立したのはアリスト

テレスの哲学神観だった。今日、ニーチェが神の死を宣言して以来、神学内部で起こった神

の死の神学は、キリスト教正統主義の精神的神観に対する抵抗と拒否の意思表示としてその

特徴を現わしている。神の死の神学者たちは、アリストテレスの精神的神観が聖書宗教であ

るキリスト教とは何ら関連性がないと主張し、"いったい、アテネとエルサレムが何の関係

があるのか？"という形で提起している。アテネのアリストテレス神観とエルサレム宗教の

ユダヤ-キリスト教の神観には何ら関係がないということを提起している。 

彼らは聖書宗教からアリストテレスの哲学的神観を排除することと、聖書宗教の伝統から新

しい神観を確立しようと主張する。そしてイエス·キリストを彼らの神観に置き換えている。

この挑戦は、神観の闘争史で非常に熾烈な戦いの一つの側面を示している。だからと言って

神の死の神学が掲げるイエス·キリストを聖書で明らかにされた神として定義することがで

きるだろうか？ 

できない！歴史的イエス·キリストを神自身として理解すれば、旧約聖書の伝承史で現われ

た創造の神とイスラエルの拘束史を通して摂理してきた超越的神は何ら意味がないからだ。

ここでは、この問題をより深く取扱うことはできないが、結論としてキリスト教正統主義の

第一の誤りは、アリストテレスの精神的神観をキリスト教正統主義の神観として受け入れた

ことであり、第二の誤りは、父なる神の息子キリストを三位一体論に一致させた教義にある。

聖書は、父と子の存在論的差異を明らかに指示しており、創造主の神と歴史的イエス·キリ

ストを同一視していないことを示している。この歴史的誤りからヘーゲル哲学が間違った前

提で出発し、世俗神学と神の死の神学のようなとんでもないことこの上ない論理の神学が出

現するようになった。 

正統キリスト教の神観に反して、現代の科学文明は科学的唯物論と無神論的神観を提示する

に至った。ここで無神論を神観の一形態として命名した理由は、現代思想の無神論的基調が

非常に強力な潮流を形成しており、"神論"をただ拒否するだけでなく、戦闘的無神論的パラ

ダイムを構築しようとする盲目的な宗教的性向を帯びているためである。例えて言えば、現

代の科学文明は神を退位・追放して思想的革命プロセスを経て、一つの無神論的政権を樹立

しようとする一種の権力闘争の様相を帯びているということができる。 

現代人、特に現代の科学者は、科学-唯物論のパラダイムと科学-無神論のパラダイムを無意

識のうちに受け入れており、科学が準備した庭で、ゆったりと暇つぶしを楽しんでいる。科

学者たちにとって科学-無神論のパラダイムが成立することができれば、逆に、科学-有神論

パラダイムも成立できるだろうが、科学者たちは、それを努めて冷遇している。科学から神

を排除し、科学-有神論パラダイムを排斥すればするほど、より科学らしい科学として認め

られ、科学で無神論を宣布し、科学-唯物論のパラダイムを主張すればするほど、立派な科

学として認められる無神論時代に私たちは生きているのだ。挙句の果てに科学の庭で科学-



無神論パラダイムは、正統嫡子として君臨し、科学-有神論パラダイムは、異端的なものと

して萎縮してしまった。 

元来、ガリレオ、ケプラー、ニュートンなど、ほとんどの近世科学者は、科学-有神論パラ

ダイムの信奉者たちだった。ニュートン物理学は無神論者の挑戦に対して神を証明するため

の動機から始まった。力学と物理学、天文学など近世科学は、宇宙法則に内在する神を探し

出す作業として促進された。ところが、無神論が横行する現代社会では科学が直面している

問題は、最初のころとは異なる様相を帯びている。科学の領域で神を排除した現代科学者は

もはや、神だけでなく、精神（意識）までもその領域から追放しようとしている。彼らは緻

密に準備した科学-唯物論パラダイムを構築することで、科学の領域で神と精神の両方を追

放しようとしている。そして彼らは純粋な唯物論だけを擁護し唯物論者として残ろうとする

傾向を明確に示している。 

無神論の時代にふさわしく、ほとんどの科学者はその大勢に押され、科学-無神論パラダイ

ムに便乗しようとする傾向がある。ところが科学-無神論と科学-唯物論の一組のパラダイム

は、単純性に訴えるという利点も持っている。科学ではこの一組の無神論と唯物論のパラダ

イムは、神や精神のパラメータを導入しなくても物質だけを関数とした科学理論を立てるこ

とができると主張する。よくカント-ラプラスの仮説と呼ばれる星雲説を明らかにしたラプ

ラスは、"科学で神を想定する必要がない"と力説した。彼らは科学で神と精神を排除した科

学的唯物論が単純な理論を好む科学の理想にむしろふさわしいと主張する。そして、単純な

理論であるほど良い理論であるという科学の目標と脈絡を共にすると自慢する。神と精神を

排除するほど優れた科学者になることができるという逆説が成立するというわけである。 

しかし、状況はそう簡単ではない。今日、科学は神と精神をパラメータとして考慮しなけれ

ば科学が置かれた状況を打開することができないほどの危機に追い込まれており、これ以上

進むことができない限界状況に立たされている。物理学の量子論とビッグバン理論、カオス

理論、そして脳生理学の最新理論の背後には、明らかに宇宙の設計者の構想と、宇宙全体の

生命体的関連性の有神論的パラダイムがある。ノーベル賞を受賞したエクルズの脳生理学と

別のノーベル賞受賞者であるプリゴジンの散逸構造（秩序を作り出す創造の構造）では、精

神の実体性と有神論的パラダイムを明瞭に示している。有神論と無神論は価値体系だ。そし

て科学で有神論と無神論が両方同時に真理であることはできない。いずれかは真理であり、

他の一つは似非でしかない。 

ここで我々は、絶対価値の基礎の上に、科学という建築物を建てようと意図された文鮮明先

生の洞察力に注目せざるを得ない。文鮮明先生が提唱した国際統一科学会議は、無神論的時

代に追放された神を取り戻し、神を中心とした文明を建設するためにしなければならない必

然的課題である。国際統一科学会議の意味を知るために、我々はまず、現代科学文明を解釈

する文先生の観点を理解する必要があり、さらに科学と絶対価値、神の定義、そして緊迫感

をもってこの会議を主宰せざるを得ない時代的必然性を理解せざるを得ない。しかし、明ら

かなことは、この国際会議が、現代の科学文明で失われた神と絶対価値をどのように回復し

て取り戻すかという問題と関連があるという事実である。それでは、現代文明で失われた神

は何であり、今どこにいるのか？ 

現代文明の中で最も究極的かつ現実的に重要なテーマは、神の問題であり、正しい神観を確

立することが何よりも急務で根本的作業にならざるを得ない。これは、新しい神観を確立す

る統一思想の作業とも関連している。文先生は自然万象と聖書の核心的内容を細かく研究し

た末、神は二性性相の神だという結論に達した後、それを宇宙、自然、歴史、聖書の内容に

それぞれ適用し、それが間違いないという確信に至ったのである。こうした神理解に関する

統一思想の方法は、科学で使用する仮説演繹的方法のような学問理論の方法論に当てはまる

と言える。 

科学で通用するニュートンの力学理論、アインシュタインの相対性理論など科学理論も、基

本的に仮説演繹的性格を持つ。今日の科学理論は経験をもとにした帰納過程から得られるも

のではなく、科学者の直観と想像力によって仮説演繹的に得られた内容が広く通用されるよ



うになったものである。科学理論は"経験"と"帰納"をもとに作られるものではなく、"理性"

と"演繹"に基づいて作られる。このように科学理論は根本的に仮説演繹的性格を持つ。そう

いう意味では、宗教的真理と科学的真理は心理学的な面で互いに類似した性格を持っている。

その理由は、啓示や宗教的直観に基づいて、至るところを巡礼したアブラハムの生活や、科

学的直観に基づいてあれこれ理論を提示する科学者の生活の全てが、直観と推論、想像力、

そしてそうなるだろうという将来への信頼に依存しているためである。 

原相論に対する統一思想の方法論は、科学的方法論と同様に仮説演繹的性格を持っている。

方法論的な面で見ると、統一思想の原相論は仮説演繹体系だ。ところが、科学的理論と同様

に、直感的知を通して得られた原相論のその理論体系は、単純に仮説的システムにとどまる

ことなく、真理として残るためには、経験的事実によって検証されなければならない。この

ような脈絡から統一思想の原相論は宇宙、自然、人類歴史そして聖書のどの内容に適用させ

てみても動かすことができない事実を証明しているために、複数の仮説の一つの仮説として

終わるのではなく、確固とした基盤を持つ理論であり、真理システムだと言うことができる。

統一思想では人間の問題、宇宙万物の問題、社会と世界の問題、そして芸術、価値、文化、

歴史、教育など様々な問題は、すべて神の原相論から導き出される理論である。そのため、

原相論はすべての理論の根拠となり基準となる理論である。そして原相論は単なる仮説体系

ではなく、すべての学問領域で経験的事実として確認され、検証されたものであるため、確

実な学問の理論体系と言うことができる。 

 

1.有神論を越えて 

まず、私たちが議論を始めなければならない点は、再度カントに戻り、伝統的有神論が持っ

ている認識論的神観の誤りを理解することである。カントの指摘は正しい。カント以後、有

神論の議論が終息したのは偶然のことではなく、カントが神を（認識論的に）証明"できる"

という議論が神を証明することができ"ない"という議論と同時に、二律背反的に成立するこ

とを証明して見せることで、有神論に関する論争を終息させることができた。カントが証明

して見せたものは、キリスト教伝統主義の有神論がもはや有効でなく、廃棄するしかない運

命に処していることを指摘したものである。カントの議論をさらに延長して考えてみると、

キリスト教の"有神論"が成立することができれば、"無神論"もまったく同じように論理的正

当性を持って成立するということだ。見方によっては、有神論と歴史的キリスト教を論駁し

たカントを無神論者として扱うことができるが、実践理性で道徳的に神を要求したのを見る

と、カントは明らかにキリスト教敬虔主義の立場に立っていることを否定することができな

いだろう。 

ポール・ティリッヒが言及したように、教父神学ではプラトン、中世スコラ神学ではアリス

トテレス、そしてプロテスタント神学ではカントがその哲学的基礎を提供ていると指摘した

ことは決して誇張された話ではない。それだけカントのいないプロテスタント神学は考えら

れない。それにもかかわらず、なぜカントがキリスト教正統主義、より正確に言及すると、

中世、近世に至るカトリック正統主義の神観を攻撃したか注目してみるべきであろう。 

カントと同様に、筆者が言及した無神論の二つの流れのうち、有神論はその一つだと指摘し

ているのは、キリスト教有神論には無神論の他の顔がぶら下がっているからである。そして

無神論時代を理解するということは、単に無神論思想に対する批判と敵愾心で一貫してはな

らず、無神論思想が蔓延するしかなかった理由とその根拠を逆説的にでもキリスト教有神論

の誤りから見つけなければならないからである。これが有神論と無神論が持っている二つの

顔であり、有神論と無神論が交雑によって縛られているコメディのような現実なのである。 

まず、キリスト教有神論の問題点を指摘してみよう。最初に、キリスト教有神論は、アリス

トテレスの教義に沿って神を形相の形相、純粋形相として定義し、純粋精神的な存在として

規定した。この純粋形相、すなわち、神はすべての事物が自分に向かって自分を目的として

運動するように究極的な動機を付与する存在であると同時に、すべての運動の過程が終わり、

もはや到達できない運動の最終段階で得られた結果を言ったりもする。従って、神はアルフ



ァでありオメガであり、神から始めた世界の運動は神で終わる。すべてのものを運動させ、

生成するが、自分は運動しない不動の原動子とは、物質性を完全に排除した純粋精神的状態

である。ヘーゲルも同じだが、キリスト教の神観の盲点もこの点にあるが、如何に純粋精神

から物質であるこの世界が産出されたかが問題である。アウグスチヌスが"無からの創造性"

を語る時、彼は神の絶対性で精神から物質を創造することができたと弁明しており、ヘーゲ

ルは弁証法を創案して精神から物質の"疎外"を論理的に正当化することができた。 

筆者が見るに、このようなキリスト教の根本的教義に対するアウグスチヌスとヘーゲルの馬

鹿げた弁明は、キリスト教の最大のスキャンダルと言うことができ、それはキリスト教の神

を純粋形相として規定してきた歴史的キリスト教の誤りに起因すると言える。統一思想から

見たとき、神はアリストテレスが主張するような思惟自体や純粋精神ではなく、ヘーゲルが

考えるような絶対精神ではない。形相の形相、純粋思惟、絶対精神など、すべてのものは神

の属性、すなわち神の性相に過ぎない。キリスト教最大のスキャンダルは神と思惟自体を同

じものと捉え、それをキリスト教神学の出発点としたことにある。だから"精神としての神"

とは、キリスト教の神観が、"物質としての神"という唯物論の挑戦の前になすすべがなかっ

たのは、私たちが既に周知している事実である。ここで、"神は精神であることはできない"

という結論に達する。 

第二に、ポール・ティリッヒやハンス・クィンなど現代キリスト教神学者たちは、無神論の

時代に要求される神は明らかに有神論の神観を超えたレベルで定義されていることを強調し、

"存在の深さで出会う神（ポール・ティリッヒ）"、実践する生活の中で、"信仰"の"体験"を

通じて出会う神（ハンス・クィン）を言及する。神は認識の対象でもなく、道徳的要求の対

象でもなく、聖書の排他的証言だけで出会うことができるものでもなければ、神と出会うこ

とができる場所は不安で不確実な現実の上に立っている人間の"存在"領域でしかない。統一

思想から見た時、神は認識や合理的理解の対象でもなく、道徳的要請の対象でもない。上で

見たように、統一思想の原相論は仮説演繹体系である。従って、統一思想の神はすべての実

在の存在論的根拠を提供し、存在の意味と価値を付与するための必要性のために前提となる

存在である。 

統一思想で神と被造世界、神と人間の関係を主体と対象の相似の関係として説明しているが、

これは現象世界と"別の次元"の実在があるという意味であり、その実在が現象世界を超越し

ているというのではなく、現象世界と相似の関係として関与し結合しているという意味であ

る。我々は、統一思想のような相似の関係を、プラトン哲学でその類型を見つけることがで

きるが、彼はイデア界と現象界のあり方を存在有備論的に説明している。すなわち、統一思

想の神は"あの上"と"あの外"で現象界を超越して実在する存在ではなく、現象界と"別の次

元"に実在しながらも、相似の方式で関与する存在なのである。そういう意味で統一思想の

神観は、キリスト教有神論（二元論的形而上学）を克服することができ、現実の人生が重視

される今日の無神論時代に備えた神観として位置づけることもできる。 

相似の方式によって現象世界と"別の次元"で実在する存在であるため、統一思想の神はポー

ル・ティリッヒの言葉のように、すべての現象世界の存在に対して、"存在それ自体"として

存在し、すべての存在するものに対して存在論的土台と根拠を提供する。 

統一思想における神の二性性相は、被造世界の二性性相の普遍的特性を推論して得られた帰

納的結果である。一般的に科学理論を立てるうえで、"仮説"は、帰納推論を通して得られた

帰納的結果である。同様に、被造世界の共通事実を通じて得られた帰納推理の結果である"

神の二性性相"は、仮説演繹的体系では"仮説"の役割をすることになる。問題は、仮説とし

て立てられた "神の二性性相"がどれだけ経験の次元で検証または確証されるか否かにかか

っている。もし経験の次元で確証されることなく、反証されれば、その仮説は説得力ある"

理論"としての役割を果たすことができなくなる。 

科学的仮説がそうであるように、統一思想の神の仮説も、多くの事例で検証されさえすれば、

その仮説は仮説の次元にとどまることなく、確実な"理論"として残る。ここで我々は、科学



の仮説と経験的検証の問題が統一思想のそれと"果たして同じ方法で適用されるだろうか？"

という問題と直面することになる。結論として筆者の見解は、"そうだ"である。しかし、統

一思想で"神"や"神の二性性相"のような形而上学的仮説は、科学の仮説とは異なる方法で検

証される。つまり、科学の仮説が経験（実験）によって客観的に検証される方法とは異なり、

形而上学的仮説は間接的であり、主観的な方法によって検証される。それは科学と形而上学

的な特徴を見てみると、その仮説の特徴的違いを認めざるを得なくなるからだ。科学理論と

形而上学の理論が"理論"という点では同じなので、両方の理論は"仮説と検証"のカテゴリを

脱することができない。しかし、形而上学の理論が科学理論と異なる点は、形而上学の命題

が経験の次元から客観的に実験することができないという点である。 

しかし、形而上学の命題が間接的かつ主観的な方法で"検証"することができれば、問題は異

なる。形而上学の命題は特性上、そのような検証方法を取るしかないからだ。筆者とは別の

観点であるが、ハンス・クィンが無神論時代に神の存在問題を扱う方法もこれと同様である。

彼は不安で不確実な時代的状況で神の存在を信頼したり拒否する問題は、個別的人間の"信

仰体験"の可否によって決定され、そうした方法で神の存在が"証明"されるしかないと主張

する。"客観的"実験が可能な科学とは異なり、宗教的経験は"主観的"でしかないからだ。そ

のような点で信仰体験を強調するハンス・クィンの神観は正しく、認識の次元にのみ留まる

有神論の神理解を超えている。しかし、ハンス・クィンの神理解は筆者の説明とは異なり、

限られたものでしかないのは、彼の説明が"仮説と検証"という理論の構造的特徴を提示でき

ないからである。もう一つ指摘する部分は、神経験を"信仰体験"として規定できるかという

問題も提起する。 

私たちは、神の存在を証明する問題が"認識"の次元では不可能であることを有神論の議論で

十分に議論した。しかし、それはハンス・クィンが言うように、"信仰"の次元で可能であろ

うか？筆者の答えは"そうではない"である。なぜなら、神の存在は認識されたり、信仰で証

明される次元ではないからだ。もし、そうであれば'不合理なので信じる"という教父トチュ

リアンの存在論的神証明とハンス・クィンのそれと何が違うか？存在論的論証が無神論の攻

撃を避けることができなかったように、ハンス・クィンの神証明も同じ運命を歩むしかない

というのも自明に思われる。筆者が見るに形而上学の理論で神証明の経験的基礎は、個人の

主観的"体験"でしかなく、その体験は如何なる推論や直感による"認識"でも、如何なる合理

的"理解"でもなく"信仰体験"でもない。その体験は、神の本質である"心情"の体験から可能

である。父母と子の相似関係からわかるように、神の存在方式もそのように相似関係で存在

するため、神体験する証明の方法も"心情の体験 "を通してのみ可能であることが分かる。

そうしてのみ、無神論が挑戦するこの時代に有神論の限界を超えることができ、その結果、

新しい"神証明"の地平を開くことができるからだ。 

 

2.無神論を超えて 

無神論の一般的特徴をみると、すべての無神論が唯物論哲学や体の哲学の基礎の上に立って

いる。フォイエルバッハがヘーゲルの観念論を倒立させたように、ニーチェがキリスト教形

而上学を逆転させたのも、無神論哲学がすべて唯物論という形而上学の基礎の上に建てられ

たからである。"イデア世界"と"現実世界"という二元論的形而上学とキリスト教二元論に反

して無神論思想は、私たちが経験することができる現実世界だけを認める。そのため、彼ら

にとっては超越的世界とはどこまでも人間の"闘士（フォイエルバッハ）"または存在しない

"あの世（ニーチェ）"に過ぎない"仮想"世界である。 

唯物論は、宇宙の根本的実体を物質として見、精神や意識は物質の反映や投影に過ぎないと

見る見解で、フォイエルバッハによって典型的な例を示した。統一思想の立場でも、物質の

実在性は妥当であるとみるが、"物質は意識から独立している"と主張したり、"精神は高度

に組織化された物質（脳髄）の産物である"という主張は正しくないと見る。統一思想は、

人間の意識と物質の世界は相互関連性を持っており、むしろ人間の意識が主体となって対象

である物質世界を主管するようになっていると見る。しかし唯物論は、精神と物質の主客関



係を転倒させ、さらに非物質的霊魂や世界精神を認めないところに問題がある。彼らは知識

も精神の自発的創造でなく、外部世界の反映であり模写に過ぎないと主張し、根本的に反宗

教的無神論的立場を堅持する。無神論の根は唯物論哲学であり、この哲学は、精神と物質の

主客関係を逆転させ倒立された世界像を示している。 

一方で、人間を物質的存在や進化した動物的存在として見る無神論思想と性解放理論は密接

な関係を持っている。マルクスの唯物論、ダーウィンの進化論、フロイトの心理学などがそ

れをよく証明している。フロイトはダーウィンの影響を大きく受けて人間を性的衝動（リビ

ドー）により調整される動物的存在と規定した。かれによると愛とは"性的結合を目的とし

た性愛"である。フロイト左派のマルクーゼはマルクスの唯物論を基礎として、ブルジョア

イデオロギーでエロス（性）を解放してエロス文明を実現することを主張している。従って、

無神論と性の解放理論を克服するためには、神への正しい理解とその思想に立脚した真の家

庭の倫理観を定立することが優先されなければならない。 

一夫一婦制の拘束を脱して性の自由を擁護する人々は、既存の家族制度を猛烈に非難してい

る。彼らは性欲求の抑圧は健康に非常に有害であり、心理と神経障害を起こすと主張してい

る。キリスト教教父神学者アウグスチヌスは、キリストに献身するため情欲を弱める手段と

して結婚の必要性を主張する。結婚生活は情欲を弱めることで、より大きな罪である淫乱を

防止しようという消極的な意味の善にすぎない。 

しかし、聖書の伝統を見ればそうでないことを知ることができる。創世記 1:27 によると、"

神は自分のかたち、すなわち、神のかたちに人を創造し、男と女を創造された"と記されて

いるが、これは神の姿が一人の男（アダム）と一人の女性（エバ）を通して、具体的に具現

化したことを意味するものである。統一思想は、神の姿（Imago Dei）を哲学的または形而

上学的に解釈しようとするいかなる試みにも反対する。文鮮明先生は、"神は内的位置で内

的父母になり、アダムとエバは外的な位置で、外的な父母になります。...神と人間が愛で

一体化し、真の父母、つまり完成した人間になるはずでした"と言われる。アダムとエバの

最初の家庭は、神のみ言が肉体となられたキリスト教の受肉化（incarnation）神学以上の

重要な意味を持つ。最初に完成した夫婦は神のみ言だけでなく、真の愛と心情が肉体となっ

た完成実体なのである。 

最初の一人の男と一人の女の結合は神が顕現する至聖所として神的価値を持っており、全世

界家庭共同体をなす拠点となる。このように統一思想は、神の姿は人類最初の夫婦、つまり

真の父母の姿を通して具現化されると言う。一方、女性解放神学者たちは、キリスト教神学

を家父長的秩序をイデオロギー化するのに寄与したと批判し、"父なる神"の代わりに"母な

る神"論を提起する。しかし、神は男性格主体だけでも、女性格対象だけでもない。統一思

想は、聖書が語っているように、無形の神様の姿と、人類最初の夫婦、つまり真の父母の目

に見える姿の中で会うことになると説明する。こうした統一思想の神観こそ無神論時代の荒

波をかきわけて航海するのに適した神観であり、価値観の混乱にさまよう若い世代に非常に

有用な神観として位置づけることができると確信することができる。 


