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ICUS、ニューサイエンス、神科学 

金振春 

天一国最高委員；天法苑議長 

１．Introduction 

去る 2月、17年ぶりに第 23回 ICUS（International Conference on the Unity 

of the Sciences）がソウルで開催された。『絶対価値を中心とした科学の統一』

を主題として 1972 年に第 1回 ICUSが開催されて以来、2000年まで 22回にわた

って開催された。23 回目の ICUSの主題は『地球環境の危機と科学の役割』だっ

た。その間 ICUSが追求して来た「神様を中心とした宗教と科学の統一」に対す

る新しい地平を開いた。 

ICUSは本質世界と現象世界、内的真理と外的真理を統合した観点から理解しよ

うとする。そうして宗教と科学を完全に統一した一つの課題として理解するの

を目標とする。宗教と科学は、まるでコインの両面のように本質的に関連して

いるためである。 

宗教と関連した内的真理も摂理の進展によって新しい啓示によって時には革命

的な発展をする。科学と関連した外的真理も同じように科学的革命を通じて自

然に対する理解を完全に変えなければならないことが生じる。現代物理学に基

づいた現代科学では自然現象の基本要素であるエネルギー、物質、時間、空間

に関する理解を根本的に修正しなければならなかった。このような本質的変換

は、1900年初めから台頭した相対論と量子論によって起きた。これを通じて私

達は既存の物理学、化学、生物学、医学、天文学はもちろん、宇宙観、物質観、

世界観に深刻な修正をしなければならなかった。 

1970年代中盤から「ニューサイエンス」（new パラダイム science, new 

science）が論議され、「情報」（information）という概念が重要に台頭した。

情報はエネルギー、物質、時間、空間と直接的な関連がないので、これらに関

連した方程式や関数関係に従わない。ニューサイエンスでは情報がエネルギ

ー・物質・時空間に影響を与え、エネルギー・物質・空間に情報が含まれると

主張する。さらに情報は、人間の心とも密接な関係を持つので、科学は人間と

より深い関係を結んでいる。 
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ところが現代科学やニューサイエンスではエネルギー・物質・時間・空間や情

報の起源に対して論議しない。また宇宙ビッグバン以前、存在法則の起源、存

在法則と存在目的の相互関係、霊界の実存、霊界と自然界の相関関係、人間完

成と宇宙完成、理想世界の科学等に関しても言及しない。このような主題はニ

ューサイエンスを超えて、「神科学」（God science）の主題ということができ

る。存在に対する正常な理解をしようとするなら神科学が必ず必要である。 

本研究においては ICUS、ニューサイエンス、神科学に至る革命的科学発展に関

して論議する。 

２．第 23回 ICUS 

文鮮明総裁様は、宗教と科学の統一に対する起源は神様であると言われた。神

様は、万有の第一原因であり本体であるためである。したがって神様を中心と

しなければ宗教と科学の統一はむずかしい。そして科学は、人間が自然と宇宙

万物を真の愛とみ言で主管して彼らの存在目的を極大化するのである。自然は

神様が人間のために準備した環境なので、人間が自然をよく主管するとき、自

然も人間に必要なものを返す。したがって人間と自然は神様を中心とした一つ

の有機体という価値観が必要である。 

1次から 22次までの ICUS（以下「ICUS前期」）では、相対的価値中心から普遍

的・永久的・絶対的価値を追求し、部分的・不均衡的発展において統合的・統

一された方向を追求した。1972年から 22 回にわたって学際間の学問統一の成果

は一致（consilience）の肥やしとなったということができる。 

ICUS前期は文総裁が国際文化財団（ICF）を通じて主導し、万物主管（第三祝福）

の性相的・理論的側面が強調された。そうして「絶対価値を中心とした学問定

立」について発表と討論が行われた。第 1回から第 22回まで 2、030余名が参

加し、その中には36名のノーベル賞受賞者達がいる。ノーベル参席者の中でJohn 

Eccles（第 2、3回）、Louis ド・ブロイ（第 3回）、Brian D. Josephson（第

3回）、Werner Heisenberg（第 4回）、Leon N. Cooper（第 4回）、Ilya Prigogine

（第 4回）、Emily Segre（第 4回）、Eugene P. Wigner（第 5、6、7回）、Hans 

A. Krebs（第 8回）などは科学発展において革新的貢献をした。 

ところが 2000年、第 22回 ICUS以後、地球環境の危機が高潮して、気候と生態

系破壊が深刻になり、それによって産業、食糧、健康、エネルギー等の多くの
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問題が発生した。これに ICUSの共同創始者の韓鶴子総裁は、このような当面の

問題の解決のために 17年ぶりに ICUSを復活した。 

第 23 回 ICUS は「ICUS 前期」（第 1 回-第 22 回）を相続しながら「ICUS 後期」

（第 23回-）の新しい主題を出発する摂理的意味を持つ。「地球環境の危機と

科学の役割」という主題を中心として発表と論議が行われた。地球環境の危機

には環境汚染、資源枯渇、地下水枯渇、生物絶滅、漁場崩壊、砂漠化加速、オ

ゾン層破壊、気候の変化などがある。このような問題点達は政治的、経済的、

社会的方案では根本的解決に限界性があるので、韓総裁は、科学の観点から解

決しようとする。このためには既存の主流現代科学と新しいパラダイムのニュ

ーサイエンス、さらに神を中心とした神科学が一緒に考慮されなければならな

い。 

ICUS後期のこのような今後の方向性は、韓総裁の 2月 4日特別昼食のみ言から

も知ることができる。 

『神様は天地万物を創造されて永存できる循環法則を立ててくださりました。

しかし間違った人間のために、今日、美しい地球が病んでいます。…皆様は、

天の秘密を知らなければなりません。神様を知らなければならないのです。地

球星は、神様のものです。…神様が創造された方向のままに、循環法則に従う

ようになれば公害は有り得ないのです。…これ以上人間の生命を脅かし、地球

の存続を脅かすことを防がなければならないということです。…74億の人類が

神を中心とした人類一家族地上天国を作るのに皆様の努力が切実に必要なため

に、科学者大会を復活したのです。』 

韓総裁は、ヒョジョン（HJ）国際科学統一財団（HJIFUS）を通じて ICUS後期を

主導して、万物主管の形状的・実質的側面を強調している。韓総裁は、実質的

な人生の環境と人生の質を向上する地球環境の保護と復元、食糧・健康と資源・

エネルギーの解決、技術・産業の開発・活用等に主眼点を置く。 

第 23回 ICUSにはノーベル賞の受賞者 Luc Montagnier、Shuji Nakamuraを含め

10ヶ国、55人が参加した。今回の第 23回 ICUSの成功的開催に際して、より具

体的で実質的で持続可能な地球環境の保護と復元のためには財団設立が必要と

なった。さる 6月2日、アメリカ政府の許可を取って HJ国際科学統一財団（HJIFUS）

が公式的にアメリカ・ワシントンで設立された。設立目的は、『科学者達が地

球環境を保護し、壊された自然を創造当時の状態に復元するための方案を研究

して、その成果を実用化し、これを国家及び国際的政策に反映する課題を推進
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支援』するのに置いた。扱うべき主要主題には地球環境の危機とその克服のた

めの優先順位（必要性、可能性、便宜性、効用性、経済性等の観点）、地球環

境危機の解決方針と施行可能な方案（理論と実際応用の例）等である。これに

関連した学術行事、研究支援、政策提案等をするのである。 

文総裁を中心とした ICUS前期は『絶対価値を中心とした科学統一』が核心主題

であった。反面に韓総裁を中心とした ICUS 後期は『地球環境の保護と復元』が

核心主題である。ICUS前期は絶対価値を中心とした学問の統一を通じて地上天

国建設のための内的側面が強調された。反面に ICUS後期は ICUS 前期を相続す

るが地上天国建設のための実質的な面を強調する。すなわち、前期と後期はそ

れぞれ縦的・横的、性相的・形状的、理論的・実質的側面から神を中心とした

宗教と科学の統一に互いに会って合一される。すなわち、前期と後期は「神を

中心とした地上天国建設」という究極的目標を達成するためのコインの両面の

ような役割をしている。 

3.ニューサイエンスのための科学革命 

科学史学者のトマス・クーン（Tomas クーン、1922-1996）は、1962年『The 

Structure of Scientific Revolutions』（科学革命の構造）を出刊して世界的

反響を得た。今でもこの本は古典になって、全世界的な best seller である。

クーンはパラダイム理論を紹介したが、この理論は二十世紀後半の代表的文明

観に位置づけられるようになった。またこの理論は、科学発展の方向に新しい

里程標を立てる契機となった。 

クーンによると、科学は新しいパラダイムによって革命的に発展する。すなわ

ち、科学は連続的・漸進的ではなく、不連続的・非漸進的に発展するので、理

論と理論の間には断絶が生じる。パラダイム間には比較と合理的選択が不可能

であり、両者間には中立的な概念がない。また、科学は異常現象の出現で危機

にぶつかって崩壊するとき、科学革命を通じて発展する。彼は科学革命を「昔

のパラダイムが両立不可能な新しいパラダイムによって全面的、あるいは部分

的に置き換えられる非漸進的な発展のエピソード」と説明する。 

科学発展の過程は、パラダイム無く研究→パラダイム定立→正統科学（normanl 

science）→変則事例登場→危機→科学革命（新しいパラダイム）→新しい正統

科学に反復する。 

1段階:パラダイムを受け入れれば「正統科学」になる。 
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2段階:「正統科学」が発展して「変則」事例が登場すれば、「危機」に繋がる。 

3段階:「危機」が持続すれば「新しいパラダイム」が登場して「科学革命」が

発生する。 

4段階:「新しいパラダイム」が受け入れられれば「新しい正統科学」が始まる。 

クーンは、『科学革命の構造』で科学発達の過程（process）と段階（stage）

を提示している。 

本研究においては、このような科学革命の構造を 3段階の観点から探る。 

一次科学革命は、「現代科学」（Modern science）による革命である。現代科

学は、Newton法則を中心とした古典科学（Classical science）から革命的変化

を招いた。古典科学は、古典物理学（Newton 力学）が EMTS（エネルギー・物質・

時間・空間）に作用するクラシックな体系である。すなわち、古典物理学は、

絶対時間と絶対空間、エネルギーの連続性、エネルギーと物質の独立性、ニュ

ートンの重力等に基づく。けれども現代科学は、現代物理学が EMTSに作用する

全く違った体系である。現代物理学は「相対論」（特殊、一般）と「量子論」

（量子力学、量子場）を二本の軸としている。この二つの理論は、エネルギー、

物質、時間・空間に関する既存の概念を革命的に変えた。 

二次科学革命は、「ニューサイエンス」による革命である。「情報」（information）

を中心とするニューサイエンスは、相対性法則と量子法則を中心とした現代科

学からまた他の革命的変化を招いている。ニューサイエンスは、現代物理学の

土台の上に情報波動（information wave）・情報場（information field）を適

用する新しいパラダイムの科学と言える。 

ニューサイエンスは、「トーション論」（トーション場、トーション波）に基

づく情報波動・情報場を中心とした科学である。現代科学は相対論・量子論を

軸にする現代物理学にパターンを置くが、ニューサイエンスはトーション論を

軸にする新物理学にパターンを置く。現代科学のエネルギー・物質・時間・空

間は、エネルギー場に基づくが、ニューサイエンスの情報波動・情報場はエネ

ルギー場に関係がない。 

三次科学革命は、「神科学」による革命である。神科学は「第三祝福論」（Theory 

of Third Blessing）と言うことができる。したがって神科学は、次のような特

徴を持つ。（1）神科学は神を中心とした科学である。現代科学とニューサイエ
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ンスで扱った相対論・量子論とトーション論そして EMTSとトーション場の起源

は神である。神は万有の第一原因・本体であり、創造主であるためだ。（2）神

科学は創造原理的科学であり、天宙的科学である。（3）神科学は三大祝福的科

学であり理想世界的科学である。（4）神科学は宗教と科学を統一された課題で

理解する究極的で統合的な科学と言うことができる。 

パラダイムは、古典パラダイム（古典科学）→現代パラダイム（現代科学）→

ニューパラダイム（ニューサイエンス）→神パラダイム（神科学）に発展して、

科学革命が伴う。古典パラダイムと現代パラダイムは形状的側面に基づいて、

ニューパラダイムは性相的側面を強調して、神パラダイムは完成人間、霊肉界

統一、神、理想世界などの究極的内容を一緒にする。 

４．一次科学革命（1st Scientific Revolution）:現代科学 

一次科学革命は現代科学を象徴し、EMTS（エネルギー、物質、時間・空間）に

作用する法則は相対性法則（相対論）と量子法則（量子物理）である。これら

の理論はすべて、エネルギー、物質、時間・空間に関する新しい観点を照らす。

相対論はほとんどアインシュタインによって独自的に定立されたのだが、EMTS

の外的な面を照らす。反面に量子物理は多くの物理学者達によって定立され、

EMTSのもう少し内的な面を照らす。相対論（Theory of Relativity）は特殊相

対性理論（Special Theory of Relativity）と一般相対性理論（General Theory 

of Relativity）を含み、量子論（Quantum Theory）は量子力学（Quantum Mechanics）

と量子場論（Quantum Field Theory、QFT）を含む。 

1）相対論 

一番目に、特殊相対論は光速の不変性に基づいて、等速直線運動（慣性系）で

のみ適用される。時間と空間が互いにつながっていて、統一された時空連続体

（space-time continuum）概念が導入される。運動者と観測者の時間が互いに

遅延され、空間もまた互いに縮少される。エネルギーと物質は互いに変換可能

であり（エネルギー⇌質量の交換）、物質はエネルギーの集束体になり、エネル

ギーは物質を生成する（E=MC2）。運動速度の増加によって時間が遅く流れ、長

さは縮少されて、質量は増加する。質量を持った存在は絶対に光速（c）より早

く動くことはできない（c>v）。万一、光速より速く動く存在があるならば、こ

れは一般的な物質ではない虚数物質である（c<vであれば虚数質量）。このよう

に特殊相対論は、既存のエネルギー、物質、時間・空間の概念を革命的に変え

た。 
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二番目に、一般相対論は特殊相対論（等速度運動だけに適用）と違って一般的

な運動（加速度運動）にも適用される。一般相対論の基本原理は重力と加速度

の等価原理である（重力＝加速度）。一般相対論も時間と空間が密接につなが

った時空連続体を形成する（時空の相対性）。そしてエネルギーと質量は、時

間を遅延させて（重力があまりにも大きなブラックホール内には時間が停止）、

空間を歪める。すなわち、物体が持つエネルギーと質量は、物体周辺の時間と

空間に影響を与え、時空（space-time）の歪む程度を決定する。物質は、周囲

の時空を歪めて、時空の歪みは重力を通じて物質運動を決定する。エネルギー・

物質・時間・空間は、特殊相対論と他のまた異なる形態の相互関係を結んでい

る。したがって、一般相対論はエネルギー・物質・時空を一つに考える。 

2）量子論 

量子論は、1900年 12月 M. プランクによって発表された量子仮説から出発する。

量子論は、エネルギー、物質、時間・空間に対して相対論と他の新しい姿を明

らかにする。量子論が明らかにする革命的な特徴を探る。 

一番目に、特徴は量子化（quantization）・不連続性（discontinuity）である。

古典物理ではエネルギーが連続的であるが、量子論ではエネルギーが量子化さ

れ、不連続の値を持つ。原子中における電子は各運動量も量子化されて、不連

続的な値を持つ。N. ボーアはプランクのエネルギー量子モデルを適用して水素

原子スペクトルのエネルギー不連続性を説明した。 

二番目の特徴は、粒子性（particle）・波動性（wave）の二重性（Wavicle）で

ある。光子と電子の二重性が実験で検証され（光電子効果、コンプトン効果）、

波動性は、ド・ブロイ関係式（波動の波長は運動量に反比例）とシュレーディ

ンガー方程式（複素数波動方程式）に従う。これらの関係式と方程式は、すべ

ての物体に適用されるが、プランク常数（プランク constant）の値があまり小

さいので日常生活においては現れない。 

三番目の特徴は確率（probability）である。物体が持つ波動性は、波動関数（物

質波）で表現されて確率を持つ。すなわち、物体のエネルギー・運動量・時間・

位置に関する状態が重なっているので、これらに対する情報は確率的でのみ知

ることができて、確定的に知ることはできない。波動関数は複素数波動（complex 

wave）を持って実数（real number）と虚数（virtual number）が共存する。け

れどもコペンハーゲン解釈の M. ボルンは、波動関数の絶対値を自乗して実数化

して、粒子が存在する確率として解釈した。 
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四番目の特徴は不確定性（uncertainty）である。不確実性は、波動性からはじ

まるが、波動関数でぺアでなっているエネルギーと時間、運動量と位置の間に

ハイゼンベルグの不確定性関係を持つ。 

五番目の特徴は非局所性（non-locality）である。非局所性も波動性からはじ

まるが、宇宙は絡まっていて（entangled）Hologram 的相互連結を持っている。 

六番目の特徴は観測問題（observance problem）である。これは量子論に対す

るコペンハーゲンの代表的な解釈である。ある存在に対して観測される前には

様々な状態が重なって確定することができないが、測定瞬間に確率波動が瞬間

的に破壊され、様々な状態から一つの状態に確定される。アインシュタインを

中心とした多くの物理学者がこのような測定解釈に対して問題を提起している。 

このように量子論は、エネルギー・物質・時間・空間に対して相対論と他のま

た異なった側面の革命的な変化をもたらした。すなわち、エネルギーは量子化

（不連続性）され、時間と不確定性を持つ。時間は、エネルギーと不確定性を

持ち、位置は運動量と不確定性を持つ。粒子が存在する空間は確率に従うので

確定されず、空間は互いにつながっていて、絡まっていて、非局所性を持つ。

物質は、波動性・粒子性の二重性を持ち、物質の情報は波動関数に内包される。

波動関数は実数と虚数が一緒に共存する複素数波動である。 

５．二次科学革命（2nd Scientific Revolution）:ニューサイエンス 

1900年 12月から始まった一次科学革命は、現代科学を代表する相対論と量子論

を通じて、それ以前の EMTS（エネルギー、物質、時間・空間）に対する革命的

な姿を明らかにした。1980年初めから本格的に始まったと見ることができる二

次科学革命は、ニューサイエンスを通じて進行している。ニューサイエンスは、

現代科学を否定しないが、情報（information）を中心とした新しいパラダイム

の科学（new パラダイム science）である。すなわち、ニューサイエンスは EMTS

と情報を共に考慮する科学である。しかし、未だ多くの科学者達はニューサイ

エンスを疑似サイエンスだとけなし、批判している。 

現代科学はエネルギー場に基づくが、ニューサイエンスはエネルギー場に関係

がない。ニューサイエンスは、嚮導派、情報波動、トーション場と関連した情

報に焦点を置く。現代科学の法則は相対論と量子論に土台を置くが、ニューサ

イエンスの法則はトーション論に土台を置く。現代科学は現代宇宙論、量子化

学、量子工学等で発展し、ニューサイエンスは量子生物学、量子医学、量子心
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理等で発展した。ニューサイエンスは特に新しい技術・産業・医療・エネルギ

ー等の開発に集中している。 

1）ニューサイエンスの概念と適用分野 

「ニューサイエンス」とは 1970年代中盤からアメリカでおこり始めた「ニュー

エイジ科学」（New Age Science）に端を発する。現代物理学の新しい世界観と

学問方法が、生物学、医学、心理学、社会学、経済学、政治学等で広まってい

る。新しい世界の到来のための改革の一歩と言うことができる。 

ニューサイエンス思想は、現代科学の相対論・量子論による全一的・有機体的

世界観と共に始まった。この思想は、宇宙内すべてを統合主義的パラダイムで

解釈する。ニューサイエンス思想は、人間の肉体と心はもちろん、霊人体（内

的人）等の意識分野までも併せる統合的な真理観と世界観を指向する。科学と

宗教、科学と哲学、科学と神学、自然科学と人文学、自然科学と社会科学など

も相補的・統合的パラダイムとして展望する。このような傾向は、三次科学革

命、すなわち神科学に進む過渡期的な思潮と言うことができる。 

ニューサイエンスは、分子単位の物質をはじめとして、細胞、植物、動物、医

学、産業、エネルギー、気候、地球環境、空間エネルギーなどに幅広く適用さ

れる。例えば、水に関連して、水の記憶、水質の浄化、生水の改良、海洋汚染

回復などに適用される。大気汚染になるゴミ、汚物、糞尿、CO2、SO2などの浄化

にも応用される。また農作物と家畜と水産業の品種改良、土壌改善、養魚場に

も応用される。それだけでなく波動通信、金属の特性改良、自動車の燃費向上、

排出ガス減少などにも応用している。そして健康と医学に関連して情報波動場

を利用した疾病の診断・治療、情報ミネラル、新薬開発、生体電磁気場、生体

再生などにも応用される。 

2）行路波（情報波動） 

ニューサイエンスは、量子論でド・ブロイの物質波（matter wave）とボームの

行路波（pilot wave）に基づく。1924年ド・ブロイは物質波の波長と運動量の

関係のド・ブロイ関係式を発表し、この関係式は 3年後、電子回折（electron 

diffraction）実験によって立証された。1927年ド・ブロイはソルベイ学会

（Solvay conference）で物質波を越えて、行路波という概念を提案した。ド・

ブロイはシュレティンガー波動方程式に二つの波動があることを主張した。一

番目の波動は物質波であり、物質の波動性側面である。二番目の波動は行路波
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であり、物質の運動方向を案内し、確率的解釈を可能にする。二つの波動は同

じ位相で互いに連結されていて、共鳴状態をなす。 

1952年、ボームは、ド・ブロイの行路波理論をもう少し発展させて、いわゆる

ド・ブロイ/ボーム行路波理論（theory of pilot wave）を定立した。ボームは、

粒子と独立的にシュレディガー方程式を満足させる行路波が存在すると主張し

た。ド・ブロイ/ボーム行路波は粒子と同時に実在する実在的な（deterministic 

theory）波動であり、隠された変数（hidden variable）で存在する。これは粒

子・波動の二重性に対して確率的に見るコペンハーゲン解釈と異なる。 

行路波は粒子によって形成され、量子力学の波動性を現し、粒子が進む方向を

導く。行路波は宇宙の根本エネルギーをホログラム的な基準波動とする波（wave）

である。宇宙の根本エネルギーは零点場（zero-point field）、トーション場

（torsion field）、空間エネルギー（space energy、free energy）、ディラ

ックの真空の海（sea of vacuum）、ボームの超量子ポテンシャル（super-quantum 

potential）などと同じ概念である。行路波は非局所性（non-locality）を持つ

ので、宇宙のすべての存在は行路波によって本質的にすべてつながっている。

非局所性は、宇宙の根幹をなす宇宙の根本エネルギーがホログラム的な特性を

持つという点から始まる。 

行路波は光速より早く、行路波の速度は粒子速度に反比例する。行路波速度は

粒子速度が増加するほど遅くなり、粒子速度が光速度に到達すれば行路波速度

は光速度と同じになる。光速より早い領域は、特殊相対論によると虚数領域に

属する。行路波が属する虚数領域は、見える物理的領域と共に同じ空間に存在

する。そうしてすべての物理的実体は物理的領域（実数領域）と虚数的波動的

領域（虚数領域）を同時に持っているという。実数領域は粒子の領域、虚数領

域は情報波動の領域と言うことができる。 

行路波は情報を持っているので、情報波動（information wave）ということが

できる。すなわち、情報波動は物質とつながっていて、物質のまわりを進行し

ながら物質が進む方向を決定し、情報波動場を形成する。情報波動場

（information wave field）は、水中でも物質形態と関連した秩序を維持し、

水中で物質のような役割をする。物質から水中に転写された情報波動は、物質

と関連されているときのような秩序を維持する。 

情報波動は、次のような特徴を持つ。 
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・すべての物質は、情報波動を共に持つ（物質は、その物質の情報波動を込め

る器） 

・物質と共にありながら物質の秩序を維持する。 

・エネルギーの投入なく、自ら秩序を維持し、物質から分離された後にも秩序

を維持する。 

・他の媒体にも含まれることができて（水、電気など）、デジタル化されて、

インターネットを通じても伝達可能。 

・媒体に含まれた物質の情報波動は、物質のような機能をする。 

・物質と共にあるときは非常に安定的だが、他の媒体に移った時は時間経過に

よって機能が消滅する。 

・物質と同様な情報波動を空間に同時的に形成（ホログラム形成）する。 

・生体内信号伝達は物質ではなく、情報波動の相互作用によって成される。 

・分子、細胞、組織、臓器、個体はそれぞれ固有の情報波動場を持っている。 

（分子には分子場、遺伝子・DNAには遺伝子場・DNA場、細胞・組織・臓器には

細胞場・組織場・臓器場、個体には個体場などがある。） 

・分子場、細胞場、組織場、臓器場などは一つのエネルギー場に連結（非局所

性されている。） 

・情報波動場は開いた系（open system）なので、宇宙の空間エネルギーを吸収

する。 

・情報波動場は自己組織化し、組織形成し、自然治癒力を持つ。 

・情報波動場は情報を急速に伝達し、情報を保存して、情報を記憶する。 

3）トーション場（Torsion Field） 

1922年、エリ・カルタン（E. Cartan）は、回転（スピン）によって電磁気場・

重力場と全く異なるトーション場が生成されることを発見した。一般相対論で
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重力場の存在のもとでは運動量保存法則によってトーション・テンソルがメト

リック・テンソルと独立的に形成される。すなわち、時空間は曲率に追加して

torsionを持つ。1928 年、アインシュタインは、相対性理論で電磁気場をトー

ションに一致させようとトーションを導入することでアインシュタイン-カル

タン理論を主張した。この理論は、一般相対論と似たような重力に関する古典

的理論であり、量子重力理論ではない。 

1998年、シポフ（G. Shipov）は、回転相対性理論、すなわちトーション論（ト

ーション場理論）を完成し、同じ年に「情報と物理的真空研究院」副院長と「物

理的真空科学センター」所長の職責を受け持った。1999年に受けた博士学位論

文の題目は、『On a Theory of Vacuum and Torsion Fields』であった。彼は

トーション論（Theory of Torsion）を物理的真空（Physical Vacuum）概念か

ら導いた。 

物理的真空は、「真空の海」（Dirac）と零点場のようにいっぱいに満ちている

空間である。物理的の真空の空間で力の均衡が狂うとき、自から起こるうず巻

きによってトーション場が形成される。トーション場は、静的なトーション場

と動的なトーション場があるが、静的なトーション場を一般的に「トーション

場」といい、動的なトーション場は「トーション波」と言う。トーション場（静

的トーション場）は、回転角速度が一定・不変ならば空間に形成され、非常に

弱くて測定が不可能に近い。しかしトーション波（動的トーション場）は回転

角速度が変化し続けるとき発生し、伝達される物体のスピンに影響を及ぼすの

で測定が可能である。トーション場は情報を込める器と同じであり、トーショ

ン波は情報を伝達する波である。情報はトーション、すなわち回転（スピン）

の配列状態に現れる。 

すでに述べた行路波（情報波動）はトーション波に含まれ、情報波動場はトー

ション場に該当すると言うことができる。したがって、トーション論は情報波

動と情報波動場を記述する基本理論となる。 

トーション場は次のような特徴を持つ。 

・自然界の 4種類の力の他に存在する第 5の力（遠距離に作用する場は、重力

場、電磁気場、トーション場） 

・回転（spin、revolution）する物体から出てくる力 

・トーション波は情報波動を込める器のような役割 
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・トーション場に込められた情報は周囲空間に保存され、痕跡を残すことがで

き、周辺環境に新しい形態のトーション場を誘導することができる。 

・トーション場は他のトーション場と相互作用をして、他のトーション場の回

転状態を変えることができる。 

・真空を通じて伝達されるトーション場は、部分に全体の情報を込めるホログ

ラム的特性を持つ。 

・新しい次元の通信、医療、探査、材料、生命など科学技術と産業が可能 

このようなトーション場（静的トーション場）は、色々な方法で生成されるこ

とができる。 

・電子、原子規模の物理的回転 

* 原子核と電子のスピン配列状態によって特定のトーション場が生成される。 

* 原子の物理的回転方向によって多様な空間的構造を持つ特定のトーション

場が生成される。 

・物質内の各原子のトーション場たちが重なって、物質の全体的なトーション

場が空間に形成される。 

・各物質毎に独特のトーション場を形成（すべての物質は固有のトーション場

を持つ：水、生命体、材料）される。 

・人工的に生成可能（モーター、こま、回転電流、磁石などの電気的・磁気的・

機械的に回転する回転体や、生命体、水、材料、岩石、電子波などや、あるい

は図形、幾何学的構造物、特定文字によって可能） 

・物理的情報は波動媒体（電子波、磁気波、音波など）と物質媒体（水、鉱物、

金属など）に含まれる。 

そしてトーション波（torsion wave、動的トーション場）は色々な特性を持つ。 

・回戦（スピン）の配列状態に現れる情報を伝送 

・エネルギー的に転送されるのではなく情報的に伝送 
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・通信距離に関係なく減衰されない（媒介体によって信号が弱まらないので伝

送時エネルギーの消耗がない） 

・光より速く伝達されて（光より最小限 10億倍）、トーション波の媒介体は真

空 

・無限に広い宇宙空間で数少ないエネルギーで通信可能 

・すべての物体を悉く通過する高い透過力を持つ。 

ニューサイエンスの観点から見るとき、すべての自然現象は、物質、波動、物

理的情報（情報波動）を一緒に考慮して解釈する必要がある。すなわち、情報

を持っているトーションを看過してはいけない。 

６．三次科学革命（3rd Scientific Revolution）：神科学 

三次科学革命は、「神科学」による革命である。神科学は、神（第一原因、本

体）を中心とした科学であり、神の観点から見た科学である。また、神科学は

神のための、神に向かった科学である。 

1）神科学の概念と特徴 

神科学は、次のような特徴を持っている。 

一番目に、神科学は第三祝福の科学である。すなわち、神科学は「第三祝福論」

（Theory of Third Blessing）と言うことができる。第三祝福は、神（天）を

中心とした人間（人）と万物（地）が四位基台をなした体系である。第三祝福

は、完成人間が神の創造理想を中心として、真の愛・み言によって万物（宇宙、

自然を含む）を主管して、それらの存在目的と存在価値を極大化するものであ

る。すなわち、第三祝福は真の愛とみ言を中心とした天・地・人の四位基台的

統一体系である。 

二番目に、神科学は神を起源とする科学である。したがって神科学は神の実存

を証明する。現代科学とニューサイエンスで扱った相対論・量子論とトーショ

ン論、そして EMTS（エネルギー、物質、時間・空間）とトーション場（情報腸）

の起源は神である。神は、万有の第一原因、あるいは本体であり、創造主であ

るためだ。 
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三番目に、神科学は創造原理的科学である。神科学は、神の創造目的・創造法

則・創造理想に基づく。宇宙万物は、目的と法則なくして、偶然に偶発的に一

時的に存在するものではないためである。宇宙は 138億年の長久な期間の間、

変わりない法則によって合目的的な方向に向かって一貫性あるように発展して

きた。創造目的は、真で永遠な自由・平和・統一・幸福・喜びと言うことがで

きる。創造法則には真の愛、二性性相、授受作用、正分合法則、四位基台、三

大祝福などの存在法度がある。 

四番目に、神科学は天宙的科学である。創造理想は、もともと霊界と自然界を

合わせる天宙的次元の理想であるためだ。唯一の神（第一原因、本体）によっ

て同一の真の愛・み言（ロゴス）によって霊的質料と肉的質料に作用して霊界

と自然界が創造されたので、必ず二つの世界は和合・統一をなすようになって

いる。 

五番目に、神科学は理想世界的科学である。第三祝福の人間は、第 1祝福と第 2

祝福を完成した人なので、結局、神科学は三大祝福、すなわち理想世界（天国）

のための科学と言うことができる。神は第一原因（本体、創造主）の立場であ

り、人間は個性完成・真の父母の立場であり、万物は霊肉系の万物を網羅し、

理想世界は地上・天上天国である。 

したがって、神科学は宗教と科学を統一された課題と理解する究極的で、統合

的な科学と言うことができる。 

2）情報と質料の起源 

神科学で実体は、情報と質料の合成体として定義する。そして神科学では現代

科学やニューサイエンスと違って情報と質料の起源を重要視する。これは『統

一思想要綱』の観点からうまく説明できる。 

情報の起源は神の本性相にある。すなわち、真の愛を中心としたみ言（ロゴス、

デザイン、設計図）が情報の起源である。統一思想ではみ言を内的性相と内的

形状の結合と見る。内的性相は、情（感性）・知（記憶）・意（意志）を内包

し、創造目的をなして、価値性と合目的性を持つ。内的形状は、観念・概念・

法則・数理を内包し、創造法則をなして、法則性を持つ。観念と概念は個別相

（個性真理体）と普遍相（連体）を意味し、法則は二性性相・授受作用・正分

合作用・四位基台・三大祝福と数学・物理・化学・生物・天体法則を合わせる。 
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したがって神科学において実体の情報は、真の愛を中心とした内的性相と内的

形状が一ヶ所に融合されている。すなわち、情報には情・知・意と観念・概念・

法則・数理が調和している。したがって神科学における情報は創造目的と創造

法則、目的性と法則性が結合したものである。 

そして質料の起源は神の本形状であり、原力（prime force）に該当する。原力

は前段階のエネルギー、すなわち前エネルギー（pre-energy、universal prime 

force）と言うことができる。統一思想では原力を無限応形成と質料的要素の結

合として説明し、それぞれ波動性と粒子性の起源になるとする。 

存在世界の多様な二重性は、本体である神に由来する。性相と形状の二重性を

探れば、波動性と粒子性、情報と質料、目的性と法則性、普遍性と個別性、人

間と万物、霊界と自然界、本性相と本形状、内的性相と内的形状、無限応形成

と質料的要素、神と被造世界などがある。またヒッグス（Higgs）メカニズム（情

報）とヒッグス場（エネルギー）、霊的質料と肉的質料も性相と形状の二重性

である。 

現代科学において情報は、相対性法則（相対論）と量子法則（量子論）であり、

質料は EMTSである。ニューサイエンスにおいて情報は、トーション法則（トー

ション論）であり、質料はトーション場である。そして神科学において質料は、

EMTSとトーション場であり、これらは実体の情報を込める器となる。 

3）神の実存と創造 

神科学は、神のための、神に向かった科学なので、神の実存を証明し、神の創

造を説明する。 

一番目に、神科学は神の実存を証明する。ヒッグス粒子の発見は、神の実存を

立証しており、現代物理学も神の存在性を立証する。ヒッグス粒子はヒッグス・

メカニズム（デザイン、Logos）とヒッグス場（エネルギー、質料）から生成さ

れ、ヒッグス・メカニズムとヒッグス場が存在するためには神が存在しなけれ

ばならない。現代物理学の多くの法則と方程式と常数は、宇宙初期条件から現

在に至るまで 138 億年間、不変に、一貫して、相互調和を成してきた。これは、

偶然に、自然に、一時的に、盲目的には不可能であり、必ずデザイン・設計が

あってこそ可能である。これは絶対・唯一・不変・永遠・普遍の設計者（designer）

がいなければならないことを示唆する。その設計者が第一原因、本体、創造主

であられる神である。 
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二番目に、神科学は神の創造を説明する。神の創造は『統一思想要綱』におい

て二段階で説明される。すなわち、第一段階は内的性相と内的形状によるみ言

の創造であり、第二段階はみ言と原力による実体の創造である。現代物理学の

ヒッグス・メカニズムは、自発的対称性崩壊（SSB）を通じて粒子の生成を説明

している。神科学は、2段階の創造過程とヒッグス・メカニズムを共に考慮して、

SSBの代わりに創造目的による ISB（intentional symmetry breaking）で創造

を説明する。 

4）神宇宙観（統一物理学） 

神科学は神を中心とした科学なので、宇宙論も神の創造目的と創造法則、及び

創造理想で説明されなければならない。 

現代科学の現代物理学では宇宙を次のように説明する。 

（1）神の実存と創造を否定（天心/原力、愛/み言否定） 

（2）相対論・量子論に基礎（4 種類の力、最小作用原理、対称性） 

（3）自然界の起源に対して無関心・無知（ビッグバン以前は不認定して論議不可） 

（4）霊界・自然界の統一を否定（霊界を否定して、自然界だけ考慮） 

（5）人間と関係がなく、人間原理は可否論難航（人間完成→宇宙完成という概念がない） 

（6）理想世界の実現と関係がない（宇宙完成の概念がない） 

しかし、神科学の神物理学（God physics）では宇宙を次のように説明する。 

（1）神の被造物（宇宙は神の創造世界） 

（2）創造法則に従う（真の愛、み言；DC、GTA、ODUA、4PF、3GB） 

（3）自然界は霊界から起源（自然界は霊界から生成。霊界から霊界・自然界に展開） 

（4）霊界・自然界の統一を指向（霊界の情報・質料は自然界の情報・質料と連関） 

（5）人間の対象（宇宙は人間の対象。人間完成がなされてこそ宇宙完成が可能） 

（6）理想世界実現の指向（宇宙完成は結局、理想世界に向かう） 

神科学を通じて真の宇宙観が定立され、宇宙の起源と発展、宇宙の現在と未来

を理解するようになる。また、神科学を通じて神を中心とした霊界と自然界の

創造本然的姿を定立することで天柱平和統一の世界を建設していく。 

7.結論 
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本研究を通じて二つの意味を要約してみる。 

一番目に、ICUSの前期と後期が和合されなければならない。このために ICUSが

復活されなければならなかったし、財団設立を通じて持続的・専門的・体系的

な努力が必要である。ICUS前期（1次-22 次）は『絶対価値を中心とした学問統

一』を通じて万物主管の性相的・理論的側面が強調された。ICUS 後期（23次-）

は ICUS前期の目標を相続しながら『地球環境問題の実質的克服と持続可能な発

展』を通じて万物主管の形状的・実際的・応用的側面が強調される。前期と後

期は「神を中心とした宗教・科学の統一」という究極的目標に向かってお互い

に違った観点で接近して、結局一つに会うようになる。すなわち、霊界の文総

裁と地上の韓総裁が一つになって、天宙的摂理が加速化される。ヒョジョン科

学統一財団（HJIFUS）が設立され、地球環境の保護と復元のための持続的で、

体系的な発展が可能になった。財団設立は、1歩踏み出して地上天国を建設する

ための形状的方案として、環境、気候、健康、食糧、産業、エネルギーなどに

対する理論と技術を開発するようになる。 

二番目に、ニューサイエンスと神科学の定着が要請される。ICUS 前期と後期を

通じて科学革命の必要性を悟るようになる。創造本然の第三祝福は、真の愛と

み言を中心とした天・地・人の四位基台的和合と統一を意味する。したがって、

科学は現代科学→ニューサイエンス→神科学へ発展しなければならない。現代

科学は相対論・量子論を、ニューサイエンスはトーション論を、神科学は第三

祝福論を中心として科学革命が展開されていくことを理解するようになる。ニ

ューサイエンスと神科学の定着を通じて神・真のご父母様・天一国を中心とし

た「万物復帰」と「環境造成」が可能になる。さらに科学的実績による「国家

復帰」と「世界復帰」に寄与することで、天一国安着のための環境的役割をす

る。究極的には神科学を通じて「神を中心とした宗教と科学の統一」を成して、

地上天国の創建に貢献するのである。 
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