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日本学術会議 知の統合 （朝日新聞2011年9月5日13版32頁）
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日本学術会議憲章 2008年4月8日

第1項 日本学術会議は、日本

の科学者コミュニティを代表す
る機関として、科学に関する重
要事項を審議して実現を図るこ
と、科学に関する研究の拡充と
連携を推進して一層の発展を
図ることを基本的な任務とする図ることを基本的な任務とする
組織であり、この地位と任務に
相応しく行動する。

Ref:日本では、学術＝科学？
科学的でないものは、

学術的でない？
でも、日本仏教学会も加盟



日本学術会議 知の統合 提言(2)

近年の科学の多くの分野が目指してきたものは論理性、客
観性、普遍性であり、多様性や曖昧さはその範疇には入り
にくかった。自然現象にしても人間的な要素からなる社会現
象にしても一義的な因果関係は一般的には存在しない。そ
の観点から、現実の変動する人間周囲の課題を考えていく
ためには、論理性、客観性、普遍性を主とする学術分野と、ためには、論理性、客観性、普遍性を主とする学術分野と、
曖昧さや制約条件の不確実性に対して正面から取り組んだ
学術分野間の連携が求められる。その中でも、とくに人文・
社会科学と自然科学を合わせた「知の統合」が不可欠と思
われる。。。従来の分割された学術分野を統合し俯瞰できる
人材育成が、今こそ必要となってきているといえる。

（日本学術会議 提言「知の統合」 2011/8/19 p11)



統合に関係する言葉（０３７－ＩＩ－０３９）

＃ローマ帝国が千年以上続いたのは、

“統括すれども統治せず”による

＃アメリカの繁栄の源は、人種の坩堝ではなく、

人種のサラダボウル（クリントン大統領）

＃日本国憲法（昭和21年11月3日公布）＃日本国憲法（昭和21年11月3日公布）

第１章 天皇 第１条

天皇は、日本国の象徴であり、

日本国民統合の象徴であって、。。。

Ref :個々に存在の意味がある、個々が見えな融合と

は違う。感覚的に、“束ねる”に近い。

（阿岸鉄三2010）



(037-II-023)                                    統合とは何か

integration, integrate

＃（部分・要素を）全体にまとめる、統合する

~integrates several ideas into one’s own philosophy

＃積分する

→次元が変わる

速度＝∫t=0
t=T加速度・dt 距離＝∫ t=0

t=T速度・dt速度＝∫t=0 加速度・dt 距離＝∫ t=0 速度・dt

＃完全にする

科学scienceとは分析・分化すること：

分化scienceと統合philosophyによって、

進化が起こる



(037-II-020) 人種のるつぼとサラダ・ボウル

アメリカ合衆国は多様な人種・民族が互い

に溶け合って「アメリカ人」という新たな国

民を形成してきたとする「人種のるつぼ
melting pot」説神話に代わって。。。

各人種・民族集団はそれぞれの特色

を失わずに全体として複合的なアメリ

カの文化を形成しているとする文化的

多元主義，すなわち「サラダ・ボウル」
説が登場。

統合は融合とは違う

「建国時から多様性はこの国のエネルギー源であった」（William J Clinton）。

Ref : 科学と宗教・霊性が共存するモデルの一つの模範？

（川島正樹：キング牧師の夢はついえたのか？異文化理解の倫理にむけて、

稲賀繁美編、ｐ193、名古屋大学出版会、名古屋、2000）

個性が見えなくなる

融合ではなく、
個性が見える統合



医療にも、統合医療

おおざっぱに、通常医療と補完代替医療を

共通の診療の場で応用する。

基本理念についての議論はない。



補完代替医療は、多種・多様・雑多

そんなの医療？まで



012-013



気功は、
医療奇跡を招く

012-020



012-019



012-026



012-025



012



脳波の同調 011-035

• 011-035 (町好雄：気は脳の科学、東京電機大学出版局、東京、1996年)



013-030 WHO憲章改定考察への要求

1998年1月22日WHO憲章のレビュー：特別委員会報告

以下を挿入する

「健康とは，完全な肉体的，精神的，spiritual

および社会的福祉のdynamicな状態であり，および社会的福祉のdynamicな状態であり，

単に疾病又は病弱の存在しないことではない

Health is a dynamic state of complete physical, 

mental ,spiritual and social well-being and not 

merely the absence of disease of infirmity」

(津谷喜一郎ら：、健康のスピリチュアル・ディメンジョン(5)、東洋医学28(3):234,2000)



011-030



015－056



祈ることが、

なにか身体的・物理的な

効果を現わすなら

psychokinesis（念力）の世界。。。

スプーン曲げと同じ。。。スプーン曲げと同じ。。。

なぜ、祈りが許されるのに、

スプーン曲げは受け容れられないのか



(039-II-011)                    超能力・超常現象

＃物理的超能力＃物理的超能力＃物理的超能力＃物理的超能力

超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，超能力者の意思で行う念写・念力・透視・瞬間移動など，

物理的要素のある能力物理的要素のある能力物理的要素のある能力物理的要素のある能力

＃精神的超能力＃精神的超能力＃精神的超能力＃精神的超能力

テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力テレパシーや未来予知など精神的な感応能力

＃＃＃＃物理的超常現象物理的超常現象物理的超常現象物理的超常現象

ポルタ－ガイストや人魂などポルタ－ガイストや人魂などポルタ－ガイストや人魂などポルタ－ガイストや人魂など

自然発生的な物理的要素の高い現象自然発生的な物理的要素の高い現象自然発生的な物理的要素の高い現象自然発生的な物理的要素の高い現象

＃＃＃＃精神的超常現象精神的超常現象精神的超常現象精神的超常現象

いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象いわゆる心霊現象・輪廻転生など精神的要素の高い現象

（奥健夫監修。知的生命情報概論－意識・生命エネルギーの原理と応用

p53, 三恵社，名古屋，2.007）



医療の重層性

医療先進社会・国家における医療の重層性

1.狭義の正統的医療＝厳密な意味の“医療”
国家により制度的に規定・制限・認可

近代科学に由来する現代医学の方法論に近代科学に由来する現代医学の方法論に近代科学に由来する現代医学の方法論に近代科学に由来する現代医学の方法論に従う治療行為

日本では、健康保険適用、表面的には限られた適用日本では、健康保険適用、表面的には限られた適用

2.補完・代替・伝統医療
＝厳密には、“非医療”“医療（業）類似行為”

ときに、現代医療の方法論と相容れない原理・理念

社会の科学的文明度が高い社会ほど人気communities



通約性がない現代医療と補完・代替医療

医療 特性 通約性

現代医療 現代科学に依拠する 科学的

(037-II-021)

現代医療 現代科学に依拠する 科学的

補完・代替医療
現代科学では理解できない
ときに、医療奇跡

非科学的

現代医療と補完・代替医療の通約性は、

“科学”性と非“科学”性
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補完代替医療のあるものは、科学的でな
いといわれる

とくに、気功は科学的でないものの典型

統合医療とは、科学的医療と非科学的統合医療とは、科学的医療と非科学的
医療の統合

では、科学的とはなにか？



012-039



（０１９－０２６）

朝日新聞 ２００６年１月５日 ３版６頁



(026－034) 科学主義は，狭隘な哲学的立場

伝統的な自然科学の方法は，物質的現象の研究において
は精密で簡潔で有効であるが，その一方で，人間に関す
る諸事の研究においてはしばしば不適切で，無効で，還
元主義的で，また有害である。人間を研究するためには
他の方法－現象学的・民族誌学的・歴史的・文学的・物語
的・理論的・解釈学的方法－が，伝統的な科学的方法に的・理論的・解釈学的方法－が，伝統的な科学的方法に
よって捉え，そして扱うことができない、微妙で精妙な人間
的現象のための捕蝶網の役割を果たさなければならない。
科学は知の探求である。他方，科学主義は自然科学の方
法が全ての研究調査活動に用いられるべきであるとする，
狭隘な哲学的立場である。

（Elkins, ND : Beyond Religion,1998

（大野純一訳：スピリチュアル・レボリューション、p264 、星雲社、東京、2000年）



科学者は、“科学”という蛸壺の中の蛸
外にもっと楽しい所があるのに、出て行こうとしないで、底にへばりつく。

満足！満足！
足が沢山



(020－01１)



(023－009)



（028－001） 科学者は，信仰深い

多くの科学者たちの方が，ある種の宗教的な人た
ちよりも，ずっと信仰深いのではないか。科学者た
ちは，宇宙の規則性とパターンというものを信仰し，
知識の可能性というものを信仰して。。。信仰がな
ければ，おそらく科学というものも成り立たない。ければ，おそらく科学というものも成り立たない。

信仰とは，祈りの礎であるﾆともに，

科学の礎でもあるのだ。

（Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996

（大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ14、日本教文社、東京、2003年））



ルネサンス以後の普遍的な新興宗教は「科学」
（朝日新聞2011年4月8日13版20頁）



(037-005-II) 科学は、陰性所見を無視する

科学では、陽性所見にのみ関心

陰性所見を無視するのは不公平

陽性所見を正当性の証拠の根拠にするなら、

陰性所見も同様に。。。

ref : 気功で変わる水の結晶構造ref : 気功で変わる水の結晶構造

統計学的有意差

p<0.05は、20回中1回の不整合を容認すること。

不整合の1回を無視する根拠はない。。。

“まあいいか”の世界。。。



(025－041) 失敗学のすすめ
「失敗の特性を理解し，不必要な失敗を繰り返さないとともに，

失敗からその人を成長させる新たな知識を学ぼうというのが

失敗学の趣旨」

機械工学設計における三大事故（技術的失敗の事例）：

タコマ橋の崩壊；米国ワシントン州タコマに1940年に建設された吊り橋が，4

カ月後に秒速19メートルの横風で崩壊 自励振動という未知の現象。

コメット機の墜落；イギリスデハビランド社のコメット機が連続空中爆発コメット機の墜落；イギリスデハビランド社のコメット機が連続空中爆発

金属疲労による。

リバティー船の破壊事故；第二次世界大戦中に約5,000隻作られた米国の

戦時規格船。溶接のみで作られた。約四分の一の船体が破壊事故
低温脆性。

Ref : 失敗学は、科学的でない。失敗は、陰性所見だから。。。

（中島秀人：日本の科学/技術はどこへいくのか、p51、岩波書店、東京、2006）

（畑村洋一郎：失敗学のすすめ、講談社、2000）から引用



（019－056）科学は究極的疑問を扱わない

「科学は，究極的な起源についての疑問は扱わない」

(Gould SJ:Bully for Brontosaurus.p459,New York:Norton,1991)

「実際，進化論は，起源を研究するものではまったくない。

地上での生命の起源についてのより限定された範囲の

疑問でも，進化論の領域の外にある。進化論は，生命の疑問でも，進化論の領域の外にある。進化論は，生命の

起源の後にくる生体的な変化の筋道やメカニズムを研究

するものなのだ。」 (Gould SJ:Bully for Brontosaurus.p455,New York:Norton,1991)

cｆ：引力は、物質の本性（Newton I）

（Dennett DC:Darwin‘s Dangerous Idea.Evolution and the Meaning of Life、Touchstone,1996

（ダーウィンの危険な思想：石川幹人ら訳。p411,青土社、東京、2000）



創造科学 011ー039

創造科学：

創造論（キリスト教の聖書に書いてある天地創造

の物語りが基本的に正しいという立場）の主張を

科学的にサポートする考え方。

聖書の物語の地質学的・生物学的部分を取り出し、聖書の物語の地質学的・生物学的部分を取り出し、

「科学的な」証拠を提示しようとする。。。

（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p12、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）

ref : 日本学術会議の立場は、創造科学と同じ



011ー040 アメリカにおける創造論

19世紀後半 - 20世紀初頭：

キリスト教原理主義者は進化論より創造論を信用

1920年初頭：アメリカのいくつかの州の学校で進化論を

教えることを禁じる法律。

1960年代：違憲の判断（進化論を教えることを禁ずるのは

学問の自由に反する）

原理主義者側の反応：

科学としての装いをまとった創造科学を公立学校で

教えさせようという運動と法案の準備

Institute for Creation Research, ICR, San Diego, Cal.

中心人物のMorris HMは、Virginia工科大の学科長
（伊勢田哲治：疑似科学と科学の哲学、p14、名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



(019－009)



朝日新聞 2005年12月14日(水） 朝刊 12版5ページ(019－010)



(019－017)

知的計画教育は違憲

（朝日新聞，2005年12月22日、朝刊、13版、9頁）

Ref : 日本では、真面目に議論
されることすらない。





020－010



最近では、科学の絶対性が

揺らいできている



ゆらぐ科学のリアリティー 004003

かって、「科学」は万能であり、すべ

てに「科学的」であることが目指された。

＜輝かしい未来＞＜客観的な正しさ＞

「真理」の象徴であったが、変容した。

1.代表の物理学は繰り返し可能性・客観

性⇨時間の流れは不可逆的 ex)生命・環境

2.世界の予知・支配・制御の世界観⇨カ

オス・複雑系（遠い将来は予測不可能）。

「無知の知」へ ex)天気予報・株価変動

3.科学→技術の構造⇨テクノロジー→理

論 ex)遺伝子研究・ゲノム解析・携帯電話

4.科学を旗印とするマルクス主義の衰退。

時代は、「科学」単一原理主義から、

宗教・経済・民族・テクノロジー、原始的/最

先端など様々な要素が複雑に絡み合う

様相へ。

（黒崎政男：朝日新聞2002年6月19日、夕刊、

2版、13頁）



当代では、

知がお互いに越境し合っている。



(037-II-009)



(037-II-011)              グローバライゼーションの力

。。。焦点は，ローカルという意味構築の場におけるトランス

ナショナルな文化交通との交渉過程に向けられてきている。

西洋に支配された近代資本主義のグローバルな広がりは，

多くの非西洋地域の近代経験を帝国主義・植民地主義的

暴力と文化流通の圧倒的な構造的不均衡さとして印しづ

けてきた。一方でこの非西洋における強制された近代経けてきた。一方でこの非西洋における強制された近代経

験こそがローカルという場において複数の土着化された近

代を生み，文化の多様性とあらたな差異を繁殖してい

る。。。換言すれば，グローバライゼーションの均質化する

力は予測できないような文化差異の組織編成をし続けて
いく。。。

（岩渕功一：グローバル化のなかの東アジアメディア交通。

越境する知５、文化の市場：交通する。Ｐ64、東京大学出版会、東京、2001）



(037-II-012)      トランスナショナルな文化権力ネットワーク

。。。日本のソニーのハリウッド進出やテレノベラと呼ばれる

ブラジルのソープオペラの世界各地への輸出などの新興

非西洋文化産業の台頭も注目を集めている。多国籍大企

業資本の国境を超えた提携・協力が文化産業・市場のグ

ローバル化を押し進めた結果，トランスナショナルな文化

権力ネットワークはこれまでのアメリカの圧倒的・独占的権力ネットワークはこれまでのアメリカの圧倒的・独占的

一国支配構造からより分散化され脱中心化された流動的

なものになってきていることも、これらの動きは象徴的に表
している。

ref : international からtransnationalへ

（岩渕功一：グローバル化のなかの東アジアメディア交通。

越境する知５、文化の市場：交通する。Ｐ65、東京大学出版会、東京、2001）



新潮流は隣接領域＝辺境から (036-II-025)

大発見や、その分野の革命的な新しい流れはほとんど常に「周辺」か

らやってきます。心理学史の場合でいえば、どの時代にも新潮流はほ

とんど常に隣接領域＝辺境からやってきています。まず物理学の模倣

からヴントの構成主義の心理学が始まり、哲学（とくに現象学）の流れ

を汲むゲシュタルト心理学、パブロフなど生理学や動物研究の影響を

うけた行動主義、コンピューター科学の影響を受けた認知科学などとうけた行動主義、コンピューター科学の影響を受けた認知科学などと

いうように。隣接分野から新しい洞察や方法を取り入れることで心理学
は進歩してきたのです。

Ref :先端は、異端（阿岸鉄三）

（下條信輔：サブリミナル・インパクト（ちくま新書）、p273,筑摩書房、東京、2008）



Something Intelligently  Integrated

The  Intelligently Integrated
統合知

拡大された科学知

すべてが科学的

統合知

科学的と非科学的

(037-II-001)

一つの
科学知

ほかの
科学知

パラダイムシフト

パラダイムエクスパンション

科学知 非科学知

インテグレィション

異論・争論・結論

直観にもとづく
世界観の変化


