
科学専一主義は妄想

阿岸鉄三
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宗教を捨てるには、意識的な決断 (036-II-031)

世界中で細部にちがいはあるものの、何らかの形の、時間
を消費し、富を消費し、敵意を呼び覚ます儀礼や、事実に反
し、反生産的な宗教という幻想をもたない文化はひとつも知
られていない。教育を受けた一部の人間が宗教を捨てるこ
とがあるかもしれないが、すべての人間は宗教的な文化のとがあるかもしれないが、すべての人間は宗教的な文化の
中で育てられるので、そこから離れるためには普通，意識
的な決断をしなければならない。

（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p245、早川書房、東京、2007）



死後の世界 (036-II-033)

死後の世界があるという宗教上の信念が本心からのものであ
れば。。。死が一つの生から別の生への単なる移行に過ぎな
い。。。素朴に考えれば、私たちのなかに安楽死や自殺幇助に
反対する者がいるとすればそれは、死を移行としてではなく終
末としてみる人間だろう。。。死が日常的な出来事である老人
ホームの運営にかかわってきた、年季の入った看護師の観察
をどう考えればいいのだろう？彼女は長年の観察の結果、死ををどう考えればいいのだろう？彼女は長年の観察の結果、死を
最も恐れるのが信仰をもった人間であることに気づいたのであ
る。いったいどういうことだろう？一見したところ死にゆく人間に
安らぎを与える宗教の効果を強力に物語っているとはいえない。
カトリック教徒の場合、ひょっとしたら彼らは煉獄を恐れている
のかもしれない。
（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p525－6、早川書房、東京、2007）



パパママを世界中で誰よりも愛す (032-II-085)

リズは、自分の容体を知っていたにもかかわら
ず、最後まで死ぬことを拒絶していた。「どうして
死ねないの？」わたしはたずねた。「だって、天
国に行けないんですもの」リズの目に涙があふ
れた。「司祭さまもシスターたちも、世界中の誰
よりも神様を愛していない人は天国に行けなよりも神様を愛していない人は天国に行けな
いっていったわ」リズは泣きじゃくりながら私の耳
もとに口を近づけてこうささやいた。「ロス先生。
私はママとパパを世界中の誰よりも愛している
の」

（Elisabeth Kuebler-Ross:The Wheel of Life,1997(上野圭一訳：人生は廻る輪のように、
p257,角川文庫、東京、2003）



宗教に対する専一主義的信仰は、

ときには、

人の生き方にかえって悪さをする？



日本学術会議は、科学専一主義を謳う。

学術とは、科学を対象とすること。。。

Nothing  else.

一般民衆も、

ほぼすべての科学者を自認・自称する人も、ほぼすべての科学者を自認・自称する人も、

なんの疑いをもっていない。

生きていくなかで、それでいいの？



「ホメオパシー」についての日本学術会議会長談話
（抜粋）

最近の日本でホメオパシーが医療関係者の間で急速に広がり。。。強
い戸惑いを感じざるを得ません。その理由は「科学の無視」です。。。

治療としての有効性がないことが科学的に証明されています。英国下
院科学技術委員会も同様に徹底した検証の結果ホメオパシーの治療
効果を否定しています。例えプラセボとしても、医療関係者がホメオパ
シーを治療に使用することは認められません。

今のうちに医療・歯科医療・獣医療現場からこれを排除する努力が行今のうちに医療・歯科医療・獣医療現場からこれを排除する努力が行
われなければ「自然に近い安全で有効な治療」という誤解が広がり、欧
米と同様の深刻な事態に陥ることが懸念されます。そしてすべての関
係者はホメオパシーのような非科学を排除して正しい科学を広める役
割を果たさなくてはなりません。
「効果がある」と称して治療に使用することは厳に慎むべき行為です。
平成２２年８月２４日
日本学術会議会長 金澤一郎



日本学術会議法
○日本学術会議法

昭和二十三年七月十日法律第百二十一号

• 改正 昭和二四年 五月三一日法律第一三三号

• 同 二四年一二月一二日同 第二五二号

• 同 二五年 三月 七日同 第 四号

• 同 三一年 三月二三日同 第 二一号

• 同 三一年 三月二四日同 第 二七号

• 同 三六年 六月一七日同 第一四五号

• 同 三九年 六月一九日同 第一一〇号

• 同 五八年一一月二八日同 第 六五号

• 平成一一年 七月一六日同 第一〇二号

• 同 一六年 四月一四日同 第 二九号
•

日本学術会議法をここに公布する。

日本学術会議法

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、
科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献
し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここ
に設立される。

Ref:学術＝科学？ 科学的でないものは、科学ではない？



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
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、科学にもいろいろあるみたい。。。

―科学的であることの諸相－



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、

「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）



進化論のない生物学
1993年、カンザス州教育委員会は，州の科学教育カリキュラムから
進化とビッグバン理論をはずす案を6対4で可決した。。。新たに採択

された指導要領は進化を教えることを禁じるものではない。生徒を評
価するための州の統一テストの問題に含めてはいけないというもの
なのだが、科学の授業で進化が教えられなくなることは目に見えて
いる。。。進化を教えない生物学は、周期律表のない化学、リンカー
ンの登場しない米国史みたいなものだ。カンザス州におけるこの小ンの登場しない米国史みたいなものだ。カンザス州におけるこの小
競り合いは、キリスト教原理主義者やその諸派が公立学校の授業
における進化論教育の排除ないし禁止を画策してきた長い戦いの
最新の例。。。進化理論も含めて，宗教を脅かすような科学の理論
など存在しない。なぜなら科学と宗教は，人類が世界を理解するた
めの二大ツールとして，全く別個の領域で相補的に（決して敵対的で
はなく）営なまれるものだからだ。科学は自然界の実相を探求する
ツールであり，宗教は精神的な意味と倫理的価値を追求するための
ツールなのだ。（スティーヴン・ジェイ・グールト：ぼくは上陸している（Stephen Jay Gould:I have 

landed）、渡辺政隆訳、p43,早川書房、東京、2011）



（019－046） 原子物理学の法則は、デザインされている

自然法則は神によってデザインされたのだと考えた

ダーウィンには，過去にも現在にも卓越した仲間がいた。

天文学者でフレッド・ホイールFred Hoyleは、「証拠を検証しFred Hoyle

た科学者なら誰もが，原子物理学の法則は，それがもろもろ

の星たちの内部でもたらす結果まで見越して慎重にデザイ
ンされているものだと、きっと思う」といっている。

（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。p224,青土社、東京、2000）



(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）



（019－062） 代替医療の脳科学的研究－鍼治療－

鍼の刺入により脳の血流に局所的な変化が観察され

る。。。鍼が末梢神経を介して脳に刺激効果を生ずる。。。

また，鍼刺激によって，部分的には脳活動の抑制。。。

鍼をレーザーに代え全く痛みを感じない強さで刺激しても，

脳の多くの場所に賦活。。。閾値以下の神経刺激が脳に

伝達され効果を発揮。。。伝達され効果を発揮。。。

Ref : 科学的表現に見えるが、

でも、針の刺入は、経穴に。。。

経穴の存在は、科学的に承認されていない？

（伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



(022－021)癒しの森を科学的！！公認(朝日新聞2006年4月19日13版33頁)



北限ニホンザル交雑の危機（朝日新聞2002年9月27日13版15頁）

下北半島で、個人が飼っているタイワンザルがフェンスを越えてニホンザル

生息地に入り込んでいることが目撃された。日本霊長類学会は、交雑を懸念

して、駆除を含めた対策を青森県に申し入れた。 005003



（０２７－０１５）教室にニセ科学

（毎日新聞 ２００７年２月７日１１版２０頁）



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）



疑似科学の特徴 011ー038

疑似科学の2つの条件：「科学のようで」「科学でない」

「科学のようで」

その分野の研究者たち自身は自分たちのやっていることが科学的で

あると主張，少なくとも科学の装いをまとっていること。。。

「科学でない」

その分野の中心的な主張が正統科学から否定されている。。。

cf:精神分析の仮定する心の深層は科学の側。。。

cf:創造科学・占星術・超心理学・神による種の創造・惑星の位置と

地上の出来事との因果関係・超能力の存在・気の流れによる

人体の説明などは疑似科学に分類

（伊勢田哲治：擬似科学と科学の哲学；p6,名古屋大学出版会、名古屋、2003年）



(019－018) 科学の特徴

科学という学問は，哲学のように正しい答えを求める学問

ではない。仮説を立ててそれを実証していいことの繰り返し

であり，誤りの積み重ねが答えとつながっていく学問。。。自
分が持っている方法論を用いて解いていく学問。。。

科学は。。。真理ではなくて具体的対象と方法論が存在し，

当面解けるものを解いていきます。そしてそれが必ず次の問

題を提起するので，また次の段階へ進むという
（Kuhn:paradigm shift）のが科学の特徴。。。

（中村桂子：生命の文化論（芦津丈夫ら編）、p51、人文書院，京都，２００３年）



(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。
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。

Ref : 科学的常識・事実は、時代とともにどんどん変わる。
光速より速く移動するニュウトリノ（計測ミス？）

相対性理論はどうなる？
変わるものを、信仰する科学者とは何者？

（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））



科学者が信仰深いとすると、

祈り（＝信仰）と科学に、

共約性・共通性・通底性はあるのか？

祈りってなんだろう？祈りってなんだろう？

科学的に考えることができるのか？



ひとは、なぜ祈るのか

頭を垂れ、合掌

朝日新聞2011年8月12日1版14頁

wikipedia



(図１）米国で人気のあった補完代替医療ベスト10



015－056

祈り・気功etc.spiritualな要素をもつ



（022－001）朝日新聞2006年4月1日14版7ページ



怨霊の力はすばらしい 011-029

(梅原猛：朝日新聞2004年8月24日、12版31頁)

柳田國男：個人にして神になるには，

1．卓越した能力を持つ， 2．余執が残る形で死ぬ（怨霊）

ex）聖徳太子＝卓越した能力・子孫の惨殺と一家の断絶

柿本人麻呂＝歌の名人・流罪者/刑死者

菅原道真＝学問に卓越・えん罪で太宰府に流罪/死後怨霊

怨霊を志願した千利休

利休の美意識は侘びさびを重んじる。秀吉は室内全体に金箔

「利休めはとかく果報乃ものそかし

菅丞相（かんしょうじょう ＝菅原道真）になるとおもへハ」（死の前の狂歌）

豊臣氏は秀吉の死後17年にして滅びた

利休の子孫であると3千家は今もなお栄えている

怨霊の力は素晴らしい
恨み・辛み・妬み・嫉み。。。は、嬉しい・楽しい・褒める。。。より、

エネルギーが大きく、持続する（阿岸鉄三）



祈ることが、

なにか（他人の）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



祈りのあり様は、

宗教的コミュニティによって異なる。



(032-038-II)              日米「未亡人」の悲しみの差異

夫を交通事故で失い，突然「未亡人」の状態に突き落とされた

妻が，どのようにして喪の期間を過ごしたか。

1．日本の未亡人の方が，夫を失った悲しみの感情表現の仕方
が穏やか。2．悲しみの感情表現の仕方が異なるのは，死生観
の相違ということがあるためでないか。日本の未亡人たちは，
先に死んだ夫が永遠に消滅してしまったとは必ずしも考えてい先に死んだ夫が永遠に消滅してしまったとは必ずしも考えてい
ない。身近なところに存在しているように感じて。。。アメリカの
未亡人たちは，夫が永遠に遠くの世界に離れていってしまった
と感じて，喪失感がとても強い。3．日本においては家の中の仏
間・仏壇などの宗教空間が重要な役割。位牌を通した自己カ
ウンセリング，冥界との交流カウンセリング。

（山折哲雄：先祖隠しから先祖供養の時代へ；葬送のかたち（井上治代ら編）、p148、

佼成出版社、東京、2007）



日本の墓と葬儀=儒教風 008021

墓の位置付けは，日本仏教としては難しい問題。

仏教としては，本来，不要。

墓は儒教文化圏において重要。形白鬼（はく）を残ておかなければ，

招魂再生のときに困る。儒教文化圏の東北アジア人は，遺体を残す
ことに異常にこだわる。欧米人は遺体の捜索や収容はしない。

＝「儒教を取り入れた日本仏教」（儒教化した仏教）

墓に納める白骨は，魂（魂気）ではなくて，白鬼（形白鬼）のシンボル。墓に納める白骨は，魂（魂気）ではなくて，白鬼（形白鬼）のシンボル。

墓に対して「鎮魂」は間違い。

先祖供養・墓という儒教風を取り入れ，その様式化を徹底した日本仏
は，葬儀もまた儒教式。祭壇を作り，柩を置き，位牌を建て，死者の
写真を添えるのは，死者のための設営。仏教者として最も大切な本
尊は，最奥部に飾り物のように置かれている。参列者の大半は，本
尊を拝まず，死者の柩・位牌・写真を拝んでいる。亡き人を想うこと
であり，儒教流の招魂再生をしている。

（加地伸行：沈黙の宗教-儒教-、p54、筑摩書房、東京、1994）



聖職者の役割 (032-II-087)

瀕死の患者にとって聖職者の役割とはなにかを、
神学の専門用語を使わずに語る。。。病院づき
の牧師と話したいと申しでた患者のほとんどが
失望に終わっていることは、昔からよく知ってい
た。「あの人たちはただ聖書のことばを棒読みし
ているだけよ」そんな評価をくり返し聞かされてているだけよ」そんな評価をくり返し聞かされて
いた。ようするに、対処の方法を知らない牧師た
ちは真の疑問を巧みに回避して、聖書の中の
都合のいい部分の引用でその場をしのぎ、そそ
くさと逃げだしていたのである。

ref :引導を渡すchaplain=告知後のアフターケア
（Elisabeth Kuebler-Ross:The Wheel of Life,1997(上野圭一訳：

人生は廻る輪のように、p256,角川文庫、東京、2003）



患者の心に「臨床僧」患者の心に「臨床僧」患者の心に「臨床僧」患者の心に「臨床僧」
臨床僧の目標を説明する対本さん（右から２人目）（１２日、右京区の花園会館で）臨床僧の目標を説明する対本さん（右から２人目）（１２日、右京区の花園会館で）臨床僧の目標を説明する対本さん（右から２人目）（１２日、右京区の花園会館で）臨床僧の目標を説明する対本さん（右から２人目）（１２日、右京区の花園会館で）

入院患者の心のケア入院患者の心のケア入院患者の心のケア入院患者の心のケアや在宅介護に従事する僧侶を「や在宅介護に従事する僧侶を「や在宅介護に従事する僧侶を「や在宅介護に従事する僧侶を「臨床僧臨床僧臨床僧臨床僧」と名付けて育成していこうと、」と名付けて育成していこうと、」と名付けて育成していこうと、」と名付けて育成していこうと、僧侶で医師僧侶で医師僧侶で医師僧侶で医師
の対本宗訓の対本宗訓の対本宗訓の対本宗訓(つしもとそうくんつしもとそうくんつしもとそうくんつしもとそうくん)さん（５６）らが１６日、「臨床僧の会・サーラ」を長岡京市を拠点に設立する。さん（５６）らが１６日、「臨床僧の会・サーラ」を長岡京市を拠点に設立する。さん（５６）らが１６日、「臨床僧の会・サーラ」を長岡京市を拠点に設立する。さん（５６）らが１６日、「臨床僧の会・サーラ」を長岡京市を拠点に設立する。

全国的にも珍しい取り組みで、対本さんは「全国的にも珍しい取り組みで、対本さんは「全国的にも珍しい取り組みで、対本さんは「全国的にも珍しい取り組みで、対本さんは「生老病死の苦しみや恐怖と向き合う人に寄り添うことにこそ宗生老病死の苦しみや恐怖と向き合う人に寄り添うことにこそ宗生老病死の苦しみや恐怖と向き合う人に寄り添うことにこそ宗生老病死の苦しみや恐怖と向き合う人に寄り添うことにこそ宗
教者の役割教者の役割教者の役割教者の役割があるはず」と、賛同者の広がりに期待している。（岡田英也）があるはず」と、賛同者の広がりに期待している。（岡田英也）があるはず」と、賛同者の広がりに期待している。（岡田英也）があるはず」と、賛同者の広がりに期待している。（岡田英也）

愛媛県の寺に生まれた対本さんは京大で哲学を学んだ後、天龍寺（右京区）で修行し、３８歳で臨済宗愛媛県の寺に生まれた対本さんは京大で哲学を学んだ後、天龍寺（右京区）で修行し、３８歳で臨済宗愛媛県の寺に生まれた対本さんは京大で哲学を学んだ後、天龍寺（右京区）で修行し、３８歳で臨済宗愛媛県の寺に生まれた対本さんは京大で哲学を学んだ後、天龍寺（右京区）で修行し、３８歳で臨済宗
佛通寺派管長に就任。父親や信者を看取った経験から、次第に終末期ケアや生命倫理への関心が高ま佛通寺派管長に就任。父親や信者を看取った経験から、次第に終末期ケアや生命倫理への関心が高ま佛通寺派管長に就任。父親や信者を看取った経験から、次第に終末期ケアや生命倫理への関心が高ま佛通寺派管長に就任。父親や信者を看取った経験から、次第に終末期ケアや生命倫理への関心が高ま
ったったったった。一念発起。一念発起。一念発起。一念発起して受験勉強を始め、２０００年、帝京大医学部に入学。管長を辞任して勉学に打ち込んだして受験勉強を始め、２０００年、帝京大医学部に入学。管長を辞任して勉学に打ち込んだして受験勉強を始め、２０００年、帝京大医学部に入学。管長を辞任して勉学に打ち込んだして受験勉強を始め、２０００年、帝京大医学部に入学。管長を辞任して勉学に打ち込んだ
。０６年に医師資格を取り、研修医や総合病院での勤務を重ねる中で現代医療の限界も目の当たりにし。０６年に医師資格を取り、研修医や総合病院での勤務を重ねる中で現代医療の限界も目の当たりにし。０６年に医師資格を取り、研修医や総合病院での勤務を重ねる中で現代医療の限界も目の当たりにし。０６年に医師資格を取り、研修医や総合病院での勤務を重ねる中で現代医療の限界も目の当たりにし
たたたた。医師。医師。医師。医師不足による過酷な勤務。「病気を診て患者を診ない」と言われるように、がんや難病の患者が直不足による過酷な勤務。「病気を診て患者を診ない」と言われるように、がんや難病の患者が直不足による過酷な勤務。「病気を診て患者を診ない」と言われるように、がんや難病の患者が直不足による過酷な勤務。「病気を診て患者を診ない」と言われるように、がんや難病の患者が直
面している死への恐怖を和らげるすべを十分には持ち合わせていない。かといって、宗教家が病院に出面している死への恐怖を和らげるすべを十分には持ち合わせていない。かといって、宗教家が病院に出面している死への恐怖を和らげるすべを十分には持ち合わせていない。かといって、宗教家が病院に出面している死への恐怖を和らげるすべを十分には持ち合わせていない。かといって、宗教家が病院に出
入りすれば「縁起でもない」と白い目で見られる入りすれば「縁起でもない」と白い目で見られる入りすれば「縁起でもない」と白い目で見られる入りすれば「縁起でもない」と白い目で見られる――。。。。

欧米の病院には、臨床教育を受けた「欧米の病院には、臨床教育を受けた「欧米の病院には、臨床教育を受けた「欧米の病院には、臨床教育を受けた「チャプレン」と呼ばれる聖職者チャプレン」と呼ばれる聖職者チャプレン」と呼ばれる聖職者チャプレン」と呼ばれる聖職者がいる。これを参考に、「僧侶の役がいる。これを参考に、「僧侶の役がいる。これを参考に、「僧侶の役がいる。これを参考に、「僧侶の役
割」を追い求めて同会を発足することにした。割」を追い求めて同会を発足することにした。割」を追い求めて同会を発足することにした。割」を追い求めて同会を発足することにした。

同会では、医療ソーシャルワーカーやホームヘルパーなどの資格を取得した僧侶に研修を行ったうえで同会では、医療ソーシャルワーカーやホームヘルパーなどの資格を取得した僧侶に研修を行ったうえで同会では、医療ソーシャルワーカーやホームヘルパーなどの資格を取得した僧侶に研修を行ったうえで同会では、医療ソーシャルワーカーやホームヘルパーなどの資格を取得した僧侶に研修を行ったうえで
「臨床僧」に認定。約１週間の病院実習を行った後、病院や在宅での法話や「臨床僧」に認定。約１週間の病院実習を行った後、病院や在宅での法話や「臨床僧」に認定。約１週間の病院実習を行った後、病院や在宅での法話や「臨床僧」に認定。約１週間の病院実習を行った後、病院や在宅での法話や相談相談相談相談、入、入、入、入浴浴浴浴やややや移動移動移動移動の介の介の介の介助助助助なななな
どに従事してもらう。賛同する僧侶はすでに約２０人どに従事してもらう。賛同する僧侶はすでに約２０人どに従事してもらう。賛同する僧侶はすでに約２０人どに従事してもらう。賛同する僧侶はすでに約２０人おおおおり、り、り、り、今今今今後、受け後、受け後、受け後、受け手手手手となる病院や介護となる病院や介護となる病院や介護となる病院や介護業業業業者を者を者を者を募募募募るといるといるといるとい
うううう。１２日。１２日。１２日。１２日にににに開開開開いた医師や看護師、いた医師や看護師、いた医師や看護師、いた医師や看護師、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ関関関関係係係係者らとの者らとの者らとの者らとの意意意意見見見見交換交換交換交換会では、「会では、「会では、「会では、「安楽安楽安楽安楽死や死や死や死や尊厳尊厳尊厳尊厳死は医師だけの死は医師だけの死は医師だけの死は医師だけの
問題問題問題問題ではない」「僧侶が現ではない」「僧侶が現ではない」「僧侶が現ではない」「僧侶が現場場場場になになになになじむじむじむじむには十分なカには十分なカには十分なカには十分なカリキュリキュリキュリキュラムがラムがラムがラムが必要必要必要必要」などの」などの」などの」などの声声声声がががが上上上上がった。がった。がった。がった。小泉欣小泉欣小泉欣小泉欣也・京也・京也・京也・京
都都都都大大大大外科交流セ外科交流セ外科交流セ外科交流センンンンタタタター理事長は「現代医療は心のー理事長は「現代医療は心のー理事長は「現代医療は心のー理事長は「現代医療は心の問題問題問題問題が大が大が大が大切切切切になってになってになってになっておおおおり、ともに考えるり、ともに考えるり、ともに考えるり、ともに考える時時時時期だ」と話し期だ」と話し期だ」と話し期だ」と話し
たたたた。１６日。１６日。１６日。１６日には参には参には参には参加加加加する僧侶らがする僧侶らがする僧侶らがする僧侶らが顔顔顔顔合わせし、会が合わせし、会が合わせし、会が合わせし、会がスタスタスタスターーーートトトトをををを切切切切る。現在は英国で臨床学を学る。現在は英国で臨床学を学る。現在は英国で臨床学を学る。現在は英国で臨床学を学びびびび、日本とを、日本とを、日本とを、日本とを
行き行き行き行き来来来来している対本さんは「患者にしている対本さんは「患者にしている対本さんは「患者にしている対本さんは「患者に『『『『人は死んだらどこに行くのか人は死んだらどこに行くのか人は死んだらどこに行くのか人は死んだらどこに行くのか』』』』とととと問問問問われたら、宗教者としてならわれたら、宗教者としてならわれたら、宗教者としてならわれたら、宗教者としてなら語語語語り合り合り合り合
えるえるえるえる。宗派を。宗派を。宗派を。宗派を超超超超えてえてえてえて活動活動活動活動を広げていきたい」と話す。を広げていきたい」と話す。を広げていきたい」と話す。を広げていきたい」と話す。
問問問問い合わせは同会（０い合わせは同会（０い合わせは同会（０い合わせは同会（０７７７７５・５・５・５・９９９９５５５５４４４４・１００５）へ。・１００５）へ。・１００５）へ。・１００５）へ。
（（（（2011年年年年2月月月月15日日日日 読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞））））



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，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)



（027－055） WHOにおける健康定義に
スピリチュアリティ書き加え提案の背景

1．スピリチュアリティを重視する立場も，慎重あるいは

反対の立場も当然ありうる。

2．背景として、QOLの様々な側面が問題とされるように

なった状況がある。

3．WHOは宗教的な祈祷による治療や民間療法などをも3 WHO

軽視・排除しない。

4．social/physical/psychological/cultural/spiritualなどの

形容詞を同列に列挙することで健康を総体的にとらえている。

5．1984年の第37回総会ですでに決議前文では、

スピリチュアルな側面について言及されている。
(葛西賢太：スピリチュアリティを使う人々。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p145、人文書院、京都、2003年)



（027－061）スピリチュアリティの感覚面は
変性意識状態の一部分

変性意識状態altered state of consciousness,ASCの定義：

「人為的，自発的とを問わず心理的・生理的・薬物的，あるいはその他
の手段・方法によって生起した状態であって，正常覚醒状態にいるとき
に比較して，心理的機能や主観的経験における著しい異常性や変容
を特徴とし，それを体験者自身が主観的に，もしくは他の客観的な観
察者によって認知可能な意識状態。。。運動や知覚，記憶，思考，
言語などの異常や機能低下，現実吟味力の低減などを意味して

いる。。。筆舌に尽くしがたい体験。。。」（斎藤稔正：変性意識状態に
関する研究，松籟社，1981年）
筆舌に尽くしがたいのであれば学問的検討の対象にしようがない。

Ref:「筆舌に尽くしがたい」：科学的学問的検討の対象にならないが、
学問的検討の対象にならないわけでもない（阿岸鉄三）

(大宮司信ら：精神医学とスピリチュアリティ。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p166、人文書院、京都、2003年)



（027－062） 憑依現象

一見宗教的と思われるような精神性症状を，信仰の

発露とみるか，精神医学の対象としてみるか。。。，
典型的な例は憑依現象。。。

憑依は宗教における重要な境地のひとつであるが，

同時に病的状態として精神医療の対象になることが
ある。

(大宮司信ら：精神医学とスピリチュアリティ。スピリチュアリティの現在

（湯浅泰雄監修）、p168、人文書院、京都、2003年)



祈りとは、

論理性を超えたなにか。



（028－002）祈りの科学的理解には限界がある

科学的な祈りの調査結果が示すのは、ただ効果が
あるという事実だけであって，どのように祈りが

はたらき，なぜ効くかということではない。

これは、科学がそれ以上先へ進めない境目という

ものが存在するということである。科学は，測れない

ものを測ることはできない。それは祈りの多くの側面
が，ほとんど手付かずのまま残されているという

こと。。。
（Dossey,Larry:Prayer is good medicine,1996

（大塚晃志郎訳：祈る心は、治る力。ｐ25、日本教文社、東京、2003年））



(032－012) ほんとうのことは言語で捉えられない

そもそも，人間の生活の深層というのは，社会の表層に流通

している出来合いの概念や流行思想では捉えがたいものを

含む。。。どこの社会，どこの文化にも「本当のことは言語で

捉えられないのだ」という感情があり。。。宗教の世界では，

宇宙や神や自己の真相は言語で捉えられないという「神秘宇宙や神や自己の真相は言語で捉えられないという「神秘
主義」の思想があり。。。

（中村圭志：信じない人のための宗教講義、，p155、みすず書房、東京，2007）



(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）



論理性を超えたものを本当だと思う
（ステレオタイプ化する宗教的リアリティ（石井研士：バラエティ化する宗教）、p170、青弓社、東
京、2010））



(026－032) エロチックな快楽と霊的体験

西洋文化においては，肉と霊は分離されてきたので，われわ

れはエロチックな快楽と霊的体験とを結び付けることができ

ると想像することに困難を覚える。しかし，諸文化の大多数

は，セクシュアリティーと霊性は密接に結びついたものとみ

なして。。。今日でも，世界中の土着宗教はセクシュアリ

ティーを神聖とみなし続けている。われわれはこれらの宗教ティーを神聖とみなし続けている。われわれはこれらの宗教

を未発達・異教的・不道徳として退ける傾向がある。霊性は，

雲の上の超俗的な性質ではない。人生との世俗的で色情的

な関わりあいの，自然な芳香なのである。無性的霊性という
のは撞着語法。。。

（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、p217 、星雲社、東京、2000年）



意識がひらかなければ、

祈りは理解されない。

仏教では、仏性に気付かな仏教では、仏性に気付かな
いことを無智・無明という。



（０３９－００３－ＩＩ） 人間の意識のフルスペクトル

human consciousness project：多領域・多文化・多様相的な

アプローチをとり，意識のすべての範囲，意識の「遺伝子」

の完全な配列図を作ろう。。。意識の多様な段階・構造、

及び状態に関する母表に集約された。。。禅仏教から西洋

心理学まで，ヴェーダーンタ・ヒンドゥー教から実存的現象

学まで，シベリア・シャーマニズムから意識の変容状態に学まで，シベリア・シャーマニズムから意識の変容状態に
いたるまで，さまざまなアプローチを1枚の母表に集約し，

意識のスペクトルを作ろうとする。。。この包括的な意識の

スペクトルが，世界の偉大な英知の伝統と本質的に非常
に一致していることが次第に明らかに。。。

（Ken Wilber:The Eye of Spirit;An Integral Vision For A World Gone Slightly Mad,1997（松永太

郎訳：統合心理学への道；「知」の眼から「観想」の眼へ、P54,春秋社、東京、2004年））



(032-II-042)              サイキックオープニング

スピリチュアルな変容のプロセスにある人々は、感受性や直感能力
が高まり、その結果、自分がテレパシー・予言・体外離脱・空中浮揚
等の超常的能力を持っていると自覚する場合がある。こうした超常
的能力に固執することは、さまざまな霊的伝統や神秘学者たちによ
れば、意識の発達上自然ではあるが危険性のある段階だと述べら
れている。そうした能力を獲得したと自覚すると、自分の獲得した能れている。そうした能力を獲得したと自覚すると、自分の獲得した能
力におびえたり、その能力に過度に固執したりすることが少なくない。
グロフは、重大な問題として、「超常的に能力の獲得を、自分の優秀
さを示し、特別な召命を受けたものだと考えてしまうことである」と指
摘している。サイキックオープニングにおいて、最も危険なのは、こ
のような体験への固執である。
（向後善之：スピリチュアルな成長の挫折と自己肥大、そしてその危険性について。スピリチュアリティと
は何か（尾崎真奈美ら編）、p85,ナカニシヤ出版、京都、2007）



弔いの起源？ 朝日新聞２０１０年４月２７日夕刊４版１０頁(032-II-071)



共感は、科学で取り上げられなかった (036-II-045)

最近になるまで、共感は科学で真剣に取り上げられなかっ

た。共感は占星術やテレパシーのような超常現象と同類

の不合理で馬鹿げた話題だと考えられていた。。。共感に

まつわることは、何から何まで曖昧でやたらに感傷的で、
冷徹な科学よりも女性誌に似合うと思われていた。冷徹な科学よりも女性誌に似合うと思われていた。

（Frans de Waal:The Age of Empathy、2009

(柴田裕之訳：共感の時代へ、p131、紀伊国屋書店、東京、2010））



医師は、慰めと安心を与える (036-II-029)

医師が患者に与えることのできるものの一部として、慰め
と安心がある。これは、軽々しく片付けてしまうべきもの
ではない。私のかかりつけの医師は、手をのせるという
文字どおりの信仰治療を行うわけではない。しかし、聴診
器の向こうの知的な顔から元気付けられる声が聞こえる
ことで、ちょっとした軽い病気がたちまち「治癒」した経験
が何度となくある。いわゆるプラシーボ効果については十が何度となくある。いわゆるプラシーボ効果については十
分に実証されており、大きな謎というわけでさえない。薬
理学的な活性をまったくもたない偽薬で健康がはっきりと
改善されるのである。

（Richard Dawkins:The God Delusion,2006

(垂水雄二訳：神は妄想である、p247、早川書房、東京、2007）



かくして、科学専一主義も、spiritualityも

意識のスペクトラムの特別な層における

spychic openingに結果する信仰であるとわかる。



意識・感情を

医工学的に評価できるか？



（019－060） 感情の脳内表現
感情には，悲しみ・喜び・怒り・ひがみ・不安・苛立ち・陶酔など様々な

要素がある。なぜこのような内的感覚を持つのか。。。

反射を主体とする単純行動は，生存に必ずしも有利とはいえない。

反射行動を遅らせたり，ときに止めさせる機構が必要。。。得られた

情報を解釈し，自己の生存に適した信号。。。反射脳が得た情報の

性状や，反射能の反応を修飾する脳内機構として上位の機構が性状や，反射能の反応を修飾する脳内機構として上位の機構が

発達。。。これが感情。感情は，情報を取捨選択し記憶する色分け

として機能している。

反射脳を制御するのであるから，感情の座は，反射脳を取り巻く領域、

すなわち大脳辺縁系。。。大脳辺縁系の活動電位を脳PET画像（ドー
パミンD2受容体を画像的計測）で、あるいはMRIによるマッピングで

表現。。。
（伊藤正敏：医工学的手法による代替医療の評価。統合医療2（2）：21－26，2005）



気功による癒し・和みの感覚、性的悦楽、法悦など気功による癒し・和みの感覚、性的悦楽、法悦など気功による癒し・和みの感覚、性的悦楽、法悦など気功による癒し・和みの感覚、性的悦楽、法悦など

では、大脳辺縁系では、大脳辺縁系では、大脳辺縁系では、大脳辺縁系のののの快楽中枢の活性化が起きると快楽中枢の活性化が起きると快楽中枢の活性化が起きると快楽中枢の活性化が起きると
する仮説（阿岸鉄三）する仮説（阿岸鉄三）する仮説（阿岸鉄三）する仮説（阿岸鉄三）



（019－064）経穴・経絡と脳 PET MRI（伊藤正敏ほか：医工学的手法による代替医療

の評価。統合医療2（2）：21－25，2005）



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)



科学と宗教の協働は、あり得るか？

－知の統合の一環としてー



(028－064) 環境に対する科学と宗教の共同責任

科学者による声明文（1990年1月モスクワ）

「地球をいつまでも大切に守る。科学と宗教の共同責任を訴
える」

”環境危機は。。。個人の行いに対しても急進的な改革の必
要性を迫って。。。宗教の教義・模範・指導が，個人の行いや
責任の持ち方に対して強い影響。。。宇宙の森羅万象を前責任の持ち方に対して強い影響。。。宇宙の森羅万象を前
にしたとき，科学者としての私たちの多くは深い畏敬の念を
持つことを経験。。。神聖とみなされたものへ敬意と配慮の
面をもって扱われるのがふさわしいと理解。。。環境を保護し
大切にしようとする努力に，神聖なるものというビジョンを注
ぎ込む必要。。。”

（マリー・タッカー：宗教とエコロジー

スピリチュアリティといのちの未来。島薗進ら監。p234,人文書院、京都、2007年）
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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)



日本学術会議 知の統合 提言(3)

日本学術会議は、対外報告「わが国における研究評価の現状とそ
のあり方について」をまとめた。。。この中で、「多様な研究活動の奨
励のためには、評価対象の違いに応じた評価基準の適正化・精緻
化が必要である。しかしながら、現状は十分とはいえない」と指摘さ
れている。。。研究評価に関しては、1）短期的成果の評価の弊害
（挑戦的で成果が得られるかが不確実な長期間を要する研究は倦
厭されがちであること）、2）数値的指標の弊害（研究論文数や被引厭されがちであること）、2）数値的指標の弊害（研究論文数や被引
用件数、インパクトファクター等による基礎研究評価が困難であるこ
と）という問題が浮かび上がる。「知の統合」を目指す研究は一般に
長期間を要することが多く、また既存のディシプリンに収まらないの
で、数値的指標による正当な評価は難しい。したがって、これらの弊
害を解消し「知の統合」に関する試みを正当に評価するための手法
を構築することが「知の統合」の推進にとっても欠かせない。

（日本学術会議 提言「知の統合」 2011/8/19 p15)



「知の統合」といってるけど、

気持ち・理解は非学的なものも科学と呼んでいる
ー科学専一主義ー

日本学術会議協力学術研究団体：
日本宗教学会日本宗教学会

日本佛教学会

宗教を科学的に理解？？

創造科学と同じ？？



(037-II-015)                                                       知の越境

知の越境とは、学問分野の越境であるだけでなく、文化や芸術の境界
の越境であり、国と国との境界の越境であり、階級・人種・性・世代の
境界の越境であり、精神と身体の越境であり、言葉と権力が作動する
あらゆる境界の越境を意味。。。私たちは、知の越境を、ポストモダン
の哲学のように越境的な思考や、場と身体を持たない思考によって遂
行しているのではない。一人ひとりが当事者として生の現場に参入し、
受苦し引き裂かれる身体の狭間のざわめき鼓動する知を、ダイアロー
グの言語によって掬い上げる実践を試みている。国家や家族や企業
や市場や学校や大学という装置に体制化された近代の知の編成を内
側から突き崩す挑戦。。。

ref : 統合知は、知の越境

（栗原彬ら：越境する知への誘い。

越境する知2、語り：つむぎだす（栗原彬ら編）。Ｐi、東京大学出版会、東京、2000）





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、しばしば異端（阿岸鉄三）。

広く受け容れられないのが普通

（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）



医と工の密接な連携を

医の辺境と工の辺境から新しい潮流

医と工の話合いを！！

医学者は工学を理解できない。医学者は工学を理解できない。
工学者の知識は、医学の一部にしか及ばない。
（工学の基礎）数字・数学は、ごく限られた領域における

communication toolと理解すべきである。

“話したって、あいつは分からない”では
技術orientedのアフェレシス医療の進歩はない。



(025－048) 数量化進展の原因
西暦1000から1340年の間に，西ヨーロッパの人口は2－3倍に増加，増
えた人口は都市に流入。中世ヨーロッパの農民・貴族・聖職者の3層構
造に都市住民（ブルジョワジー）が加わった。「計算の雰囲気」を醸し出
したのは，商業取引に従事したブルジョワジー。都市住民にとって正確
な時間が重要。機械時計が刻むのは均質化された時間。空間の認識
も変化。沿岸航海のため，空間を緯度と経度で均質に区分する

図法。。。宇宙は数学的に計算される。。。

音楽や絵画にも変化。音の相対的な高低を示すだけの原始的な記譜音楽や絵画にも変化。音の相対的な高低を示すだけの原始的な記譜
法から，11世紀ころから譜線を用いた譜表が使われ，13世紀には長さ
を示す音符による定量的記譜法が現れた。絵画においては，15世紀
に近代的な遠近法。。。絵画は，空間を幾何学的にとらえるもの。。。

数量化の極致は簿記。「世界を目に見えるもの，数量的に把握できる
ものに還元し，それによって世界を理解，おそらくは統御することもでき
る」。数量的な表現は，言語的表現よりも正確である。時に形而上学的
な信念をも覆す。

（中島秀人：日本の科学/技術はどこへいくのか、p140、岩波書店、東京、2006）（Crosby AW:The
Measure of Realiry,1997。数量化革命：小沢千重子訳、紀伊国屋書店、2003年から引用）





数学の素晴らしさ

数学の素晴らしさの理由の一つは，数学者同士であれば
相手が話ししている内容をごく普通に理解できるということ
である。これはどんな分野にでも言えるわけではない。何

人かの数学者に「群」という専門用語の定義を質問すれば，
全員がほとんど同じ定義を答えるだろう。しかし，心理学全員がほとんど同じ定義を答えるだろう。しかし，心理学
者に「愛」の定義を質問すると，おそらく、その回答者が支
持する心理学の学派によって，いくつか違った答えが出て
くるはずだ。
（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦訳：不可能・不確
定・不完全 できないを証明する数学の力、p291、早川書房、東京、2011）



人類は全知全能ではないと気づく

二十世紀になされた特筆すべき発見のひとつに、数
学と自然科学と社会科学を貫く共通認識、すなわち
「世の中には私たちに知りえないことが、できないこ

とが、解決できない問題が存在する」という認識があ

る。私たちは人類が全知全能でないことはわかってる。私たちは人類が全知全能でないことはわかって
いるし、それは何も最近初めてわかったことでもない
のだが、全知全能でありえないかもしれないと気づ
いたのはつい最近だ。

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦

訳：不可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p17、早川書房、東京、

2011）



限界がある

二十世紀には、「限界がある」という仰天の帰結が三つ導かれた。
現実の世界で私たちが知りうることやできることに、数学の論理を
駆使して見いだすことができる真理に、そして民主主義を導入して
達成できることに、限界があるというのだ。1927年にヴェルナー・ハ

イゼンベルクによって発見された不確定原理によると物体の位置
と速度を同時に知ることはできず、続く30年代に証明されたクルト・

ゲーデルの不完全性定理は、数学上の真理を決めるための論理ゲーデルの不完全性定理は、数学上の真理を決めるための論理
に不備があることを明らかにした。15年ほどのちにケネス・アロー

が投票者が属する社会の選り好みを各投票者の選り好みに基づ
いて満足に表せるような票の集計方法がないとことを示して。。。

Ref:平行線が交わるとする幾何学。宇宙航空工学に応用。
（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦訳：不

可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p18、早川書房、東京、2011）



数式を載せると読者が減る

スティーヴン・ホーキングのベストセラー「ホーキング
宇宙を語る」の「謝辞ーまえがきにかえて」によると、
彼は出版社から、本に数式を一つの載せるごとに読
者が半減すると言われたようである。

（James D. Stein:How math explains the world,2008(熊谷玲美・田沢恭子・松井信彦

訳：不可能・不確定・不完全 できないを証明する数学の力、p27、早川書房、東京、

2011）



(025－025) 自然を導く原則を

数学とするのは不合理

偉大なる自然の聖典は数学の言語で書かれている

と主張したのはガリレオだが，時を経た今でもこの言

葉は科学の領域では教典，信仰箇条として生きてい

る。だが，このような信念を支える証拠はない。そしる。だが，このような信念を支える証拠はない。そし

て，自然を導く原則として数学を歓迎するのは不合

理な方法だと疑うことが，今の科学者には許されて
いる。

(Jesper Hoffmeyer:En Snegl Pa Vejen;Betydningens naturhistorie,1993

（松野孝一郎・高原美規訳：生命記号論、p68、青土社、東京、2005年））
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国語理解力の問題？国語理解力の問題？国語理解力の問題？国語理解力の問題？



分数 言葉で表すと？
朝日新聞2011年10月15日12版17頁



数による理解は、

通常言語ほど一般的でない。

遺伝子的に、決定付られていない？



科学とはなにか 科学の定義 (1)（辞書的）

科学：①世界と現象の一部を対象領域とする、経験的に論
証できる系統的な合理的認識。通常は哲学とは区別される
が、哲学も科学と同様な確実性をもつべきだという考えから、
科学的哲学とか、哲学的科学という用法もある。②狭義では、
自然科学と同義。（広辞苑第４版；新村出編、岩波書店、東自然科学と同義。（広辞苑第４版；新村出編、岩波書店、東
京、1991）

科学：①一定の決まった目的・方法・原理によって、いろいろ
の知識を集め、整理し、体系的に統一する学問。哲学以外
の、専門の諸学問。②自然科学と精神科学の二つに分けて、
とくに自然科学をいう。③一般に学問の称。（国語辞典；久松
潜二・佐藤謙三編、角川書店、東京、1969）



科学とはなにか 科学の定義 (2)（阿岸鉄三的）

科学の属性（科学的であるとは）：
①客観性 ②再現性 ③普遍性 ④一貫した論理性

科学の論理：

経験した事象を集積し、それらの共通性から帰納によって経験した事象を集積し、それらの共通性から帰納によって
相同性の仮説を提案し、さらなる事象の集積から仮説の正
当性を確認する。相異性は、理由なく、無視され、排除され
る。演繹は、事実に基づかないとして排除される（＝想定外）。

Ref:①仮説の提案は、主観的。②排除される部分は、想定
外＝非科学的③実験は、条件をそろえた経験。



科学とはなにか 科学の定義 (3)

科学的事実は、ある特定の条件下でのみ、成立する。
条件が、異なれば、異なる科学的事実が成立する可
能性がある。
しかし、往々にして、設定された条件はしかし、往々にして、設定された条件は
忘れ去られ、結果・結論だけが独り歩きする。
必ずしも、真理とは、限らない。



科学的とは、なにか

科学的に理解するとは、科学的に理解するとは、科学的に理解するとは、科学的に理解するとは、

科学的に限局科学的に限局科学的に限局科学的に限局された真理された真理された真理された真理の一側面をみることの一側面をみることの一側面をみることの一側面をみること

科学的側面

真理はおそらく多面的にしか理解できない真理はおそらく多面的にしか理解できない真理はおそらく多面的にしか理解できない真理はおそらく多面的にしか理解できない

科学的側面

ほかにも、

いろいろな側面が。。。


