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今日は年末のお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 

まず簡単な自己紹介をしていただいてから始めたいと思います。 

 

今回のテーマはインテリジェント・デザイン（以下、ID）を選びました。わた

しが科学の中にいる時には意識することなく現代科学の哲学と方法論の中で現

実の問題解決に頭を奪われていましたので、ID に特に興味を持つことはありま

せんでした。IDは科学の外にあり、軽蔑か無視の対象でしかなかったからです。

しかし、仕事を辞め、暇な時間が増えるとこれまでの縛りなくなりますので、

いろいろなことに興味が湧いてきます。IDについては、これまでの SHEにおい

て言葉としては発したことがありますが、少し調べてみたいと考えるようにな

ったのは、最近読んだアメリカの哲学者のトマス・ネーゲルという人がMind & 

Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost 

Certainly False（Oxford University Press, 2012）（『心と宇宙：唯物論的ネオダー

ウィニズムによる自然の概念化が、なぜほぼ確実に間違っているのか』）という

本の中で IDに対する共感を語っていたことも影響していると思います。この本

については後ほど取り上げます。 
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われわれが抱く疑問の中で最も大きなものとして、この世界がどのようにして

出来上がり、生命はどのように生まれ、どのようにして今のような姿になった

のかという問いがあります。それは起源と進化に関する問いとも言えるもので

す。この場合の進化は、ダーウィン的な意味ではなく、一般的な意味での進化

になります。ポール・ゴーギャン（Paul Gauguin, 1848-1903）の大作「われわ

れはどこから来たのか、われわれは何者なのか、われわれはどこに行くのか」

（D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?, 1897-1898）にも通じる究

極のテーマだと思います。今回の SHEでは、この問いに対する一つの見方につ

いて語り合うことになります。 

 

わたしは以前に科学の世界にいましたが、その世界がどのような世界観に支配

されているのかを考えることはありませんでした。科学の日常の中で、どのよ

うな考え方は避けなければならないのかを嗅覚で判断するというところに止ま

っていたように思います。その原因は個人の問題もあると思いますが、科学を

取り巻く歴史や哲学に関する教育の不足が大きいのではないかと思っています。

科学絶対主義の中にいて、科学を相対化して考えることをしないで生きていた

と言えるかもしれません。「その外」に出て初めて、科学を包み込んでいる枠組

みが見えるようになってきたと言えると思います。今回は IDについて虚心坦懐

に見直すことにより、科学が持っている性質の一端が新たに見えてくることを

願っております。 
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ID に入る前に、現代の科学、特に生物学が採用している哲学と方法論、謂わば

現代生物学の正統について簡単に見ておきたいと思います。その始まりは、ウ

ィリアム・ペイリー（William Paley, 1748-1805）が主張した神による世界の創

造をダーウィン（Charles Darwin, 1809-1882）が否定した時ではないかと思いま

す1。ダーウィンは、自然に存在する生物が持ついろいろな変異の中で、環境の

変化に応じて生存、繁殖する変異が自然選択されるというメカニズムにより、

共通祖先から種が進化してきたのではないかと考えました。変異が先にあり、

それが環境の制約の中で選択され、漸進的に進化するという考えになります。

彼は選択された特徴がどのように代を超えて伝わるのか、つまり遺伝のメカニ

ズムについても考え、パンゲン説2を発表しましたが、それは正しいものではあ

りませんでした。 

 

 
 

ご承知のように、遺伝のメカニズムを明らかにしたのはメンデル（Gregor 

Johann Mendel, 1822-1884）でした。20世紀に入り、ダーウィンの進化論とメン

デルの遺伝学を統合するネオダーウィニズム（neo-Darwinism）と言われる思想

が現れ、これが現代生物学の正統になっています。この考えによりますと、ダ

ーウィンが唱えた変異の実態は遺伝子の変異で、全くの偶然で起こった変異が

先にあり、環境による制約が加わると生存と繁殖に適した変異が選択されます。

この場合、環境の制約も変異と同様に予想ができませんので、生物の進化は目

的地が決まっていない open-ended な過程になります。ゴーギャンの三つ目の

                                                        
1 第 7回 SHE「遺伝子を哲学する」の発表内容（7ページ）を参照のこと。 

http://hidetakayakura.webs.com/SHE-7-MS.pdf 
2 第 7回 SHE「遺伝子を哲学する」の発表内容（8-9ページ）を参照のこと。 

http://hidetakayakura.webs.com/SHE-7-MS.pdf
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問いに生物学的に答えるとすれば、どこに向かうのかはわからないことになり

ます。 

 

現代生物学が採用する哲学と方法論は、デカルト（René Descartes, 1596-1650）

に始まるとも言われる還元主義（reductionism）になります。彼は『方法序説』

（Discours de la méthode, 1637）の中でこう言っています。 

 

「わたしが検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題

をよりよく解くために必要なだけの小部分に分割すること」 

 

「わたしの思考を順序にしたがって導くこと。そこでは、もっとも単純

でもっとも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るように

して、もっとも複雑なものの認識にまで昇っていき、自然のままではお

互いに前後の順序がつかないものの間にさえも順序を想定して進むこ

と」 

 

デカルトの主張は、分析しやすい部分に分割して解析するだけではなく、それ

を統合して全体を理解する過程も重要であるというものです。そこでは、部分

を解析して相互の関係を明らかにすれば全体の理解に辿り着くと考えています

ので、「部分の総和は全体に一致する」という思想とも言えます。これに対する

思想として、ホーリズム（holism）があります。こちらは「部分の総和は全体

より大きい」という表現をすることからも分かるように、部分を解析しても全

体には辿り着かないと考えています。還元主義の中にいる科学者が陥りやすい

問題点は、部分の解析に取り掛かると次々に問題が現れ、結果の統合に至るこ

となく最終的に部分の解析で終わってしまうことです。つまり、デカルトが部

分の解析と同様に強調した全体にはいつまで経っても到達しないことになりま

す。ある意味では、現代の科学者はその一生を部分の解析の使っていると言う

こともできると思います。 

 

現代生物学の正統によって批判される一つの見方として、open-endedな過程で

はなくどこかにある理想の形に向かって進化するとする goal-directedな考え方

があります。この場合、誰が最終的な地点を設定し、そこに導くのかが問題に
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なります。そのような者を考えなければならない点で、現代科学はこの哲学を

非科学的として徹底的に批判します。ただ、この見方は人類が目覚めて以来、

根深く存在するものとも言えると思います。それだけに、常に注意しなければ

ならない点になります。しかし、現代科学・医学の動向に目をやりますと、自

らが批判している goal-directedなやり方、自然の進化の流れに手を加えるよう

な方法を編み出し、使っているのではないかという疑問も生まれます。自然に

対して人工的な介入をすることにより、どこに向かうのかについての思索はさ

れているのか。その場合の方向は、一体誰が決めているのか。集団に芽生えた

意識されない流れの内に決められていることはないのか。この問題は大きな問

題になりますので、いずれこの場でも議論できればと考えています。 

 

ここから今日の本題である IDに入ろうと思います。まず歴史的に見ますと、古

くはプラトン（Plato, 427 BC-347 BC）が『ティマイオス』の中で、創造主デミ

ウルゴスに理想のイデアに合わせてこの物質世界を創造させています。そこで

描かれているのは、デザイナーの存在と方向性、目的を持った世界になります

ので、現代科学から見ると批判の対象になりそうです。ただ、このような世界

観はわれわれの祖先には共通したもので、わが国の『古事記』の世界にも見ら

れますし、その痕跡はわれわれの精神の中にも残っているのではないかと想像

しています。そのため、現代科学の中で活動する場合には、細心の注意が求め

られるのだと思います。 

 

 

 

アリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）は『自然学』（Physics）の中で、自
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然現象には 4つの原因があるとする四原因説を唱えました。質料因（hyle, ヒュ

レー）、形相因（eidos, エイドス）、作用因（arche, アルケー）、目的因（telos, テ

ロス）の 4 つです。家に譬えて言えば、質料因は家の材料となる木材やコンク

リート、形相因は設計図や外観、作用因は職人による作業であり、目的因とは

家があるのは人が住むためということになります。そして、目的因こそ自然界

に存在するすべてのものに内在する重要な要素であるとしました。 

 

しかし 17 世紀に入り、イギリスのフランシス・ベーコン（Francis Bacon, 

1561-1626）は、「新しい道具」を意味する『ノヴム・オルガヌム』（Novum Organum, 

1620）中で、実験による検証とは相容れないアリストテレスの目的因や超自然

的な説明は真理への障害になると批判し、それらを排除することにより近代科

学の基礎を築きました。その結果、現在の科学は自然主義（naturalism）と呼ば

れる哲学的立場を採っています。 

 

 
 

このスライドに示しましたように、自然主義はこの世界はすべて自然界にある

原因から生じるものと考え、超自然的な説明、あるいは心霊現象による説明を

排除します。したがって、世界の実在は科学的方法により解析されるべきだと

考えます。自然主義の中に二つの立場を見る人もいます。一つは哲学的な自然

主義（philosophical naturalism）で、この世界は自然科学で実証可能な原因しか存

在しないとする哲学的な立場です。もう一つは方法論的な自然主義

（methodological naturalism）で、科学的解析においてはすべてが自然界の現象や

原因に因るとする立場で、極端に言うと、科学を離れた場合にはどのような哲

学的立場を採っても問題がないことになります。つまり、この世界をどう観る

のかという立場はさて置き、科学を用いて知識を得ようとする時には、自然科
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学による実証主義を採用することになります。信仰を持つ科学者の場合には、

この立場を採っている可能性があります。 

 

 

 

この世界と神との関係については、多くの見方が提出されていますが、ここで

はこれからのディスカッションにも参考になる二つの見方を紹介します。一つ

は有神論（theism）で、もう一つは理神論（deism）という神学的な立場です。

前者の有神論は、神は存在し、世界を創造しただけではなく、その後の世界の

動きをも支配しているとする立場です。この命名は、第 5回 SHEの「生気論」

のところでも取り上げた物活論（hylozoism：すべての物質は生きているとする

哲学的立場）の名付け親でもあるラルフ・カドワース（Ralph Cudworth, 

1617-1688）によるとされています。一方、理神論は神の存在は認めますが、そ

の存在は超自然現象や奇跡などを介するのではなく、飽くまでも理性と自然の

観察によるとします。さらに、理神論の神は世界の創造には関わるが、その後

の世界をコントロールすることはないとする立場になります。 
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このスライドは、創造論（creationism）について簡単に示したものです。創造

論は、宇宙や生命は旧約聖書の『創世記』に書かれてあるように、神により創

造されたと考えるもので、神を持ち出すことのない IDとは一線を画すとされて

います。この中にもいろいろなヴァリエーションがありますが、ここでは二つ

の見方を取り上げます。一つは「若い地球説」（Young Earth creationism）で、

『創世記』を文字通り解釈し、6,000年ほど前に神により 6日間でこの世界が創

造されたとするものです。この場合、人間に至るすべての存在が別々に完成さ

れた形で創造されますので、種の進化はこの説では考えられません。 

 

これに対するものとして、「古い地球説」（Old Earth creationism）があります。

これは現代科学の成果を受け入れ、地球の歴史を長く取りますが、世界の創造

は飽くまでも神に委ねられます。この説に属する「有神的進化論」（theistic 

evolution）という立場がありますが、これは進化論と信仰の調和を目指すもの

で、進化論は認めながらもその過程を司っているのは神であると解釈します。

また、「断絶説」（gap creationism）は、創世記の第 1章と第 2章との間に断絶

を認めるもので、その期間を数十億年とするものもあるようです。この他にも

多くの説が提出されています。 

 

 

 

ここで、IDとは何かについて纏めてみたいと思います。IDは創造論とは異なり、

神という概念を出すことはありません。しかし、生命の誕生からその後の進化

の過程は「知性ある原因」に依ると考えた方がよく説明できるとする仮説です。
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IDは古い地球説のように科学の成果である 137億年の宇宙の歴史とビッグバン

は認めますが、生物の進化が方向性を持たない変異と自然選択に依って進化す

るとするネオダーウィニズムですべてが説明できるとは考えません。そのため、

ネオダーウィニズムを教義とする科学界には、ID は科学の仮面を被って登場し

た宗教ではないかと見る人が多数を占めております。ただ、科学の外に出ると

事情は変わり、共感を持つ人もいるようです。ID が科学として成立するために

は、ID の痕跡となるネオダーウィニズムでは説明のできない現象が自然界に残

されていることを実証しなければなりません。 

 

そのために IDが用いる概念として、”irreducible complexity”（IC：還元不能な

複雑性）や ”specified complexity”（SC：特異化された複雑性）などがあります。

前者の「還元不能な複雑性」は生化学者のマイケル・ビーヒー（Michael Behe, 

1952-）が提唱した概念で、この特徴を持つ化学システムは複雑過ぎて、前駆シ

ステムが偶然による変異と自然選択を漸進的に繰り返す過程からは生まれ得な

いもので、そこに ID の関与を想定しました3。その例として、細菌の鞭毛を挙

げています。鞭毛は 30以上の蛋白質の部分から構成されていますが、部品とも

言える蛋白が出来る確率とそれらが鞭毛として組織される確率は極めて小さく、

ダーウィンのメカニズムでは説明できないとしています。 

 

一方の「特異化された複雑性」は、数学者のウィリアム・デムスキー（William 

Dembski, 1960-）が確立した概念4で、これこそが IDを自然界から見出す時の規

準であるとしています。例えば、DNAを構成するアデニン（A）、チミン（T）、

グアニン（G）、シトシン（C）の 4 塩基は全くランダムな配列をしているので

はなく、ある意味を持った配列になっています。その配列が 4 塩基の持つ性質

や単なる偶然で決まっているのでもないことを確率論で証明し、ある特異な意

味を持ち、複雑性をも備えた性質とでも言うべき「特異化された複雑性」がそ

こに見られるとしています。しかし、その確率論の評価は分かれているようで

す。いずれの概念においても、ネオダーウィニズムで説明ができないことをも

って「知性ある原因」という超自然的なところに向かうのか、理解に苦しむと

                                                        
3 Darwin's Black Box (Free Press, 1996)（『ダーウィンのブラックボックス：生命像への新し

い挑戦』青土社、1998） 
4 The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities. (Cambridge University 
Press, 1998) 
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ころでもあります。 

 

IDはシアトルに拠点を置く Discovery Instituteを中心に政治的な運動を行って

います。その目的は、科学の唯物論的な見方とその文化、道徳、政治に与える

破壊的な影響を打ち砕くこと、そして自然の有神論的な理解を促すことにあり

ます。科学に超越的な概念を導入し、公教育においては進化に関して IDを取り

入れるように促すことを主眼にしています。その実践を支えるものに、カリフ

ォルニア大学バークレー校の法学者フィリップ・ジョンソン（Phillip E. Johnson, 

1940-）が策定に関与したWedge Documentがあり、ネットで読むことができま

す5。 

 

 

 

現代の哲学者の ID に対する態度ですが、ID に批判的な人としてはウィスコン

シン大学のエリオット・ソーバー（Elliott Sober, 1948-）博士6、コロンビア大学

のフィリップ・キッチャー（Philip Kitcher, 1947-）博士7がいます。一方、IDに

共感を示す人として、ニューヨーク大学のトマス・ネーゲル（Thomas Nagel, 

1937-）博士8がいます。ネーゲル博士は近著『心と宇宙』の中で、ネオダーウィ

ニズムの問題点を次のように指摘します。まず、単なる偶然の物理化学的変化

により生命は出現できるのかと問います。そして、万が一生命が誕生したとし

ても、ネオダーウィニズムだけで意識の出現を説明できるのか、そのために必

                                                        
5 http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf 
6 Sober, E. What is wrong with Intelligent Design?, Quarterly Review of Biology, 82: 3-8, 2007 
7 Kitcher, P. Abusing Science: The Case Against Creationism (MIT Press, 1982) 
8 Nage, T. Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost 
Certainly False (Oxford University Press, 2012) 

http://www.antievolution.org/features/wedge.pdf
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要となる時間を地球は持っていたのかと問いを続けます。もし意識の出現を説

明できないというのであれば、それは科学の方法として不充分ではないのか。

さらに、遺伝子コード、転写、翻訳などの精巧な現象を目にすると、それが単

なる偶然の結果とは想像できないとし、目的論を絡めた全く新しい理論が必要

ではないかと説きます。 

 

この問題を宗教の側から見ますと、例えば、現在のローマ教皇フランシスコ

（1936-）は、この 10月に開かれたバチカンの会議において次のように語ったと

伝えられています。 

 

「『創世記』にある世界創造の物語を読む時、われわれは神がすべての

ことができるような魔法の杖を持った魔術師であると想像しがちであ

る。しかし、そうではない」9 

 

この言葉は、前任者のベネディクト 16世（1927-）が IDを支持していたことを

考えると、宗教は科学の進歩に開かれていなければならないとする立場を示す

ものに見えます。また、科学の成果を認めた上でどのように信仰を構築するの

かという問題を問い掛けているようにも見えます。この点については、後ほど

詳しい方のご意見を伺うことができれば幸いです。 

 

今日わたしが提示したいことは、以上になります。 

 

 

                                                        
9 “When we read in Genesis the account of Creation, we risk imagining that God was a 
magician, with such a magic wand as to be able to do everything. However, it was not like 
that.” (Pope Francis, 2014.10.27) 
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それでは、ディスカッションをよろしくお願いいたします。 

 

（2014年 12月 14日） 

 

  

 


