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   科学と宗教（キリスト教）との相克 

 
わかみず会（2017.11.29） 
                    鈴木利一 
 
 西欧においては、科学と宗教（主としてキリスト教）の間の論争の歴史は長い。科学側からの

執拗な批判にも関わらず、キリスト教は存在し続けている。報告者は、この機会に過去に読んだ

科学側からのキリスト教批判を跡付けてみた。補足するために、この機会に読んだ本もある。そ

れらは、論争史を回顧するという壮大な試みには到底及ぶべきもない。いくつかの論争を取り上

げ、最後に、宗教を所与のものとして分析対象とする宗教社会学の意味を考える。 
 

★マルクスと宗教 
 
 マルクスは、『ヘーゲル法哲学批判序説』（文献０）の初めで次のように言っている。 
 「反宗教的批判の基礎は、人間が宗教をつくるのであり、宗教が人間をつくるのではない、と

いうことにある。・・・この国家、この社会的結合が倒錯した世界であるがゆえに、倒錯した世

界意識である宗教を生み出すのである。・・・それ（＊宗教）は民衆の阿片である。」 
この「民衆の阿片である」という表現は、その後一人歩きを始めるが、それなりに適切な表現で

もある。つまり、害毒を取り除くことによって、健全な社会をもたらし得ることを暗示してい

る。さらに続けて、 
「民衆の幻想的な幸福である宗教を揚棄することは、民衆の現実的な幸福を要求することであ

る。民衆が自分の状態についてもつ幻想を捨てるように要求することは、それらの幻想を必要と

するような状態を棄てるように要求することである。したがって、宗教への批判は、宗教を後光

とするこの涙の谷（現世）への批判の萌をはらんでいる。・・・こうして、天国の批判は地上の

批判と化し、宗教への批判は法の批判に、神学への批判は政治への批判に変化する。」 
 この姿勢からは神学批判に向かうとは考えられない。事実、マルクスは宗教を内在的に批判し

たことはない。ここで言っている宗教は、政教分離したヨーロッパにおけるキリスト教を前提に

していると考えられる。政治と教義が不可分なイスラム教ではこうはいかない。たとえ、政治遂

行者と宗教上の最高権威者が人格的に分離していても、教義上は不可分であるからである。神学

批判なくして政治批判はありえないのである。公明党が日本の議会で多数を占めるのと、イスラ

ム教徒が多数を制するのとでは根本的に違うのである。 
 
 では、無神論国家を樹立したソ連邦は、宗教を「揚棄」したのだろうか。ロシアにおける宗教

史（キリスト教史）を概括してみる（文献１による）。 
 ロシア教会史は、終始政治に翻弄されたものであるようだ。そもそも、キリスト教化され「聖

なるロシア」と言われるようになるのは、時の権力者による。988 年にウラジミール大公が、ユダ

ヤ教、イスラム教、キリスト教の使節を招いて、信仰を語らせたことに由来する。その後、コン

スタンチノーブルの崩壊に伴い、東方教会の一布主教から総主教の座へ昇格する。 
 1700 年ペトル一世がヨーロッパからの借り物（ルーテル教会の模倣）「政務院制度」（皇帝に

任命された聖職者と政府の官僚からなる政府の一部）を導入。 
 1905 年帝政ロシアの崩壊に伴って、聖務院制度からの解放。 
 レーニンは、1905 年（？）には、信仰と不信仰の自由を保障している。国と教会は互いに干渉

しないと。ボルシェビキ政権は、1918 年 1 月、教会を国から、教育を教会から分離。教会の土地

を国有化。 
 教会はいくつかに分裂する。政権べったりの＜生ける協会＞派、帝政復帰を狙う亡命在外ロシ

ア教会、それに大勢は政権と付かず離れずのティコン総主教派として存続する。 
 政府とは別に、「無神者同盟」＝（思想的に宗教を根絶するための諸活動を目指す）の結成。 
 ソヴィエト共産党も反宗教活動を行う。宗教がなくなれば共産主義社会が早く実現すると。 
スターリンの農業集団化の進展に応じて弾圧を強化、農民の集団化反対が教会と結びつく。 
信仰の自由は、政府の指定する場所のみで、あるいは家庭の中だけで祈祷儀礼ができることに。 
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 聖職者であろうが信徒であろうが、信仰を子供や若者に教えたり、多くの人を相手に宗教的活

動をした場合には、１年までの強制労働の刑を受けた。その他いろいろな弾圧を。 
1918 年から 1930 年までにおよそ４万２千人の聖職者たちが殺された。信者は地下教会に潜る。 
ドイツの侵攻につれて、政権側が教会を認める。 
1943.9.4 スターリンがセルゲイ主教たちと会見、政権側が協力を求める。 
スターリン死去後は、フルシチョフが、スターリンの融和策を批判、反宗教活動の再開。 
1983 ミハエル・ゴルバチョフが「ペレストロイカ」「グラスノスチ」を開始。 
ゴルバチョフ大統領とピーメン総主教との会談。 
３千の聖堂の返還、出版活動の自由、強制収容所からの聖職者、信徒の解放。 
聖堂の修復、洗礼の希望者に洗礼の儀式が追いつかない。 
 
結局、ロシアのキリスト教は、 
・終始国家に組み込まれた教会というイメージが強い。 
・それでも、無神論国家時代を地下教会として生き延びた。根絶されることはなかった。 
 

★ニーチェとキリスト教 
 
キリスト教に体当たりしたニーチェを見てみる。（文献２） 
＊ニーチェの主張の要旨を引用する。 
第１章 「神様」ってそういうことだったのか 
 私たちの敵はキリスト教の神学者とこれまでの哲学すべてなのです。・・・これまでのヨーロ

ッ            パの哲学は、すべてキリスト教が土台となっているのです。 
キリスト教に影響されたパスカル、カント、デカルトらを批判する。 
キリスト教の問題点として、 
１、「神」「霊魂」「自我」「精神」「自由意志」などありもしないものに、存在するかのよう

に言葉を与えたこと。 
２、「罪」「救い」「神の恵み」「罰」「神の許し」など空想的な物語を作ったこと。 
３、「神」「精霊」「霊魂」など、ありもしないものをでっちあげたこと。 
４、自然科学を歪めたこと。 
５、「悔い改め」「良心の呵責」「悪魔の誘惑」「最後の審判」といったお芝居の世界を、現実

の世界に持ち込んで、心理学をゆがめたこと。 
第２章 キリスト教が世界をダメにする 
 仏教は素晴らしい、ただ一つのきちんと論理的に物を考える宗教。「問題は何か」を冷静に考

える。「罪に対する戦い」「道徳」など言わない。 
キリスト教徒は異なった文化を認めようとしない。 
キリスト教徒ってのは、神経症患者みたいなもの。常に神経が過敏な状態。 
第３章 キリスト教はイエスの教えにあらず 
 イエスの初代の弟子たちは、イエスを理解できなかった。そこで、自分たちが理解できる範囲

にイエスを押し込んでしまった。 
信仰とは、信仰されているものの特徴や欠点を見ないようにすること。少し難しくいうと「信仰

とはそれそのものを見ないこと」なんです。 
イエスという人の特徴には、矛盾があります。 
山の上や湖畔、草原などで静かに教えを説くというイメージと、狂ったように攻撃的になってユ

ダヤ教の神学者や僧侶たちを敵対するというイメージ。 
それでキリスト教団は、自分たちに都合のいい「神」をでっちあげ、「再臨」や「最後の審判」

といったイエスの教えとは全く関係のない言葉を使うようになった。 
人間のような姿をしている「神」、いつかそのうちにやってくる「神の国」、あの世にある「天

国」、三位一体の中の「神の子」といったキリスト教会の考え方は、イエスの教えとは全く関係 
がない。 
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（イエスが十字架で死んで）弟子たちがそう考えるまでは、「戦闘的」「断言的」といったイエ

スのイメージはありませんでした。イエスはその正反対の人でした。・・彼らは、「報復」

「罰」「審判」といったイエスの教えに背く言葉を使い、さらには、俗受けする救世主の待望論

を出してきました。こうして誤解が生まれたのです。イエスの教えでは、「神の国」は現実の世

界に存在しているものでしたが、弟子たちによって、「約束されるもの」や「終末にやってくる

もの」とされてしまいました。 
第４章 戦争を生み出す「新約聖書」 
 人間の「考える力」を壊すのがキリスト教であり、「原因と結果」という科学の基本的な考え

方に対する攻撃なのです。臆病で、卑怯で、ずる賢い、最もレベルの低い本能を持つ、彼らなら

ではのやり方です。まるで、人間の血を吸うヒルみたいですね。 
ものごとをきちんと考えるという科学的方法を教会は妨害してきました。ものごとを疑って考え

ることは、キリスト教では「罪」とされているからです。・・ 
科学（人間の考える力）を倒すために、神は戦争を作り出しました。 
第５章 敵はキリスト教なり 
おわりに 被告・キリスト教への最終判決文 
 キリスト教は呪いです。キリスト教は退廃です。有害で、陰険で、地下的な、巨大な復讐の本

能です。キリスト教は消え去ることのない人類最大の汚点です。 
 すべての価値を転換せよ！ 
 
 ＊F.W. ニーチェは西欧における価値体系であるキリスト教を徹底的に攻撃する。イエスを理解

できなかった弟子たちが、イエスの教えにない言葉や概念を創造して、この世を徹底的にダメに

した、と批判する。 
ただ一つのきちんと論理的に物を考える宗教として仏教を礼賛する。 
また、「マヌ法典」（バラモン教の法典）をも礼賛しているところを見ると、宗教一般を批判し

ているわけではない。ヨーロッパ文明をダメにしたキリスト教に対する憎悪が感じられる。 
『ツァラトゥストラはこう語った』のなかで＜神は死んだ＞と語ったが、この書物を執筆後精神

錯乱に陥ったところを見ると、＜ニーチェは死んだ＞と揶揄されるのも仕方がないのかもしれな

い。 
 キリスト教に体当たりして自滅した、と言えそうである。それにしても、ニーチェのエリート

主義は鼻持ちならない。 
 

★フロイトとキリスト教 
 フロイトはユダヤ人ではあるが、ユダヤ教徒ではない。5 人姉妹のうち 4 人をアウシュヴィッツ

とゲットーで失っている。フロイトとその家族もかろうじてロンドンに亡命している。その後の

フロイトは、キリスト教徒がなぜユダヤ教徒を迫害するか、その歴史的宗教的解明に精力したよ

うである（その成果の一部が、文献３にある『人間モーセと一神教』）。『幻想の未来』はそれ

以前の作品である（1927）。 

 

 人間の原初的な欲望がすべての人のうちに潜んでいることは、精神分析によって幼児の欲望が

分析されることで明らかになってきたことであるが、幼児は成長の過程において（超自我を形成

することで）、こうした欲望を抑制することを学んできたのである。良心はだれにでもあるもの

ではなくて、あくまで後から植えつけられる必要があるのであり、何らかの理由で抑制が失われ

れば、誰もがすぐに原初的な欲望を充足したいと考えているはずだ、とフロイトは指摘する。 

 そして社会の中で慾動の充足を放棄して生きている人々にとって、この人生はつらいものであ

る。こうして文明人のうちにひそかに文化に対する敵意が生まれる。 

 このため文化の側では人間の抵抗を抑えるために、いくつかの仕掛けを提供することになる。

こうした仕掛けによって、人間は自然や文化からもたらされる害から身を守ろうとするのであ

る。こうした仕掛けの一つが宗教なのである。 

 

 フロイトは人間の最高の判断基準は理性であり、理性にそむくことを信じることはできないと

指摘する。理性を基準とする限り、宗教の教義は信じることも、証明することもできないことが
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多すぎるのである。宗教の教えは「幻想」にすぎないのである。幼児の寄る辺なさが生んだ幻想

であり、それは（子供が）成長するプロセスのうちで否定されるべきものなのである。これはフ

ロイトの考える宗教の根本的欠陥である。 

 

 フロイトの宗教批判の核心は脅迫神経症との共通性にある。脅迫神経症の患者には、神経症的

な儀礼をおこなわないと、激しい不安に駆られる人々がいる。他人から無意味としか思われない

脅迫的な儀礼が、患者にとっては止めることができないものである。「この儀礼に違反すれば必

ず耐えがたい不安」が患者を襲い、やめた分を補うための埋め合わせをしなければならなくな

る。 

 フロイトは脅迫神経症の患者のさまざまな儀礼と、キリスト教のミサにおける細かな決まりに

は共通性があることに注目する。どちらも「中止した時の道徳的不安、他のすべての行為からの

完全な隔離（妨害の禁止）、そして細かなことを行う小心さ」が見られるのである。そして他人

には意味がないと見えることも、「そのすべての細部にいたるまで意味に満ちており、人格の重

要な関心に奉仕」していると考える。 

 この脅迫神経症の患者たちがこうした儀礼を反復する背景にあるのは罪悪感である。そして患

者自身はその罪悪感を意識することができないのである。しかしある欲望が知覚されると、患者

はその欲望にやましさを感じ、そのために懲罰を期待し、「いつでも待ち構えている期待不安」

に襲われ、その不安を打ち消すために儀礼が反復されるのである。 

 フロイトは、患者が無意識のうちに感じている欲望を性的な欲望と解釈しているが、宗教では

もっと異なる欲望から、同じような儀礼の脅迫的な反復が繰り返される。信者は悪しき欲望のた

めに罪を感じるのであるが、これは必ずしも性的なものとは限らない。戒律があるために、その

戒律に反することを望む心の動きが感じられると、自分は罪人である、と思うのである。 

（この心の動きを巧みに表現したのがパウロである、と指摘する。） 

 律法を前にして自分に罪がないと断言できる人はただの一人もいないのである。人間は誰もア

ダムの原罪によって罪を負っているというのがパウロの信念だった。フロイトは宗教的な人間

は、欲望を感じると自分が罪深いと自覚し、それによって罪悪感が発生し、自分の罪に対する神

の罰を恐れる「期待不安」を起こすと指摘する。 

 人間の「良心」はこうした神罰に対する「期待不安」から生まれるのだとすると、宗教的な人

間の信心深さは、脅迫神経症の患者の儀礼における細心さと共通した性格を持つことになる。

「神経症は個人的な宗教性であり、宗教は普遍的な脅迫神経症」であると結論できる、とフロイ

トは考えるのである。 

 個体発生的なプロセスと同じように、人類も成長段階において、成長発生的にこれと同じ状態

に陥るとフロイトは考える。その理由は幼児と同じであり、自らの慾動を理性ではなく、情緒の

力で抑制せざるを得なかったことにある。「だから宗教とは、人類に一般に見られる脅迫神経症

のようなものなのだ、幼児の脅迫神経症と同じように、エディプス・コンプレックス、すなわち

父親との関係で生まれたのだ」。幼児が成長の過程で理性によって慾動を抑制することを学ぶの

と同じように、人間も理性の力によって、宗教という神経症を治癒すべきなのである。宗教の教

えを「神経症的な遺物として理解する」ことで、宗教の真の意味を理解し、その「歴史的な価値

を認識する」ことができるようになる、とフロイトは考えるのである。 

 

＊フロイト理論は、フロイト自身が謙虚にも認めているように、あくまでも仮説なのである。

「ただ幼児から成人に成長するまでの個人の心的プロセスについて、精神分析によって得られた

洞察に基づいて、人類全体の発展につて判断しようとしているだけなのである。精神分析の研究

において、宗教には幼児の神経症に類似したところがあることが確認されたのであり、多くの子

どもたちは小児神経症から回復して成長してきたのである。だからこそ、やがて人類もこの神経

症的な段階から克服するだろうと、楽観的な予測を立てたのである。」 

 

＊西欧の社会で生きる人々が、キリスト教的な道徳の欺瞞的な要素にいかに苦しめられている

か、それがいかに様々な精神の病となって現れるかを、フロイトは毎日の診察で実感していたの

だろう。そして、その治療に一定の成果を上げていたに違いない。フロイトは、宗教（キリスト

教）を普遍的な脅迫神経症として断罪したけれども、それを人間の理性によって治癒する方法を
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提示しているとは思えない。したがって、宗教を信奉する人にとっては痛痒を感じない理論とし

て受け取られるのではないだろうか。 

 

★ダーウィンとキリスト教 

 C. ダーウィンは、直接宗教批判をしたわけではないけれど、その理論は宗教がわ（主としてキ

リスト教）にとって最大の脅威を与えるものであったといえよう。キリスト教派の中にはその理

論の一部を受け入れる教派もあるようであるが、聖書を絶対視する教派にとっては全く受け入れ

られないものであって、その反論を準備することになる。 

福音派の反論を概括してみる。 
 
文献４から（ものみの塔からの反論） 
・科学者たちは、生命が、創造という行為の結果ではない、と言う証拠をもっていない。 
・見たり、聞いたり、考えたりする器官は、いっせいに調和して行動しなければならないが、進

化の推進力と考えられる偶然の要素からこのような精巧な仕組みが作る出されるとは考えにく

い。人間の眼の進化を偶然の所産として受け入れるのは難しい。ましてや、複雑な人間の脳が。 
・化石のジレンマ－進化の過程を示す、中間的な化石が発見されない。むしろ、化石の存在は、

創造論の正しさを立証するものである。 
・遺伝子は安定を保たせる強力な仕組みであって、その主要な機能は新しい形態に変化するのを

防ぐことにある。分子レベルに於ける無作為の段階的突然変異は、生物体の組織的な複雑さ、お

よびその複雑さがまして行くことの説明とはならない。 
・無生の化学物質がどのようにして生き物となったのか、ダーウィン説は答えていない。 
・人間と動物との間の隔たり、人間の持つ道徳的または霊的な価値観、それは愛、公正、知恵、

力、哀れみなどの特質はどこから来たのか。 
・物事を設計する､整然たる知能は、理知のある人格的存在者のみが持ちうるものである。  
 宇宙がはっきり定められた一定の法則に従っているなら、法則にはその法則の制定者がいるはず

だ。 
・多くの人々が進化論を受け入れているのはなぜか。子供は進化をひとつの学説として教えられてい

ない。進化は、疑問の対象となりうる一つの概念としてではなく、事実として提出されている。 
 
＊ここで逐一反論する必要はないだろう。神学（神は存在するか）が科学側からの攻勢によって成立

を余儀なくされたように、科学によって切り開かれた新しい知見に対して、宗教側が何らかの対応を

するし、それが可能である一つの事例としてみれば良いだろう。 
 

★ラッセルとキリスト教 
 B. ラッセルは文献５の中で以下の趣旨を述べている。 

「宗教と科学の間の戦いでは、科学側が常に勝利してきた。」（＊歴史を回顧している） 
「新しい方法は理論的にも実際的にも非常に大きな成果を収めたので、神学は次第に科学に順応せざ

るを得なかった。具合の悪い聖書の句は、比喩的あるいは象徴的に解釈された。・・・ 

今日では、宗教は進化論に順応し、そこから新しい議論を導き出そうとしている。それによると、進

化は、神の心の内なる理念の展開である。」（＊原理主義や福音派は別だろう） 
「宗教は外塁を明け渡すことによって城堡を確保しようとした。」 
ラッセルによれば、この「保塁」とは二つの領域にあるように思われる。 
その一つは、宗教は、普遍的な原理が出発点で、永遠で絶対的に確実な真理を体現していると主張す

ることである。一方、科学は、観察、実験ー仮定、検証ー法則のプロセスに則り、常に試験的で永遠

の真理を述べるものではない。 
もう一つは、価値の領域である。科学は、「価値」について述べることが無いという事実を主張す

る。ラッセルは言う。「このことは、私も認めるが、倫理学は科学によっては証明も反駁もされない真

理を含んでいると推論するなら、私は賛同しない。 

私は次のように結論する。科学が価値の問題を決定し得ないのは事実だが、それは、価値の問題が知

的には決して決定されず、真偽の領域外にあるからである。どんな知識にせよ、到達されうる知識

は、科学的方法によって達せられなければならない。科学が発見し得ないものは、人類が知り得ない
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ものである。」 
＊昔、ラッセルを読んだ時に、これで科学と宗教（キリスト教）の論争はケリがついたよう

な気になったが、ことはそれほど単純ではないようだ。 
 
 
文献６で以下の指摘をしている。 
 
 実際、神を信じるように人々を動かすのは、どんな知的な証明法でもありません。たいていの

人が神を信じるのは、子供の頃から神を信じるように教わっているからであって、それが主な理

由なのです。・・・ 
 なぜ人々が宗教を肯定するかという本当の理由は、議論をすることとは、何の関係もないと私

は考えます。人々は感情的な理由によって宗教を肯定するのです。 
 
 ＊ラッセルによれば、科学の攻勢に より後退を余儀なくされた宗教側が、頑なに固めている

保塁が二つあるという。一つは、永遠なるものであり、もう一つは倫理の領域である。後者に関

しては、ダーウィン主義の立場から追い討ちをかける主張がいくつもあるようである。ここで

は、キリスト教を徹底的に弾劾している R. ドーキンスを取り上げる。 

 

★ドーキンスとキリスト教 
文献７から。 

 旧約聖書の中には、現代の倫理観からは到底受け入れられないような箇所がいくつもある。そ

れを列挙している。 

「創世記」：ノアの箱舟、１家族以外の人間を全て溺死 

   ：アブラハムのイサクの物語、児童虐待 

   ：ソドムとゴモラの破壊、女性蔑視 

「士師記」：指揮官エフタが娘を生贄に、女性蔑視 

「出エジプト記」：神に背く罰、残虐 

「民数記」：モーセによる処女以外の女と男を殲滅、残虐 

「ヨシュア記」：民族浄化、残虐 

「申命記」：約束された生存圏以外に住む人間は殲滅 

「レビ記」：不道徳なものは死刑 

「民数記」：安息日に薪を集めたものは石打刑 

 

 旧約聖書が現代人に善悪を教える教科書として、とても適切であるとは思えない。 

 

 旧約聖書における、「復讐心に燃えた残忍な神」から、新約聖書における、「汝の隣人を愛せ

よ」に代表される「愛の神」に変化したと言われる。 

「安息日は人間のために作られたのであり、安息日にために人間が作られたわけではない」（＊

出典？）は、旧約聖書からの道徳的変化を示している。 

 イエス（あるいは、新約聖書）の倫理観が旧約聖書より改善されていることは確かだが、中心

的教義である、人間の「原罪」に対する「贖罪」という考えは不合理そのものである。 

 さらに、イエスは自分によって救われる内集団を厳密にユダヤ人に限定しており、その点で彼

は旧約聖書の伝統を継承している、という。内集団を従来の外集団にまで拡大したのは、パウロ

である。 

 

道徳の起源 

 人間が持つ正邪の感覚は、（ダーウィン主義的に解釈すると）人類の過去に由来するものであ

った可能性があると主張する書物はいくつもあるが、ここでは R. ドーキンスの説を取り上げる。 

（以下は、ドーキンスからの借り物である） 
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 遺伝子が、自己を他の遺伝子よりも確実に生き残させる方法は、その個体が利己的になるよう

にプログラムすることである。状況が異なれば、遺伝子がその持ち主である個体に利他的に振る

舞うように仕向けることで、自らの利己的な生存を確実なものにすることがありうる。 

 その一つは、血縁利他主義というべきものである。自己の血縁にあたる者を優遇するように生

物個体をプログラムする遺伝子は、統計学的にいって、自分自身のコピーである遺伝子を利して

生き残させる可能性が高い。ハチ類、アリ類、シロアリ類、・・・。 

 もう一つは、互恵的利他行動である。ミツバチと花粉、スイギュウとウシツツキ、筒状花とハ

チドリ、ハタ科の魚と掃除魚、ウシとその腸内微生物など、相互扶助的関係が多く見られる。 

 人類は、先史時代のほとんどを通じて、利他行動の進化を助長したと思われる条件下（近親者

と潜在的なお返し屋に囲まれた）で暮らしていた。自然淘汰は性的衝動、飢餓衝動、よそ者嫌い

の衝動などとならんで、脳に利他的な衝動をプログラムした。いまや私たちはほとんど、血縁者

に囲まれていない大都市に暮らし、二度と出会うことのない個人と毎日会っているのに、私たち

が、時には外部の集団に属する他人に対してさえ、親切なのはなぜだろうか。 

 自然淘汰が推進するのは経験則で、経験則はあくまで実践において、それを作った遺伝子を繁

栄させるように働く。時代が変わっても、経験則はまだ存在している。なぜその経験則はまだ存

在しているのか。それが全く性欲と同じようなものだからだ。異性の誰かを見た時に欲望を抑え

られないのと同じように、哀れみを感じるのを抑えることができない。 

 人間に備わった道徳感覚が実際に、性欲と同様ダーウィン主義的な過去、すなわち、宗教に先

行するはるかな昔に根元を持つのであれば、人間の心についての研究によって、地理的・文化的

な障壁を越えた、そして宗教的な障壁を越えた、道徳に関する何らかの普遍的性質が明らかにな

るだろう。 

 

 以上の、人間の倫理観が太古からの遺伝に起因しているという主張は、あくまでもダーウィン

主義的思考実験に基づいている。聖書無くして善悪をどう判断するか、という主張に対して有力

な反証を与えるものであるが、ダーウィン主義を信じない人たちに説得力があるとも思えない。 

 R.ラッセルが言っているように、人が宗教を信じるのは、子供の頃から神を信じるように教わ

っているからであり、論理的な議論にはなじまないと指摘している。そうだとすれば、宗教（キ

リスト教）に対する原理的批判にこれ以上深入りすることにあまり意味を見出しにくい。 

 

★宗教社会学 
 

 とするならば、宗教は所与の存在と認め、宗教を介して現代社会を解析するアプローチが有効

であるかもしれない。宗教を知らずして、現代社会を理解できないことは多い。 

例えば、 

・世界政治の混迷を深めたのは、キリスト教原理主義とイスラム教原理主義の衝突に端を発して

いる（西欧とイスラム世界の対立は、キリスト教原理主義者であるブッシュ大統領によるイラク

攻撃に端を発している）。 

・イスラム世界が西欧キリスト教世界に比べてその発展になぜ遅れをとったかは、イスラム教の

教義に大いに関係がある（イスラム教を知らずして、その解明はできない）。 

 

 こうして考えてみると、宗教（キリスト教）を理論的に叩くよりも、宗教全般を宗教社会学の

対象として研究対象にする方が有意義であるとも言える。 

 

★ヴェーバーと宗教 

 

 次に、宗教社会学の祖ともいうべき M. ヴェーバーに触れる。（文献８） 

 ヴェーバーは、資本主義が成立するためには、生産力や商業資本の充実だけでは不十分で、＜

資本主義の精神＞が不可欠であった、と言っている。資本主義の精神をかいつまんで話すのは難

しい（ヴェーバー自身が定義づけていない）ので、小室直樹（文献９）の要約を借用することに

する。それによると、 



 8 

⑴労働そのものを目的とし、救済の手段として尊重する精神 

⑵目的合理的な精神 

⑶利子・利潤を倫理的に正当化する精神 

 つまり、「労働そのものを目的とし、救済の手段として尊重する精神」とは、つまり報酬や昇

進のために働いているのではない、ということである。働くこと自体に価値を見出し、喜びを感

じる精神。自らの職業を捉え、「行動的禁欲」をもって労働に邁進し「伝統主義」を打ち破ろう

とすることである。「行動的禁欲」とは、あらゆる欲望を全て抑えこみ、そのエネルギーを目的

達成のために注ぎ込むという積極的（行動的）な生活態度、行動様式を指す。 

 「目的合理的な精神」とは、簡単に言ってしまうと、計算可能な形で実現を図る合理性であ

る。利潤を最大化する計算ができるかどうか。（p143-4）・・・ 

 これでも、＜目的合理的＞の意味がわかりにくいので、大塚久雄から借りてくる（文献 10）。 

目的合理的という場合、「問題となるのは、特定の手段の選択と目的達成との間に見られる因果

関連が論理的に明晰かつ一義的にとらえられているかどうか、である。」と言っている。 

＊当時の中国では（最近までも）、物に＜定価＞はなかった。ものを売る対象者によって値段が

変わったのである。これは目的合理的とは言えないのである。 

 

さらに、小室からの引用を続ける。 

 

 プロテスタンティズムは宗教を合理化し、人々を呪術・魔術から解放した。この「呪術からの

解放」こそ、資本主義の精神にとって不可欠なものだとヴェーバーは指摘する。呪術から解放さ

れたことによって、初めて労働そのものを「救済」の手段として尊重する精神が生まれた点をヴ

ェーバーはするどく見抜いていたのである。 

 

 ヴェーバーは言う。 

 ＜資本主義の精神＞を生み出したのは、禁欲的プロテスタンティズム（主としてその担い手に

なったのは、カルヴィニズムや敬虔派などである）であった。 

 ここで見落としてはいけないのは、営利を「天職」とみなす企業家とともに労働を「天職」と

みなす労働者の存在である。 

 資本主義は、形成期には、自分の良心のために経済的搾取にも甘んじようとする、そうした労

働者を必要としていた。今日では、資本主義の基礎は固まっていて、来世という刺激剤なしで

も、彼らに労働意欲を強制することが可能なのだ。（文献８p266 注３） 

 

 ヴェーバーは、いったん資本主義が成立してしまうと＜資本主義の精神＞は消滅してしまうこ

とを示唆している。 

 オランダでは、相続財産化した貨幣所有の強大な力が禁欲的精神を挫折させた、と言ってい

る。 さらに、 

ともかく勝利をとげた資本主義は、機械の基礎の上に立って以来、この支柱（＊禁欲の精 
神のこと）をもう必要としない。禁欲をはからずも後継した啓蒙主義の薔薇色の雰囲気で  
さえ、今日では全く失せ果てたらしく、「天職義務」の思想はかっての宗教的信仰の亡霊と  
して、われわれの生活の中を徘徊している。（p268） 
 
 いったん資本主義が成立すると、それを真似て他の地域に移植することが可能になる（そ

んなことは、ヴェーバーは言っていないと思う）。ヴェーバーは『儒教と道教』の中で中国で

は資本主義の「精神」は出てこなかったと言っている。ところが、現在の中国では資本主義

が成立している。また、小室直樹から借用する。 
 
 なぜ中国の宗教からは資本主義の精神が出てこなかったのか。ヴェーバーが調べたところ

では、古代中国の宗教である儒教はとても合理的な宗教であった。『論語』には「子、怪力乱

心を語らず」（孔子はお化け、超能力、道を乱すこと、神秘思想について語ることはなかっ

た）とあるように、中世カトリックに比べてはるかに合理的であった。 
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 それほど合理的ならば、資本主義の精神が出てきても良さそうであるが、資本主義の精神

は出てこなかった。このなぞを解くには、中国の宗教の構造を分析する必要がある。 
 中国では儒教学者が官僚になって国を治めていたが、庶民が信じていたのは儒教ではなく

道教だった。道教は、不老長寿の仙人を目指す神仙思想を備えており合理的な宗教だとは言

えない。儒教を信じる高級官僚はこの道教を徹底的に排撃することはしなかった。儒教は

「怪力乱心」を語らないだけあって、死後の世界については一切教えない。ところが、普通

の中国人の迷信には来世の世界がある。来世は現世とよく似ていて、現世の科挙の制度と同

じような試験制度と階級がある。こうした死後の世界についての研究は道教が勝っていたた

め、儒教は手出しをすることができなかったのである。 
 儒教の精神は合理的だが、合理的でない道教の影響を受けたため、行動的禁欲を生み出す

ような徹底的な宗教の合理化ができなかった。 
  
 中国の儒教的精神とピューリタン的精神が商業的取引にどんな違いをもたらしたかを、ヴ

ェーバー自身に語ってもらうことにする。 
 
 すべての取引関係の基礎であるところのすべての信頼が、例えば中国において極めて顕著

な例が見られるように、常に近親関係または近親的な・まったく情誼的な関係に基づいてい

たということは、経済的にきわめて重大であった。［それにたいして］倫理的な諸宗教、と

りわけプロテスタンティズムの倫理的な、また禁欲的な諸宗派、の残した偉大な業績は、氏

族的紐帯の打破であり、血縁共同体に対する、はなはだしくは家族に対してすらの、信仰団

体および倫理的生活様式共同体の優越性の確立であった。経済的に考察すれば、これは、没

主観的な職業労働のなかに確証される各個人の倫理的性質のうえに取引上の信用が基礎づけ

られたということであった。(P393) 
 
 宗教はどんな地域、いつの時代にも存在した。 
 宗教が、ダーウィン主義的存在であるならば、ヴェーバーが確立した宗教社会学は今日的

存在価値があると言えるかもしれない。 
 
 いま、以下のような書物が流行っている。 
・「世界がわかる宗教社会学入門」（橋爪大三郎、筑摩書房） 
・「世界は宗教で動いている」（橋爪大三郎、光文社新書） 
・「宗教がわかれば世界が見える」（池上彰、文春新書） 
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