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研究ノート

日本における反進化論思想と道徳教育の結びつき
―「サムシング・グレート」を例に―
藤井修平

はじめに
2008 年 2 月 21 日、 茨城県の県立高校で配布されていた道徳テキストに特定宗教団体の教
義の一部を伝えるために書かれた文章が引用されており、 これが憲法および教育基本法の政
教分離の原則に違反するとして、 茨城県高等学校教職員組合が県教育委員会に是正を申し
入れた。 これに対する県教育庁の回答は、 引用箇所の文章は宗教教育にはあたらず、 問題
はないというものであった （常陽新聞 2008/2/22）。 この際に問題とされたのが、 筑波大学名
誉教授の村上和雄による 「サムシング ・ グレート」 についての文章だった。 そして 「教科書
改善の会」 が 2011 年に育鵬社から検定教科書として出版した 『新しいみんなの公民』 にも、
村上氏による 「サムシング ・ グレート」 の文章がみられる （11 頁）。 さらに 2012 年に 「道徳
教育をすすめる有識者の会」 が同様に育鵬社から出版した 『13 歳からの道徳教科書』 にお
いても 「サムシング ・ グレート」 は記載されている （130 ～ 134 頁）。
「教科書改善の会 （正式名称 ： 改正教育基本法に基づく教科書改善を進める有識者の会）」
とは、 2007 年に 「新しい歴史教科書をつくる会」 の元会長ら一部のメンバーが独立して発足
した組織であり、 扶桑社の子会社である育鵬社から教科書を発行している （東京 2011/8/22）。
出版労連発行の 『教科書レポート』 2012 年 55 号によれば、 2011 年の中学教科書採択の結
果歴史では 3.7％、 公民では 3.8％の占有率を育鵬社が占め、 「採択期間である 4 年間で 20
万人近くの中学生が 『つくる会』 系教科書で学ぶことになる」 （63 頁） と述べられており、 こ
れらの教科書による影響力は無視できない。
『新しいみんなの公民』 は 2012 年に沖縄県八重山地区において採択されたが、 同地区内
の竹富町がそれに反発し、 東京書籍版を独自採択したことに対して、 翌年には文部科学省が
是正要求を出すなど対立が続いていたが （毎日 2013/9/30）、 その一方で同教科書の 「サム
シング ・ グレート」 についてはこれまで注目されてこなかった。 しかしここには科学と宗教の両
方の面で議論すべき点が存在するのであり、 それは政治や教育をめぐる議論とも結びついて
いる。 本稿では、 教科書に記載された 「サムシング ・ グレート」 について科学と宗教の双方
の観点から分析し、 それがいかなる点で問題をはらんでいるかを明らかにする。

１． サムシング ・ グレートは科学的理論か？
（１） サムシング ・ グレートとは
サムシング ・ グレートの提唱者である村上和雄は、 1963 年に京都大学大学院農学研究科博
士課程を修了し、 その後米国バンダービルト大学医学部助教授を経て 1978 年に筑波大学応
用生物科学系教授に就任した。 1999 年に 63 歳で大学を退官した後は、 各地で講演や著作
活動を活発に行っている。 サムシング ・ グレートについて、 彼はこのように述べている。
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遺伝子は、 世代を超えて情報を伝えるだけではなく、 今、 すべての細胞の中で、 一刻
の休みもなく見事に働いている。 この働きは、 私どもの意思や力だけでは到底不可能で
あり、 人間業ではない。 この偉大な働きを、 私は十年以上前から 「サムシング・グレート」
と呼んでいる （…） なぜ細胞は、 その一万倍もの数が集まっているのに、 争いもせず見
事に働いているのか。 細胞は自分自身を生かしながら、 臓器のために働き、 臓器は個
体のために働いている。 見事に助け合っているのである。 このようなことが、 デタラメにで
きるわけがない。 これだけ精巧な生命の設計図を、 いったい誰が、 どのようにして書いた
のか。 人間業をはるかに超えていて、 まさに奇跡と言わざるを得ない。 この大自然の偉
大な力 「サムシング ・ グレート」 によって、 私たちは生かされている。
（「正論 『サムシング ・ グレート』 の不思議」 『産経新聞』 2002 年 4 月 7 日 7 頁）
この発言から読み取れることは、 サムシング ・ グレートは生命の複雑な仕組みを統制する原
理に対してつけられた名前だということである。 遺伝子工学で著名な名誉教授の発言ということ
もあり、 一見してこれは生物学上の見解を述べているように思われるが、 ここには科学理論に
はとどまらないものが存在しており、 それが以下に述べる科学と宗教の両分野にまたがる問題
をもたらしている。 そのことは米国で反進化論運動として広められている 「インテリジェント ・ デ
ザイン （ID）」 との比較によってより明瞭になることである。 そのため、 以下ではまず ID の概
要を説明する。

（２） ID とサムシング ・ グレートの比較
ID は、 1990 年代に生化学者マイケル ・ ビーヒー、 数学者ウィリアム ・ デムスキーらによって
提唱された、 生物の各組織には何らかの知的存在によるデザインの痕跡が見出されるとする見
解であり、 ダーウィンによる進化論に対抗する仮説として生まれてきたとされている。 ID の主な
論理構造は以下の通りである。 まず生物の組織等が非常に複雑で、 精巧につくられていること
を示す。 次にその複雑さゆえに、 そうした組織が進化によって、 すなわち自然選択によるラン
ダムな変異の保存によって漸進的に形成されることは不可能であるとする。 そこから、 生物は
無方向的な進化ではなく、 知的存在のデザインによって造られたことが導かれるのである。 具
体例として、 ものみの塔聖書冊子協会 （エホバの証人） の刊行している 『目ざめよ！』 2014
年 10 月号 16 頁の 「誰かが設計？：ウマの脚」 という記事を取り上げてみよう。 ここでは最初に、
ウマの脚が速く走るためにいかに優れているかが語られる。 そして、 「マサチューセッツ工科大
学のバイオミメティック ・ ロボット研究所によれば、 その造りは複雑なので、 現在の材料や工学
上の知識で全く同じような物を造るのは容易なことではありません」 と、 その複雑性が人間には
真似できないことが強調される。 締めくくりの 「ウマの脚は、 進化してそのような構造になった
のでしょうか。 それとも、 だれかが設計したのでしょうか」 という言葉は、 ウマの脚が進化によっ
ては形成されえないことを暗に示している。
このように描写できる ID と比較するならば、 村上氏のサムシング ・ グレートも ID の一種であ
ることが理解できるだろう。 上述の引用箇所においても、 細胞が 「見事に働いている」 ゆえに、
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それは 「人間業ではない」 ものであり、そこから 「大自然の偉大な力」 としてサムシング・グレー
トが持ち出されるのである。 これは先に挙げた ID の論理構造および 『目ざめよ！』 の記事と
歩を一にしている。 また、 村上氏と ID とを結びつけるより直接的な証拠も存在する。 2006 年
3 月 1 日の産経新聞の記事においては、 米国のブッシュ大統領が ID を支持する発言をした
ことの紹介に始まり、 以下のように述べられている。
このような 〔遺伝子が構成される〕 確率から考えたとき、 私は知的設計論者 〔ID〕 の意
見に近い。 しかし、 私の考えるサムシング ・ グレートは、 単なるデザインの問題ではない。
最初に生物を創ろうとする大自然の意志のようなものがあり、 それに沿ってデザインがな
され、 さらにいまなお一刻の休みもなく働き続けている、 全生物の親のような存在と働き
をサムシング ・ グレートと名付けている。
（「正論 再び接近し始めた 『科学』 と 『宗教』」 『産経新聞』 2006 年 3 月 1 日 11 頁）
この記述では、 村上氏は ID がどのようなものかを理解しており、 その内容を認めた上で、
ID が言及を避けているデザイナーがどのようなものかということについての詳細を付加している。
これは、 特定宗教の教義をできるだけ排除した 「思考様式」 としての ID に独自の枠組みの
解釈が加えられたということであり、 この点で村上氏が行っていることは ID の日本への 「ロー
カライズ」 とみなせる。

（３） サムシング ・ グレートの受容状況
本稿では、 現代総合説に代表される正統的進化理論からサムシング ・ グレートがいかに隔
たっているかという生物学的な議論には踏み込まない。 その代わりに以下では、 社会的観点
からサムシング ・ グレートがどのような領域に広まっているかを検討することによって、 その言
説の特徴を浮き彫りにする。 新聞記事などの講演記録によると、 村上氏が行った講演は百回
を超え、 その多くでサムシング ・ グレートへ言及していたことが伝えられている。 1999 年から
2014 年 8 月までの講演を主催元の種別ごとに分類してまとめると以下のようになる。

主催種別

回数

主催団体の一例

学術		

12

筑波大学、 上智大学東洋宗教研究所、 宗教法学会、 宗教倫理学会

宗教		

36

新日本宗教団体連合会、 生長の家、 智山教化センター、 埼玉県宗教連盟、

			

神道時事問題研究会

スピリチュアル

16

サトルエネルギー学会、 アムリタラボ

政治 ・ 教育

18

産経新聞、 教科書改善の会、 日本教育推進財団

経営		

11

日本経営協会、 日本経済人懇話会、 京都経営品質協議会

その他		

13

広島国際平和会議、 各市町村

この表を参照すると、 計 106 回の講演のほぼ半数はスピリチュアル的なものも含めた宗教系
組織で行われていることがわかる。 「学術」 の中では、 自然科学系の学会よりも、 人文 ・ 社
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会系の学会の方が多い。 また、 企業経営者の団体や教育関連組織においても講演を行っ
ている。 これに加えて、 共著を含めれば 50 冊を超える著書や、 映画 「祈り～サムシング ・
グレートとの対話～」 の上映会もその拡大に貢献している。
一方で学術的な分野での受容はというと、 サムシング ・ グレートを扱った論文は講演報告
を除くと 『サトルエネルギー学会誌』 2013 年 30 号の江本勝による 「サムシンググレートから
の伝言～放射能毒素は波動で味方にできる～」 のみ発見できたが、 これが学術的精査を経
た論文かは疑わしい。 また管見の限り、 村上氏の 60 本を超える学術論文の中にも、 サムシ
ング ・ グレートを論証したものは存在しない。 従って科学の範疇の内ではなく、 その外でサ
ムシング ・ グレートは普及しているとみなせる。

（４） 疑似科学の観点からの分析
科学として語られているサムシング ・ グレートが科学者に支持されていないならば、 それは
疑似科学の問題系でとらえるのが適切といえる。 疑似科学とは科学の外見を装っていながら
も、 科学の規範を逸脱した言説のことであり、 マイクル ・ シャーマーの 『なぜ人はニセ科学
を信じるのか』 によれば超能力、 心霊現象、 宇宙人による誘拐といった既成宗教には含ま
れないものに対する信仰が疑似科学と呼ばれている。 シャーマーはホロコーストの存在を否
定する運動についても同様に取り上げているので、 一種の歴史修正主義に対してもこの範
疇は当てはまるだろう。 また ID も米国では 2005 年のキッツミラー対ドーバー裁判において、
その科学性を否定する判決が下されている。
疑似科学の研究では、 対象となる言説が科学的論証なしに信憑性を得る理由が分析さ
れている。 村上氏の講演の記録では、 自身が 「遺伝子の研究で世界的権威者」 （中外
2001/1/3） 「遺伝子工学の世界的権威」 （中外 2008/3/13、 産経 2011/2/3） 「遺伝子の研
究で世界的に知られる」 （山陽新聞 2009/11/28） という表現が多用されており、これはシャー
マーの挙げる 25 の思いちがいのメカニズムの一つ、 「権威への過信」 に該当すると思われる。
「発言者によって判断が変わるのだ。 相手がノーベル賞受賞者なら、 正しかったことがはな
ばなしく証明されているのだからと、 黙って話を聞くだろう。 逆に、 信用のおけない詐欺師が
相手なら、 嘘ばかりついているというその過去から、 罵声をあびせることだろう」 （シャーマー
2003 ： 136 頁） と述べられているように、 ある分野での権威の発言が過剰な信憑性を持つと
いうことは、 疑似科学の領域では頻繁に起こることである。
このように、 科学の観点からはサムシング ・ グレートは疑似科学の一種とみなせるが、 そう
した評価は一面的なものに留まっている。 というのも、 科学哲学においては科学と疑似科学
の線引きについての多くの議論がなされてきたが、 伊勢田哲治の 『疑似科学と科学の哲学』
によれば、 「線引き問題は科学と非科学ないし疑似科学との間の明確な境界を設定とするこ
とを目的としてきた。 しかしながら、 そうした方向で線引き問題が解決できる見込みは絶望的
である」 （伊勢田 2003：258 頁） ために、 両者の差異は 「程度の問題」 だと述べられている。
また、 疑似科学であるということは科学的真理を有していないことを意味するが、 科学的に論
証されていないことがまったくの無意味であるわけではない。 そうした傾向はとりわけ社会的
現象に強くみられ、 宗教はその代表といえる。 また常陽新聞の記事でも、 サムシング・グレー
トの宗教性に焦点があてられていたのである。 従って以下では宗教の観点からこれを考察す
る。
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２． 宗教思想としてのサムシング ・ グレート
（１） サムシング ・ グレートの背景にある宗教教義
ここでは、 サムシング ・ グレートを宗教思想の一つとして、 既成宗教の教義との比較の上で
理解することを試みる。 この場合は、 サムシング ・ グレートが科学的に論証されているかどう
かではなく、 それが何らかの宗教の教義にいかに類似しているかという視点である。 茨城県
の道徳テキストが宗教教育であると指摘した記事を再び取り上げると、 「著者は 『サムシング ・
グレート』 という言葉の意味について別の著書で、 宗教団体の教祖のことを指すと記している
ことなどから、 高教組は、 宗教教育に当たると指摘している」 と述べられている。 ここでは 「別
の著書」 が何か、 「宗教団体の教祖」 が誰かについては詳述されていないが、 この点は村
上氏の著書を調べれば容易に理解できる。 氏の著作は共著も含めると 50 冊を超えるが、 そ
の中で初期のものを取り上げるならば、サムシング・グレートの概念を打ち出した 『生命の暗号』
（1997、文庫版 2004）、その続編ともいえる 『人生の暗号』 （1999、文庫版 2009）、および 『サ
ムシング ・ グレート』 （1999） が挙げられる。 この中で 『サムシング ・ グレート』 は 1986 年に
天理教道友社から刊行された 『人間 ・ 信仰 ・ 科学』 の増補改題版である。 出版社からも明
らかなように、 同著では村上氏と天理教との密接な関わりが詳細に記述されている。 その内容
は以下の通りである。
私は奈良県天理市で生まれた。 しかも、 出生場所は、 天理教教会本部の所在地で、
人間宿し込みの元となる場所と教えられるおぢばに近いところだった。 両親と祖母も、 天
理教の信仰者だった。 私の育った家は、 その後、 教会にもなった。 そのために、 両親
は一生を信仰にささげてきた。 祖母もそうだった。 今、 私のきょうだいたちは全員天理教
信仰の道をひたすら歩んでくれている。
（『人間 ・ 信仰 ・ 科学』 14-15 頁）
これに加えて、 京都大学に天理教学生会を作ったこと、 博士号習得後に米国へ海外布教
に赴いたことなどが語られているために、 村上氏と天理教との結びつきは非常に強いものと考
えられる。
本稿は個人の信仰の領域に立ち入ることを意図するものではないために、 村上氏の経歴に
ついてのこれ以上の記述は避ける。 取り上げるべきなのは、 その信仰がいかに彼の 「科学
的発言」 の中に反映されているかについてである。 村上氏は 『人間 ・ 信仰 ・ 科学』 以外の
著作では天理教の教義に関する言及を避け、 より一般的な用語に翻訳して発信を行っている。
だがそこには天理教の影響が依然として見られるのであり、 茨城県の高校における道徳教育
が特定宗教教育であると指摘された原因もこの点に由来すると考えられる。 従って以下では、
村上氏の一般向けの発言に隠されている天理教の教義を探り出すことを試みる。
天理教の教義は 3 原典と呼ばれる 『おふでさき』、 『みかぐらうた』、 『おさしづ』 およびそれ
らを体系的に編集した 『天理教教典』 に記されている。 本稿では 『天理教教典』 に加え信
徒のための概説書である 『ようぼくハンドブック』 も参照した。
まずサムシング ・ グレートと天理教の関係を見ていくと、 『サムシング ・ グレートの導き』 に以
下のような村上氏の天理市での講演の記述がある。
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そのうち、 サムシング ・ グレートを語る件になったときである。 村上は 「……これを私はサ
ムシング ・ グレートと呼ぶようになったのですが、 これこそ、 まさに親神様のことにほかなり
ません」 と言った。
（『サムシング ・ グレートの導き』 175-176 頁）
この発言から、 サムシング・グレートは親神、 すなわち天理教の崇拝対象である天理王命 （て
んりおうのみこと） を指すものであることがわかる。 さらに、 天理教道友社が刊行している 『み
ちのとも』 では、 以下のように、 サムシング ・ グレートと親神の関係がより直接的に語られている。
万巻の書物に匹敵する膨大な遺伝情報を極微の空間に書き込み、 しかも、 それを正確
に一刻の休みもなく動かしている主体は、 お道の信仰者の立場から言えば、 十全の守護
を司っておられる親神様である。 そのことを、 科学者の立場から私なりに言い換えたとき、
人間の理性や知性をはるかに超えた 「サムシング ・ グレート」 （大いなる存在） という表
現になったのである。
（「科学と信仰のはざまで」 『みちのとも』 2004 年 7 月 47 頁）
村上氏の思想に組み込まれている天理教の教えはサムシング ・ グレートに限らない。 『神 （サ
ムシング ・ グレート） と見えない世界』 において、 人間を構成する元素が地球の元素に由来
することから、 「自分の体は自分のものだと思っているかもしれませんが、 実は私たちの体はす
べて借りもの、 要するに “レンタル” なのです。 レンタルですので、 期限が来れば返さねばな
りません」 （村上 ・ 矢作 2013 ： 67 頁） と述べられている箇所は、 人間の体は親神からの借り
物であるとする 「かしもの、かりもの」 の教義と一致する。 また 『サムシング・グレート』 には 「陽
気暮らしのための科学」 （村上 1999：206 頁） という表現が見られるが、これも教義の一部である。
ここで注目すべきなのは、 一連の発言は天理教の教典類を典拠にしてはおらず、 科学の言葉
で語られている点である。 これは科学的知識の内に信仰を強める根拠を見出す 「自然神学」
を村上氏が実践しているとみなすことができる。 これは一種の布教行為とも言いうるが、 天理教
の用語の使用は避けられているため、 暗黙裡なものに留まっている。 村上氏自身は、 天理市
での講演において 「自分は、 これからサムシング・グレートのメッセンジャーになります」 （村上・
渡部 2007 ： 184 頁） と科学者としてサムシング ・ グレートを広める宣言をしている。 記述者の
渡部靖樹によれば、 「その言葉は、 すなわち天理教信者としての言いようである 『ようぼく 〔天
理教の信者〕 としてにをいがけ 〔天理教の布教〕 をさせていただく』 というのと同義といってい
いだろう」 （同頁）。 村上氏の言動の特徴は、 このように用語を使い分けることで、 天理教の内
部では信者として、 外部では科学者としてふるまっている点にある。

（２） サムシング ・ グレートは宗教教育にあたるか？
以上の内容を踏まえれば、 県立高校でサムシング ・ グレートについて書かれた道徳テキス
トを用いることは特定宗教教育にあたる疑いがあることが理解できる。 ここで留意すべきなの
は、 天理教自体が教団の活動としてこれらのことを行ったわけではない点である。 村上氏の著
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作では天理教の用語は避けられていたのであり、 「天理教の影響を受けたサムシング ・ グレー
トという宗教的思想が公教育で教えられている」 というのが現状の適切な描写ではないかと思
われる。 これが特定の宗教のための宗教教育にあたるか否かは、 さらなる議論が必要であ
る。 同様の疑いは、 育鵬社の 『新しいみんなの公民』 および 『13 歳からの道徳教科書』 に
対しても投げかけることができる。 しかし、 外面上は科学的な発言であるサムシング ・ グレー
トがなぜ道徳テキストとして用いられ、 道徳や公民の教科書に記載されたのだろうか。 このこと
は、 米国の ID 運動とも関連し、 現在進められている道徳の教科化計画とも関わりをもっている。
そこで以下では、 サムシング ・ グレートと道徳教育の結びつきを明らかにし、 そこに存在して
いる二つの問題を指摘する。

３． サムシング ・ グレートと道徳教育の結びつき
（１） 自民党政権による道徳教科化の推進状況
自由民主党の安倍晋三首相による政権が 2012 年 12 月 26 日に発足すると、 衆院選の政権
公約に盛り込まれていた道徳教育の充実に対する実践が始まった。 12 月 29 日には民主党の
事業仕分けにより縮減されていた道徳副教材である 「心のノート」 の配布再開が伝えられ （読
売 2012/12/30）、 翌年の 1 月 24 日には教育再生実行会議が設置された （朝日 2013/1/23）。
同組織が 2 月 26 日に発表した第一次提言では、 いじめ防止のために道徳を教科化すること
が宣言され （産経 2013/2/26）、 教科化に向けた有識者会議 「道徳教育の充実に関する懇
談会」 は 12 月 26 日、 道徳を 「特別の教科 道徳」 として 2018 年度に教科化し、 それまで
は 「心のノート」 を 「私たちの道徳」 へと全面改訂して用いると 12 月 26 日に発表した （毎
日 2013/12/27）。 加えて 11 月 15 日に公示された 「教科書改革実行プラン」 では、 歴史や
領土問題に関する政府見解を必ず記述することが義務付けられた （毎日 ・ 夕 2013/11/15）。
翌年に入っても道徳教育計画の推進は歩みを止めることなく、 2014 年 2 月 14 日には 「私
たちの道徳」 が副教材として公表され （東京 2014/2/15）、 2 月 17 日には中央教育審議会
へ道徳の教科化が諮問され、 秋をめどに答申が出されることとなった （産経 2014/2/18）。 そ
の間にも道徳教育の計画は進行しており、 2018 年度の学習指導要領改訂を待たず前倒しで
道徳の教科化を行うよう検討されていることが 3 月 26 日に公表され （読売 2014/3/26）、 現状
で副教材のみであった道徳に教科書を導入し、 その際には民間による検定教科書を使用する
という検討案が 4 月 17 日に発表されている （毎日 2014/4/18）。
今後教科化された道徳に検定教科書が用いられるようになるのであればその内容が議論の
的となるが、 育鵬社の 『13 歳からの道徳教科書』 はこの道徳教育計画を見越したものと考え
られる。 というのも、 文部科学大臣の下村博文はインタビューで理想とする道徳の教科書につ
いて問われた際に、 「記述式の今の 『心のノート』 とは違い、 どの項目でもいいのだが、 物
語的なものを使うことによって理解を深めるヒントを与えていくことを考えている。 偉人の伝記を
入れてもいいと思う」 （毎日 2014/4/22） と述べているが、 これは 『13 歳からの道徳教科書』
の構成にまさに一致する。 さらに、 教科書改善の会のウェブサイトには、 同書の出版記念イ
ベントの際に下村大臣に加えて安倍首相までが登壇し、 「本書の出版を祝福するとともに道徳
教育の重要性を参加者に語りかけました」 （http://kyoukashokaizen.blog114.fc2.com/blogentry-158.html 2014/8/27 閲覧） と記されているのである。 政権の指導者の意図に適ってい
るのだから、 道徳の教科化と教科書の導入が実現された暁には、 サムシング ・ グレートの問
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題をはらむ 『13 歳からの道徳教科書』 も道徳教科書として名乗りを上げ、 公教育で使用され
る見込みは高いといえる。

（２） 道徳の教科化への宗教界の反応
一方、 道徳の教科化計画をうけて宗教界にも動きがみられる。 仏教は日本仏教教育学会
会長の川村覚昭が 「仏教教育こそ道徳教育の基礎となる明確な原理をもつ」 と述べており
（中外 2014/2/25）、 神道は全国教育関係神職協議会において会長の河合鎭徳が 「我々が
教科書の番人にならなければならない」 と語っているほか （神社 2014/6/23）、 神道政治連
盟の役員会では育鵬社の 『はじめての道徳教科書』 の 「活用が勧奨」 されている （神社
2014/2/10）。 またキリスト教界では 2013 年 7 月 30 日に日本キリスト教教育学会が要望書を
提出し、 道徳教科化の折にはキリスト教学校で宗教をもって道徳教育に代える措置の継続を
求めていることに加え （キリスト 2013/9/21）、 浜松ウェスレアン教会牧師の木村葉子は 「現教
育改革の、 道徳教科化、 教科書介入、 子どもの競争による選別支配を警戒する」 （クリスチャ
ン 2014/4/27） と発言している。 これらの記事では、 仏教界と神道界が公立学校での道徳教
育に対して関与しようとしていることが示唆されている。 ここに問題はないだろうか。 国際宗教
研究所編 『教育のなかの宗教』 所収の井上順孝の 「情報化時代における宗教教育」 によれば、
宗教に関する教育は①宗教の知識教育、 ②宗教的情操教育、 ③宗派教育に区分することが
できる。 このうち、 宗教の知識教育は公立学校でも可能で、 宗派教育は不可能であるが、 宗
教的情操教育については、 次のように述べられている。

宗教情操はこれが公立学校で可能かどうかについて、 長く論争が戦わされてきた。 この
議論の背景には、 宗教情操教育は特定の宗教に関係なく、 宗教一般の問題として行う
ことが可能であるかどうか、 という問題も関係している。 ただし、 宗教情操教育は道徳 ・
倫理教育と境界線を引くことが難しく、 実際には道徳教育の枠のなかで、 宗教情操教育
の一部が行われていると考えてもいい。
（「情報化時代の宗教教育」 『教育のなかの宗教』 216 頁）

道徳の授業の内容に特定の宗教が関与するのであれば、 それは各宗教への公平な扱いを
必要とする宗教知識教育ではなく、 また 「宗教一般」 の宗教情操教育となりうるかも疑わしい。
今後道徳教育が強化されていくのであれば、 宗教と道徳教育の結びつきにさらなる注視の必
要があるだろう。

（３） 「学問の道徳化」 の進行
以上のように、 道徳の教科化の推進は公立学校での特定宗教教育をもたらすおそれがあり、
サムシング ・ グレートはその一例とみなされうるが、 道徳教育の強化という方針にはさらに別の
問題が存在している。 それは「学問の道徳化」とも呼びうるものである。 子どもと教科書全国ネッ
ト 21 事務局長の俵義文による分析を参照すると （「小学校新教科書の仰天内容」 『週刊金曜
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日』 2010/10/22）、 2008 年改訂の新学習指導要領では、 安倍政権が 2006 年に改定した教
育基本法第 2 条の 「教育の目標」 に教科書が沿っているかを示す編修趣意書の提出が義務
付けられている。 とりわけ同目標の第 5 項が伝統と文化の尊重を訴えているために、 小学校
算数で折り紙が登場し、 理科に俳句が登場するなど、 「無理やりに伝統文化や道徳などを入
れる」 （23 頁） 傾向があると指摘されている。 このように、 本来は科学的知識を教えるべき教
科においても伝統文化や道徳が優先されることが、 「学問の道徳化」 にほかならない。
こうした事態は、 米国での反進化論運動との比較によっていっそう明瞭となる。 創造論や ID
の推進者の論点の一つに、 進化論教育が道徳の腐敗をもたらすというものがある。 古谷圭一
の 「キリスト教原理主義者たちはなにを主張しているのか？」 では、 「ＩＤを掲げている創造科
学の主唱者たちの究極の目的は何か。 それは （中略） 唯物的科学観から生まれる共産主義、
社会主義、 人工中絶、 人種主義、 薬物文化、 同性愛、 急進的フェミニズムを根絶することで
ある」 （古谷 2007 ： 305 頁） と、 ID 論者らがこれらの 「悪徳」 は進化論が原因だとみなして
いることが語られており、 村上氏もまた、 「進化論は産業革命以後の資本主義の発展にまこと
に都合のよい考え方で、 多くの人間を弱肉強食の論理で圧迫した」 （村上 2009 ： 191 頁） と
述べ、 進化論が道徳的に誤っていると批判している。 このように、 生物学の領域に道徳的な
議論を持ち込み、 科学的正確さよりも道徳的ふさわしさを優越させる点が反進化論運動の特
徴であり、 日本の道徳教育の推進運動もまた、 この図式に沿う部分がある。 ID が公立学校の
生物の時間に教えられることを要求し、 生物学の教育に支障をきたしているのと同様に、 他教
科にまで道徳化を要請する教育もまた、 科学的知識の涵養にとって負の影響をもたらすだろう。
このことから、 なぜ 『新しいみんなの公民』 にサムシング ・ グレートが記載されたかという疑問
に回答を与えることができる。 すなわち、 ここでのサムシング ・ グレートは宗教教育の一例であ
るだけではなく、 学問の道徳化の一例にもなっていると考えることができる。

４． 結論
以上を要約すると、 まず、 村上和雄の提唱するサムシング ・ グレートは学問的には支持され
ていないものであるが、 当人の活動によって大きな広がりを見せている。 サムシング ・ グレー
トには天理教の教義の影響を強く受けたもので、 これを公教育で教えることは政教分離の原則
に反するおそれがある。 さらに現在日本では道徳の教科化が推し進められており、 そこには宗
教組織が公教育に関与する政教一致の問題と、 道徳教育が他教科にまで進出し、 科学教育
の貧困化を招く学問の道徳化の問題が存在している。 今後道徳教育が教科化された際にはこ
れらの傾向はますます拡大するものと推定され、 サムシング ・ グレートはこの双方の問題の端
緒と言うべきものである。 科学史家のトマス ・ ディクソンは 『科学と宗教』 において 「進化論と
ID の論争は、 一義的には科学と宗教の闘争なのではなく、 教育を支配するのは誰であるべ
きかをめぐる異なる見解どうしの闘争なのである」 （ディクソン 2013 ： 126 頁） と述べているが、
米国だけではなく日本においても、 ふさわしい教育のあり方についての議論が今後強く求めら
れることになる。
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