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ビッグバン宇宙論の謎と科学の本質（２）

—宇宙のファインチューニング(微調整)と人間原理—

阿部正紀（東京工業大学名誉教授）

§１ 科学の本質と限界（第１回の復習）

§２ 最先端宇宙論の未解決問題（謎） （第2回の復習）

§３ 宇宙のファインチューニング（微調整）と人間原理

§４ 人間原理への批判と科学の本質（世界観）

【結論】－「見極め主義」の大切さ、【次回以降の予定】

まず前回までの講演内容すなわち、科学には本質的な限界がある

こと、さらに最先端宇宙論が５つの深刻な未解決問題(謎)を抱えて

いることを復習します。そして今回は、宇宙では人間の生存に必要

な条件が奇跡的にファインチューニング（微調整）されていることを

説明するために「多宇宙論に基づく人間原理」が提起され、それが

宗教に近いと批判されていることを示して、科学の本質に迫ります。
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§１ 科学の本質と限界 （第１回の復習）
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「近代的な西欧科学はキリスト教の母体のなかで鋳造された」

実際には、自然科学は精神的世界や霊的世界の事柄

など あらゆる問題 に正しい答えを与えてくれる、と考える

が広がり今も存在する。科学(万能)主義

リン・ホワイト、『機械と神―生態学的危機の歴史的根源』、みすず書房、91ページ

科学史家に

よって退けら

れている。

自然科学は、 法則.

.（数学）で記述できる.

 現象 だけを扱う

物質的世界に限定され、自然

法則を超越した精神的世界と

 霊的世界 の事柄を扱えない。

中世暗黒説

した暗黒の中世が終わって

近代科学が誕生した。

科学と宗教の闘争史観

科学は宗教との闘争に

勝利して成立したので

 科学は宗教と対立する。

 キリスト教が科学を迫害.
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【現在の標準的な宇宙論】

§２ 最先端宇宙論の未解決問題（謎） （第2回の復習）

最先端の宇宙論は .三段ロケット風.

① ： “無”から直径が１０
－３４

ｃｍの“ミニ宇宙”が誕生した。

② ： ミニ宇宙”がインフレーション（ 加速膨張 ）

して直径１ｃｍほどの 火の玉宇宙、ビッグバン（ 超高温 ）状態になった。

③ ：火の玉宇宙がゆっくりと、しかも 減速 しながら膨張を

続け、１３８億年かけて現在の宇宙が作られた。

量子宇宙論

ビッグバン理論

インフレーション理論

ビッグバンは大爆発ではなく

初期宇宙の超高温状態
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【最先端宇宙論５つの未解決問題（謎）】

自然科学によって宇宙の起源を解明できたとは言い難い。

宇宙の全物質の９５％が正体不明

の暗黒物質と暗黒エネルギー

暗黒エネルギーの観測値が素粒子論に

よる理論的計算値より１２０桁も小さい。

宇宙をインフレーションさせる

メカニズムが不明

“無”から真空のエネルギーを取り

出したと仮定する「ただ飯理論」は

理論・実験で証明不可能

“無”からの宇宙創成理論

（量子宇宙論）は夢物語

“無”では既存の

物理法則が成り

立たない。
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未知のプロセスによって、 真空のエネルギー が

と考えざるを得ない。

１２０桁の精度で

偶然、奇跡的に微調整（ファインチューニング）された

偶然・奇跡を退ける

科学の基準から

外れている。

もし、暗黒エネルギーの観測値が素粒子論

による計算値と一致し今の値より１２０桁大き

かったら、宇宙はものすごい勢いでインフレー

ションして、 。

そのようなことは起きていないので、

理論計算が誤っていると考えられる。

ところが、素粒子論は大成功を収めて

おり、間違っているとは考えられない。

唯一の解決方法は

多宇宙論に基づく

人間原理

一瞬のうちに“蒸発”する

§３ 宇宙のファインチューニング（微調整）と人間原理
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【多宇宙論に基づく人間原理】
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「各種の って  、知的生命が生まれた

宇宙の中では、その知的生命が、『この 宇宙は、まるで.

 私たちを生み出そうとしている かのように、見事に

デザインされているなあ』 と思うのです。

これが、

である、という考えが人間原理です」

佐藤勝彦、『気が遠くなる未来の宇宙のはなし』、宝島社、238ページ

「わたしたちは巨大な で、

それが 我々の宇宙は計画された のであろうという

 錯覚の原因 となったのであろう。‥・

本当は だったにすぎないのに」

宇宙福引の当選者

条件が偶然そろって

ポール・デイヴィス、『幸運な宇宙』、日経ＢＰ社、２６７ページ

【人間原理ー偶然と幸運が人間を生み出した】

偶然の結果で幸運

宇宙が『デザイン』されているように見える理由



【多宇宙論と人間原理に対する批判】
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 多宇宙論 は、存在を

確認できない“他宇宙”
を扱うので検証不可能。

科学の基準から

外れている。

 人間原理 は何も説明

していない同語反復

だから検証不可能。

 他の宇宙 が存在することを観測、

通信、訪問などによって 確認でき.

 ない 。もし確認されたら、それは

この宇宙と「時間と空間」でつな

がっているのでこの宇宙に属する。

同語反復とは、「彼が死んだのは、

生命活動を維持できなくなったか

らだ」のように、説明しているようで

 人間原理 は、「人間が生まれたの

は人間が生まれる条件が整えられ

たからだ」と言っている 同語反復 。

多宇宙論

人間原理

何も説明していない無意味な言明。

§４ 人間原理への批判と科学の本質（世界観）



ある意味で なのだということもできるのです」
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【「多宇宙論に基づく人間原理」は 宗教に近い 】

「私たちの今住んでいる宇宙は無数に存在する宇宙の中でも、

私たちの存在を偶然許すような宇宙、ということになります。

言うなれば、 のです。

創造の主は私たち自身

私たちの存在がこの宇宙を選択した

「人間原理は、神の計画 に代わる科学的説明として、

そして同時に半ば宗教的理論として受け入れられるように

なり、混乱を引き起こすこととなった」 ポール・デイヴィス、

『幸運な宇宙』、 日経ＢＰ社、１１ページ

科学に宗教色

を持ち込んだ

S. ホーキング、『ホーキング、宇宙と人間を語る』、

エクスナレッジ、17ページ

人間原理では 神の代わりに人間が.

 創造主の位置に置かれている 。
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一切の存在と現象は自然自体が作り出しているので、

すべての事柄を 超自然を排し て科学の方法で説明

すべき、とする無神論的な考え方。

【人間原理に対する 自然主義 者の見解】

「私たち物理学者は、マルチバース（注：多宇宙）に安住することなく、

その根源にある と思います。

『宇宙は無数にあるのか』、集英社、202ページ

究極の理論を求め続けるべきだ

「物理学者は、世界の始まりからすべてを物理学の法則に従って記述したい

と考えている。 とも言えるからである」

『宇宙論入門―誕生から未来へ』、岩波新書、40ページ

「神」をなくするのが科学の役割

佐

藤

勝

彦

ホ

ー

キ

ン

グ

『ホーキング、宇宙と人間を語る』, エクスナレッジ, 233-4ページ

「マルチバース(注：多宇宙）の概念は、私たちのために宇宙を

生み出した善意ある に、

のです」

創造主の存在を必要とせず

物理法則に微調整があることを説明できる



知的存在(サムシンググレイト)が宇宙や生物をデザインした。
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方法論的自然主義に立って

暗黒エネルギーの謎を解明すべきである。

暗黒エネルギーの謎が解明できないことは、

神／知的存在が暗黒エネルギーを微調整した

ことを示唆している。

方法論的自然主義

近代科学の基本理念

 自然自体が一切の存在と

 現象を作り出している ので、

すべての事柄を超自然を排

して科学の方法で説明すべ

きである。

自然主義

科学（万能）主義

“無神論的自然主義”

創

造

論

者

ID

論

者

科学者は自分の 宗教的 、、

 哲学的な立場とは無関係.

に、超自然を退けて科学の

方法に従って自然を探求す

べきである。
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【暗黒エネルギーの謎は解明できるか？ 】

相対論 量子力学

１９００年 ケルビン卿

新しい

物理学

「どれもこれもある意味、不愉快なものばかりだ。どの仮説も目立って

他より優れているわけではない。現時点では好みの問題だ。

おそらく  正解はまだ誰も考えついていない 何かなのだろう」

G．ガバダッゼ、日経サイエンス、２０２１年４月号、５３ページ

２０１０年 佐藤勝彦

人間原理のみならず、これまでに提案された

解決策はすべて不完全で「不満だらけ」

「物理学は原理的にはすべての問題

を解決した。今や地平線上に小さな

二つの雲を残して後は晴れ渡った大

空に例えることができる」

「現時点で暗黒エネルギーの正体は「まったく謎」としかいえません。

でも私は、

鍵になると思っています。物理学が飛躍的に進歩する際には、こうした

なんですね」 佐藤勝彦、『相対性理論から１００年で

わかったこと』、PHPサイエンスワールド(2010年）、２３１ページ

大きな謎が必要

暗黒エネルギーという謎こそが、新しい物理学の扉を開く



【結論】－「見極め主義」の大切さ
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暗黒エネルギーの謎を解明するために盛んに行われている研究

が宇宙論のみならず物理学をも飛躍的に発展させるか？

自分とは異なる見解にも敬意を払い、そこからも学ぼうとする姿勢を保つ。

「見極め」主義

最先端宇宙論は宇宙の起源のシナリオを描いたが、５つの深刻

な謎を抱えているので、 。宇宙の起源を解明できたとは言えない

様々な世界観に基づく最先端理論の実態を 見極め つつ真理を 探究 する。

検証不可能な多宇宙論と人間原理をめぐり、 に

根ざした論争が行われている。

特に、暗黒エネルギーの謎に対する唯一の解決策とされている

。「多宇宙論に基づく人間原理」が宗教的と批判されている

世界観の対立
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「私が導いた結論に対して強く反対する同僚も多いと思う。

私は 彼らの意見も尊重する 。これは「宇宙に対するただ

一人の私見であり、他に多くの見解があるであろう」

ポール・デイヴィス、『神と新しい物理学』、岩波書店、viページ

「奇妙に思われるかもしれないが、私の意見では、科学は

宗教よりも神に達する確かな道を提供してくれる。

・・・

 世界には眼に見えるもの以上の存在がある という信念が、

私にこの本を書かせた動機である」

ポール・デイヴィス、同上

私たちは宇宙福引

の当選者



「 インフレーション理論 は・・・宇宙初期を考えるときの標準的な

になっています。『パラダイム』とは、完全に証明されたわけではないけれども、

ひとつの学問分野として研究者たちがそれを信じて研究を進めているものと

理解していただければよいと思います」

佐藤勝彦、『インフレーション宇宙論―ビッグバンの前に何が起こったのか』、講談社、71-72頁

★パラダイムとは、多くの科学者によって支持されている主要な理論と

その根底にある世界観の枠組み。

★理論の正しさは、その理論が作るパラダイムの中でしか証明できない。

パラダイムごとに前提（真理の判定基準）が世界観に依存しているため。
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★最先端科学の基礎理論である量子力学が抱える謎を解決するために

 多世界 （多宇宙ではない）の存在を仮定する奇妙な解釈が提唱され、

★これをめぐり 世界観の対立 に基づく パラダイム論争 が今も 続いている。

★この論争から、今話題の 量子コンピュータ の原理が生まれた。

科学と世界観の関係をパラダイム論に基づいて考察する。

量子コンピュータを生み出した量子力学の謎

ｰパラダイム論争から学ぶ科学の本質－

パラダイム



【今後の方針】

素粒子論（超ひも理論）、複雑系の科学（カオス、創発）、

「心と脳」、進化論などの

 最先端科学理論の実態と未解決問題（謎） を説明する。

†科学的神学とは、最先端科学を取り入れて科学と神学を

一元的に捉える神学(HP「第１回レポート」３０ページ参照)。
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そして“科学的神学”（仮称）† の推進者の見解を紹介し、

 科学と世界観（信仰）との関係 を明らかにして科学の

本質を探る。

「我々の住む豊かで複雑な世界を本当に理解しようとするなら、

科学と宗教の両方の助けが必要である。科学はそれ自体、限界

があるものだし、ある意味で世界を観る視点として貧弱なもので

ある。それはあたかも、音楽は単なる空気の振動と言えるし、

絵画はある化学組成を持った物質を塗りたくったものにすぎない、

というようなものである」

J. ポーキングホーン、『科学者は神を信じられるか』、講談社、２８ページ


