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「ロゴスの戯れ」としての哲学：遊戯論からの視点 

 

林 洋輔1 

 

  多くの著名な学者たちは噴水に似ている。

噴水は高く上がるが、それは常に同じ水である2。 

 

1. 遊びとしての「論争」――哲学論争の起源 

 

●ヨハン・ホイジンガ 『ホモ・ルーデンス』による問題提起 

 

 哲学をも含めて学問はその本性として論争的なものである。そして論争的なも

のはまた、闘技的なものと切り離すことはできない3。 

 

 

2. 嚆矢としての「ソフィスト Sophist」 

 

 われわれが遊びという概念の輪郭を描こうとするとき、その円の中心に立つの

がギリシアのソフィストたちの形姿である（…）人前で自分の腕を振るいたいと

                                                      
1 大阪教育大学教育学部保健体育講座・講師 連絡先：qqfs3s79@bridge.ocn.ne.jp  
2 エルヴィン・シャルガフ 『自然・人間・科学』 山本尤・伊藤富雄訳、法政大学出版局、2002

年、218頁。 
3 ヨハン・ホイジンガ 『ホモ・ルーデンス』 高橋英夫訳、中央公論新社<中公文庫>、1973 年、

322頁。第 10章「哲学の遊びの形式 Play-Forms in Philosophy」の議論を中心に展開する。 
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いう欲望、ライヴァルを公の競争で負かしてやろうという欲望、この社会的な遊

びの二つの大きな衝動は、ソフィストのなかでもはっきり表面にあらわれている4。 

 

 

●プラトン『エウテュデモス』『プロタゴラス』『ゴルギアス』『ソピステス』 

 

 ソフィスト的弁論は、（…）遊びと真面目とのあいだの明確な一線を画するこ

とができないものである、ということ、そしてこの遊びという名称こそが、事も

最も根源的な本質にきわめてよく適合しているということである5。 

 

 プラトンの対話篇のなかの語り手たち自身は、彼らの哲学的営みを、愉快な気

晴らしと呼んでいる。（…）ソフィストの根本の誤り、彼らの論理的・倫理的欠

陥を剔抉しようとするプラトンは、いつ何時でも、この自由気ままな対話形式の

身軽なやり方をとるのを恥とはしなかった。彼にとっても哲学は、いかに深く掘

り下げられたところで、結局、一つの高貴な遊びであることに変わりはなかった

からである6。 

 

3. 「遊戯論」の射程――ホイジンガおよびカイヨワ『遊びと人間』から 

 

 遊びとは、あるはっきりと定められた時間、空間の範囲内で行われる自発的な

行為もしくは活動である。それは自発的に受け入れた規則に従っている。その規

則はいったん受け入れられた以上は絶対的な拘束力をもっている。遊びの目的は

                                                      
4 ヨハン・ホイジンガ、同書、303 頁。なお同書、304 頁における以下の言及をも参照。「高名なソ

フィストが町に現れることは一つの事件だった。彼らは奇蹟術師のようにまじまじと仰ぎ見られ、

闘士に擬えられた。要するに、ソフィストの仕事はまったくスポーツと同じ領域のなかで行われて

いたわけである」。 
5 ヨハン・ホイジンガ、同書、305-306頁。 
6 ヨハン・ホイジンガ、同書、311-312頁。 
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行為そのもののなかにある。それは緊張と歓びの感情を伴い、またこれは「日常

生活」とは、「別のもの」という意識に裏付けられている7。 

 

 

自発的（非-強制）な行為、利害関係の捨象、時空の制限、規則、緊張感と「非日

常」の営み 

 

  

●ロジェ・カイヨワ――『遊びと人間』における四分類 

 

 さまざまな可能性を検討した後で、私は、その目的を達成するため、競争、偶

然、模擬、眩暈の四つの役割のどれが優勢であるかによって、遊びを四つの主要

項目に区分することを提案しようと思う。それに、それぞれ、アゴーン〔Agon—

ギリシア語、競技を意味する〕、アレア〔Alea—ラテン語、サイコロ、サイコロ

遊びを意味する〕、ミミクリー〔Mimicry--英語、物真似を意味する〕、イリンク

ス〔Ilinx—ギリシア語、渦巻を意味する〕という名称を与えることにしよう。こ

の四つは、いずれも確かに遊びの領域に属している8。 

 

4．「競技」としての哲学論争とその命脈――古代ローマ、スコラ 

 

 

●Cf. キケロ、エピクロス学派、ストア学派による論争 

 

●アウグスティヌスとペラギウス派による論争（自由意志論争） 

 

                                                      
7 ヨハン・ホイジンガ、同書、73頁。 
8 ロジェ・カイヨワ 『遊びと人間』 清水幾太郎・霧生和夫訳、岩波書店、1970年、17頁。 
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 論争術、美辞麗句の弁論が全盛を誇っていた。それらはまた、つねに公共の競

技の主題でもあった。公衆の前で語ることは、言葉を用いて自己を顕示し、見せ

びらかし、ひけらかすことである。ギリシア人にとって言葉による争いは、厄介

な問題を再現して判断するためにもってこいの文学的形式だったのである9。 

 

 われわれとしては、ギリシア文化の後につづく時代の論争と弁論の営みのなか

に遊びの本質があったことを若干指摘しておかなければならない。ただ、そうい

う現象はいつも同じ形式で繰り返されており、
．．．．．．．．．．．．．．．．．

それが西欧文明のなかでたどった
．．．．．．．．．．．．．．．

発展はあくまでも
．．．．．．．．

ギリシア
．．．．

の範例をなぞったもの
．．．．．．．．．．

だから、ここでは委細をつくし

て論ずる必要はあるまい10。 

 

●中世スコラ 

 

 スコラ哲学と大学の発展史全体のなかで闘技的要素はこの上なく大きく目立っ

た要素である。「普遍」の問題が哲学的議論の中心問題として長く好まれ、人々

は実在論者と唯名論者とに分かれて争ったが、このことは、何か論点をめぐって

争うときに党派を形成しようとする人間の原始的欲求をと、疑いもなく関連して

いる。これは、あらゆる文化の精神的成長と切り離せない現象である11。 

 

 中世の大学の学校活動はことごとく遊びの形式をとっていた。（…）これらの

現象はいずれも多かれ少なかれ、競争とか遊びの規則とかの領域に見る現象であ

る12。 

 

 

                                                      
9 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、314頁。 
10 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、316頁。傍点は引用者。 
11 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、321頁。 
12 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、321頁。 
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  5. 論争における「論題」と「修辞」 

 

 

●論題としての「神、人間、自然」 

 

 いや、よき友よ、どうかぼくの気持ちをわかってくれたまえ。ぼくは、ものを

学びたくてたまらぬ男なのだ。ところが、土地や樹木は、ぼくに何も教えてくれ

ようとはしないが、町の人たちは何かを教えてくれる、というわけなのだ13。 

 

 プラトンも、アリストテレスも、彼らの哲学的思考のなかで一番の中核をなす

ものを神話的形式
．．．．．

のなかに示すのである。プラトンでは、それは霊魂についての

神話であり、アリストテレスでは、自らは動かずに世界を動かしている主動者に

対して、もろもろの事物が抱いている愛という観念である14。 

 

 

 ●17世紀――論争の世紀 

 

 大きな新しい事物が現れる時代には、たいていそこに闘技的因子が強く前面に

浮かびあがってくるものである。たとえば、自然科学が輝かしい興隆発展をとげ

て新たな分野を征服しはじめ、古代と信仰の権威に手をつけ出した十七世紀がそ

うであった。（…）人々はデカルト主義者となるのでなければ、その体系の反対

者となり、また「古代」の側に立つのでなければ、「現代」に味方した15。 

 

 

3．修辞と神話 

                                                      
13 プラトン 『パイドロス』 藤沢令夫訳、岩波書店<岩波文庫>、1967年、18頁。 
14 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、273頁。傍点は引用者。 
15 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、322頁。 
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●プラトン対話篇における「神話16」 

 

Cf. Pierre Hadot (1922-2010) の『ティマイオス』解釈 

 

「詩としての世界、世界としての詩 Le Monde comme Poème, le Poème comme la 

Monde17」 

 

“Cette physique, conçue comme un exercice spirituel, utilise des moyens littéraires :  je 

veux dire par là qu’elle adopte le genre littéraire du « discours de vraisemblables », c’est-à-

dire le discours continu et les exigence rhétoriques qu’il implique.18”  

 

 

●デカルトにおける「建築」のたとえ――『省察』「第七答弁」から 

 

 私は、自分の書いた物の到るところで、自ら以下の点において建築家たちを真

似ていると証言してきました。すなわち彼らは、頑丈な建築物を建設するにあた

って、岩盤質であれ、陶土質であれ、あるいは他のどんなものであれ、堅固な地

盤が表層を砂で覆われている場所では、まず最初に穴をいくつか穿って、そこか

ら砂ならびに、何ぞそれを支えとしたり、それに混じり込んだりしている他のも

のも、何もかも放り出し、そうしておいて次に、堅固な地盤に基礎を設置します。

実際私のほうもこのように、疑わしいものは何もかも、砂の如くに、まず最初に

投げ棄て、こうして、次に、疑っている、言うなら、思惟している実体は少なく

                                                      
16 Platon.  Les Mythes de Platon. Jean-François Pradeau (éd.) Paris : Flammarion, 2004.  
17 Pierre Hadot.  Physique et poèsie dans le Timée de Platon. In : Études de Philosophie Ancienne. Paris : LES 

BELLES LETTRES, 2010, p. 297. 
18 Pierre Hadot.  Ibid., p.296. 



2018.06.30（土） 

第 3回サイファイ・フォーラム@日仏会館 509号室 

7 
 

とも実在するということは疑い得ないと心得たので、そのことを岩盤として用い、

そこに私の哲学の基礎を定位させたわけです19。 

 

6. 哲学は「ロゴスの戯れ」か――まとめと向後の課題 

 

 

 「すべて空なり」という、古い諺にとりかわって、「すべて遊びなり」という、

おそらくはやや肯定的な響きのする結語が、湧き上がってくる。これは一見安っ

ぽい比喩的表現であり、単なる精神の無力を示しているにすぎないようにも見え

よう。だがこれこそ、プラトンが人間を神々の遊びの具であると呼んだときに悟

りえた知恵なのである20。 

  

●現代の哲学における「修辞」の所在は？――「文学と哲学のあいだ」への問い 

 

 もう何十年このかた、ザイス神像のヴェール剝がしに携わっている男がいる。

一つ剝がすと、そこにはまた別のもう少し小さな像がやはり、ヴェールを被って

立っている。そこでまた剝がす。どこまでもこの繰り返しである。ヴェールに覆

われた神像の唯一の秘密は、同じくヴェールを被った次の像にあるということに、

男はとっくに気づいているのである。その像も今はきわめて小さなものになり、

面倒な器具を使わないと見えない。それでもまだなお小さくなる。もう目に見え

ない無数の像がなお、同じようにヴェールを剥いでもらおうと、順番を待ってい

る。（…）人間の目の認める現実は、とっくに姿を消している。彼はしかし精密

                                                      
19 ルネ・デカルト 『第七答弁』 宮崎隆他訳、1998 年、70 頁。文部省科学研究補助金（研究代

表者：村上勝三・基盤研究 A(1) 07301003）成果報告書）。 
20 ヨハン・ホイジンガ、前掲書、430頁。 
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器具の確かな助けを借り、影から影を剥ぐという次元にまで進んでいる。本当は

もう視覚の限度を超えているのである21。 

 

7. まとめにかえて 

 

●哲学は「ロゴスの戯れ（遊び）であるか」 

●「詩」と「哲学」のあいだ――パルメニデス、マラルメ、タゴール… 

●ホイジンガの言及する「文化」概念の限界22 

 

 

 

 

 

                                                      
21 エルヴィン・シャルガフ 『不可解な秘密：自然のための、そして自然に抗する戦いとしての科

学』 山本尤・内藤道雄訳、法政大学出版局、1993年、1頁。 

22 Cf. 寒川
そうがわ

恒夫 『日本武道と東洋思想』 平凡社、2016年。 


