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パリ大学ディドロ & サイファイ研究所 

矢 倉 英 隆 

 

本日は年度末のお忙しいところ、新しい試みにお集まりいただきありがとうござい

ます。今日は初めての試みになりますので、最初にこの試みの意味するところにつ

いてお話してから、本題に入りたいと思います。 

 

この会を始めるに当たって考えた問題意識として、次のようなものがあります。哲

学を「勉強する」こと自体が目的ではなく、この世界を生きる上で哲学をどのよう

に使っていくのか。哲学者が考えたことを知って満足するのではなく、哲学あるい

は哲学的思考を如何に使い、自らの生を生き生きとしたものにするのか。受け身で

講義を聴くだけではなく、その内容と関係のあることを自分の中を積極的に見回し

て探し、他の人から出てきたことと対比、関連付けるという精神運動をどのように

やっていくのか。 

 

哲学というと自分の意見を言うことだと考えがちですが、基本にはやはり知識が必

要になると思います。この場合の知識は現在出回っているものだけではなく、歴史

や人類の遺産の中に埋もれているものも含めた全体を意味しており、それを基に考

えるという態度が求められます。その視点から、この会では最初に講師の切り口か

ら見えてきた過去の遺産を紹介し、その上で皆さんに語っていただくという形式で

進めたいと思います。当面の間、人間の生き方に関係した哲学を求めた哲学者を取

り上げ、そこで問題になったテーマについて議論するというやり方を採ることにし

ました。 

 

哲学をすべての人がやるに越したことはありませんが、そこに入るには切掛けが必

要になります。いつの時代もその人口は少ないのかもしれません。わたしの場合も
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それまで哲学のことなど考えたこともなかったわけですが、それがある切掛けで変

わりました。その時点を境に、前と後ができるわけです。個人的な出来事がその人

にとって大きなものであればあるほど、その時点の先へと進むモーターがしっかり

してくるように思います。哲学が大学で教えられるようになって以来、生きること

に関わる哲学は蔑にされ、現在に至っています。この会では、その流れを変えるよ

うな方向性を目指しています。 

 

 

 

これが今日の流れになります。まず、この試みのタイトルの由来にもなったピエー

ル・アドー（Pierre Hadot, 1922-2010）という古代哲学を専門としていた現代フラン

スの哲学者との出遭いを簡単に振り返ってみたいと思います。前回の SHE でもお

話しましたが、哲学の中には分析哲学と大陸哲学という異なる考え方と手法を持つ

流れがあります。それとは別に、体系の確立を目指す理論的な哲学、頭だけの哲学

に対する生き方に関連した体を伴う哲学があるという感触を得たのがこの方との

出遭いでした。 

 

これから先を模索していた 2006 年末に滞在したパリのホテルの横にあったリブレ

リーで何気なく手に取ったアドーさんの本を読み進むという偶然がありました。そ

して、その本の中にこのような言葉が現れました。 

「古代人にとって、哲学とは体系の確立ではなく、生きる選択であり、変

化の必要性である。・・・ 私はいつも哲学を世界の捉え方の変容と考えて

きた」  
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それから、同様のことをベルグソン（Henri Bergson, 1859-1941）も言っているとし

て次の引用をしています。 

「哲学とは体系の確立ではなく、自分自身の内、自分を取り巻く世界を何

ものにも囚われることなく観ることを一度決意することである」 

当時は、哲学が何たるかのイメージさえ湧いていない時期で、体系を構築するのが

哲学だとぼんやりと考えていたわけです。それであればわたしにはあまり向いてい

ないと思っていました。しかし、哲学を理論的で抽象的な営みとして捉えるのでは

なく、世界の受け入れ方、受容（perception）の問題こそが哲学であるとする立場が

あることを知り、頭の中が晴れ渡ったことを思い出します。 

 

実はその 1年前からフランス語のブログを始めていましたが、そこにブログのすべ

てを読んだというフランスの哲学教師から長いコメントが届きました。そこには、

わたしのものの見方が現象学に近く、フッサール（Edmund Husserl, 1859-1938）や

ハイデッガー（Martin Heidegger, 1889-1976）を読むために生まれてきたというご宣

託が書かれてあり、驚いたわけです。この世界をどのように受容するのかという問

い自体を生きることが哲学だと言われているように感じ、その方向性であればそれ

ほど抵抗なく進むことができるのではないかと考える契機になる出来事でした。 

 

アドーさんは、哲学する上で重要なことの一つとして、自分の存在を宇宙の全体の

中に置き直すことを挙げています。この広い宇宙の中に一人で存在している自分と

いう位置付けができるのかどうか。そのようなところに自分を置いてものを観、考

えるという姿勢がアドーさんの考える哲学の基本にあることになります。この感覚

はロマン・ロラン（Roman Roland, 1866-1944）が 1927年にフロイト（Sigmund Freud, 

1856-1939）に送った手紙の中にある「大洋のような感情（sentiment océanique）」に

繋がるもので、宇宙と一体に在るという感情、あるいは自己を超えるものとの一体

感に近いものとも言えると思います。存在するものすべてを包み込む宇宙という世

界の全体にこの身を置くということは、日常のコンテクスト、個別の状況からの離

脱で、あらゆるものを超越したところからものを観るという立場になるのだと思い

ます。このような哲学観はわたしが意識することなくやってきた生き方とも近いも

ので、よく理解できるような気がします。 

 

もう一つ反応したアドーさんの言葉に  « Les exercises spirituels »（ spiritual 

excercises）があります。スペインのバスク地方出身でイエズス会創設者のイグナチ
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オ・デ・ロヨラ（Ignacio de Loyola, 1491-1556）による同名の著作がありますが、日

本語訳は「霊操」となっています。霊の体操、魂の運動という意味になるのだと思

います。霊という言葉は、ロヨラの場合には宗教的な意味で使われています。アド

ーさんの場合には宗教的な含みのない知性、想像、意志による活動で、それによっ

て世界の見方の変更を迫り、自らを変容させながら一つの作品として創り上げるた

めの運動というニュアンスがあります。わたしはこの言葉を単に「精神運動」と訳

していましたが、この運動は今日のテーマと密接に関係してきます。 

 

この言葉はすでに古典学者ルイ・ジェルネ（Louis Gernet, 1882-1962）、ジョルジュ・

フリードマン（Georges Friedmann, 1902-1977）、歴史学者ジャン・ピエール・ヴェル

ナン（Jean-Pierre Vernant, 1914-2007）が使っているようです。同様の営みは古代か

らあったわけですが、アドー的な意味でこの言葉を甦らせたのは 16 世紀のモンテ

ーニュ（Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592）だと言われています。アドーさん

がよく使うゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）の「今に生きる」、ル・

モンドの創業者ユベール・ブーヴ・メリー（Hubert Beuve-Méry, 1902-1989）氏の「シ

リウスの高みから観る」（le point de vue de Sirius）という言葉で表現される哲学にお

いて重要になる運動です。それから、ミシェル・フーコー（Michel Foucault, 

1926-1984）が「存在の美学」（l’ésthetique de l’existence）、「自己への配慮」（le souci 

de soi）と呼んだものとも関連してきます。「存在の美学」とは「自らを芸術作品と

する」という言葉で表現されるもので、「自己への配慮」とは知識に関するもので

はなく、生きることに対する配慮で、本日のテーマであるディオゲネスの生き方に

も絡む概念になります。 

 

これらの背景から哲学を見る時に浮かび上がる二つの流れを理論（theoria）と実践

（praxis）、あるいは体系の構築を目指す哲学と生き方に直接絡む哲学として見るこ

とができると思います。PAWLでは後者の哲学の中を歩むわけですが、この系統に

属する人として、先ほど挙げたモンテーニュ、ゲーテ、ショーペンハウアー（Arthur 

Schopenhauer, 1788-1860）、キェルケゴール（Søren Kierkegaard, 1813-1855）、ニーチ

ェ（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900）、ベルグソン、カミュ（Albert Camus, 

1913-1960）、フーコーなどがいます。それに対する理論・体系派には、デカルト（René 

Descartes, 1596-1650）、カント（Immanuel Kant, 1724-1804）、ヘーゲル（Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, 1770-1831）などの他、多くの専門領域に留まる哲学者もこちらに属

すると思われます。現代においては理論・体系派の哲学が主流を占めており、生き
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方としての哲学は蔑視されているように見えます。ただ、こちらが本来の哲学で、

それを失えば哲学ではなくなるという見方もできるわけで、PAWLの主眼もそこに

あります。 

 

この二つの流れをフランス語の表現で考えるとすれば、« s’informer »と« se former » 

という二つの再帰動詞が浮かんできます。英語ではあまり使われない再帰動詞です

が、フランス語ではよく出てきます。「se（自分）」を前に控える形で、その運動を

自分に向けるという意味に使われたり、受け身として用いられたりします。

« s’informer » は自分に情報を齎す運動であり、« se former »は形作る行為を自分に

及ぼすことを意味します。前者が頭だけの運動であるとすれば、後者は自らの全体

に及ぶ運動とも言えるでしょう。生き方としての哲学は自らの体に働きかけ、変化

を齎すことを目指していますので、もちろん « s’informer » も必要ですが、« se 

former » の運動が求められます。« se former » の流れの代表格でもあるニーチェは、

いみじくもこう言っています。 

「わたしは、模範を示すことができる限りにおいて彼を哲学者と見做す」 

生き方に関わるモデルを自分で示すことができなければ、哲学者とは言えないとい

うことです。自らの哲学を生み出すだけではなく、その哲学を生きるところまで行

かなければニーチェのお眼鏡に叶う哲学者になることはできないのだと思います。 

 

 

 

ここで、現在考えている PAWLという場のイメージについて触れてみたいと思いま

す。先ほどお話した 2006 年末に読んだアドーさんの本のタイトルは、Philosophie 

comme manière de vivre（Albin Michel, 2001）『生き方としての哲学』でした。今回生
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き方に関わる哲学カフェを立ち上げるに当たり、この本のタイトルの英訳である

Philosophy As a Way of Lifeの頭文字 PAWLを使うことにしました。PAWLという言

葉には一つの意味があります。上図に示したように、動作を一方向に制御するため

のラチェットと組み合わせて使われる逆回りを防ぐためのツメを指しています。広

く考えると、PAWLが「歯止め」の役割、今進行していることに対するネガティブ・

フィードバック、異議申し立ての機能を担っており、それは哲学の役割とも重なる

ように見えます。これらのことを考慮に入れてカフェフィロ PAWLを定義するとす

れば、「生き方としての哲学の歴史を振り返り、その哲学を考え、語り、使い、そ

して自らを創り変えるための場」と言えると思います。 

 

ここから本題に入りたいと思います。初回は古代ギリシャの哲学者ディオゲネス

（412-403 BC-323 BC；英語では Diogenes <ダイオジェニーズ>、フランス語では

Diogène <ディオジェン>）を取り上げます。彼は現在紛争の地として話題になって

いる黒海のトルコ側沿岸にあるシノぺで生まれました。生年は明らかではありませ

んが、80～90歳という当時としては長命だったようです。亡くなった日は、後で触

れます因縁の出会いがあったアレクサンダー大王（アレクサンドロス 3 世、356 

BC?-323 BC）と同じ 6月 10日であるとされています。この時代の哲学者の実像を

伝える資料が少ないことがよくありますが、ディオゲネスも例外ではありません。

彼は 10巻とも 20巻とも言われる著作を物したとされていますが、ほとんど残って

いないようです。そこで、芸術家が描いた彼のイメージを眺めながらその生き様を

想像してみたいと思います。 

 

まず、ラファエロ（Raffaello, 1483-1520）が描いた『アテナイの学堂』（Scuola di Atene, 

1509）です。中央にプラトン（Plato, 427 BC-347 BC）とアリストテレス（Aristotle, 384 

BC-322 BC）を配し、周りに多くの哲学者が描かれています。この中にディオゲネ

スが描かれているとされていますが、どの人物でしょうか。階段の上にだらしなく

しゃがみ込み、我関せずで何かを見ている人物がディオゲネスであるとされていま

す。周囲との調和などは端から頭になく、かなり行儀が悪い様子が見てとれます。 
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次の作品は、19世紀イギリスの画家ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス（John 

William Waterhouse, 1849-1917）が 1882年に描いたディオゲネスです。樽の中で生

活している男の傍らにはランプがあります。後ほど出てきますが、彼が日中からラ

ンプを翳して「徳のある本物の人間」を探していたというエピソードを想起させま

す。 
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次の作品も同様のモチーフを扱ったもので、19世紀フランスのジャン・レオン・ジ

ェローム（Jean-Léon Gérôme, 1824-1904）が描いたものです。こちらもディオゲネ

スは樽の中で生活し、トレードマークであるランプの手入れをしているようです。

樽には杖が立てかけられ、犬が彼を取り囲んでいます。ディオゲネスの哲学は犬儒

（キュニコス）派に属し、犬のように生活していたことを示す絵になります。さら

に注意深く見ると、背景には広場や市場が描かれており、町の中心からは距離を取

って生活していることがわかります。「辺縁」にいるということも彼の哲学の重要

な要素で、ジェロームはそのことを象徴的に描いたのだと思います。 
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こちらはフランスの自然主義派、社会派の画家ジュール・バスティアン・ルパージ

ュ（Jules Bastien-Lepage, 1848-1884）の描くディオジェンです。自然で犬のような

生き方を理想とした彼らしく、何も羽織らず自らのすべてを曝け出し、ランプを傍

らに置いた生々しい姿として描かれています。 

 

 

 

次の作品は、18-19 世紀ドイツの画家ティッシュバイン（Johann Heinrich Wilhelm 

Tischbein, 1751–1829）が描いた Diogenes sucht einen Menschen（1780s）「ディオゲネ

スが人間を探す」です。ランプと杖を手に「徳のある、実直な、真の人間」を探し

て街中を歩いているディオゲネスが描かれています。 

 

 

下の図も Diogène cherchant l'homme（1781）「人間を探すディオジェン」と題された
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レリーフで、18 世紀フランスの彫刻家オーガスタン・パジュー（Augustin Pajou, 

1730-1809）の作品です。ここでもランプ片手に真の人間を探す姿としてディオゲネ

スが描かれています。 

 

 

 

これまで見てきた作品から想像できると思いますが、人間の生活としてはかなり異

様で、普通の人が持つ規範を逸脱しているように見えます。ここで彼の哲学や生き

様について見て行きたいと思います。ディオゲネス自身の言葉が残されていないた

め、第三者の言葉に頼らざるを得ません。その中でもよく参考にされるのがディオ

ゲネス・ラエルティオス（Diogenes Laërtius）という紀元 3世紀の歴史家の著作で、

日本語では『ギリシア哲学者列伝』として岩波文庫から出ているものです。ここで

は、仏訳バージョンの Vies, doctrines et sentences des philosophes illustresなどを参考

にしながら考えることにします。 

 

彼の父親はシノぺで銀行や造幣局のようなお金に関わるところに勤めていました

が、贋金を造った、あるいは貨幣の表面を潰したとして土地を追われます。ディオ

ゲネス自身も絡んでいたという説もあります。いずれにせよ、忌まれた土地を離れ

てアテネに向かいます。そこでソクラテス（Socrates, 470/469 BC-399 BC）が「汝自

身を知れ」というご宣託を貰ったと言われるデルフォイにディオゲネスも行き、ご

宣託を貰います。しかし、それが「貨幣の表面を潰せ」というものだったため、な

ぜ貨幣の偽造ですべてを失ったのにまた同じことをせよと言うのかと思いを巡ら

せます。そして、ディオゲネスはこの言葉を社会の通貨の価値を変えよ、出回って
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いる規範を変えよ、という意味に理解します。これがその後の彼の哲学や生き様を

決めることになったように見えます。 

 

ディオゲネス・ラエルティオスは、われわれのディオゲネスについて次のような特

徴を挙げています。「貧しく、汚く、粗野で、行儀が悪く、下品である。恥知らず

で、不遜で、挑戦的で（anaideia）、すべての権威、社会的な名誉や風潮に抗すると

ころがある。食事、セックス、居住などは公共の場で行う。犬のように生きる。近

親相姦、人肉嗜食などを含めて社会的タブーを認めない。結婚、家族を拒否する」

などです。このようなディオゲネスのことをプラトンは「狂ったソクラテス」と形

容したと言われています。 

 

ディオゲネスの哲学は、犬儒派あるいはキュニコス派と呼ばれています。一つの理

由として考えられているのは、この学派の始祖であるアンティステネス（Antisthenes, 

444 BC-365 BC）がアテネにあるキュノサルゲス（Cynosarges）というギュムナシオ

ン（体育館）で講義をしていたので、その名前を採ったというものです。ディオゲ

ネスはアンティステネスを師と仰いでいます。それから、彼らが犬のような生活を

理想としたところから、古代ギリシャ語の犬を意味する「キュオン」（kyôn, kuôn）

が使われたのではないかとも言われています。 

 

犬儒派に代表される古代におけるシニスム（cynisme）は、現代のわれわれが使うも

のとは異なる意味合いを持っています。現代におけるシニスムは、人間性への希望

や信頼の欠如、あるいは他者の行動や意図に対する不信によって特徴付けられるも

のです。どこか斜に構えて世の中を観る態度とも繋がっているように見えます。こ

れに対して、キュニコス派には次のような特徴があります。「マージナルな存在と

して都市の辺縁で暮らす。時代を支配する価値をひっくり返すような徹底した反権

力、反体制順応派（アンチ・コンフォーミスト）の立場を採る。そのための代わり

になるもう一つの過激なやり方を模索する。コンフォーミストを脱するには、失う

ものがない状態、自由が必須になる。自由によってのみ得ることのできる徳や知を

求める。自然との調和に配慮した生き方、簡素な生き方を目指す」などです。 

 

これらの生き方からテーマを引き出すとすれば、第一に、自己充足（autarcie）、節

約が挙げられます。これは頭で考えるだけではなく、体を伴う実践を要求します。

その根には、贅沢品、富、名誉などのこの世の拘りを捨てる簡素な生活を理想とす
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る考え方があります。第二に、「徳に至る最短の道」を目指します。具体的には、

歴史的な逸話や短い言葉を基に考え、日常の実践を通して徳を目指す哲学でした。

これは一見すると伝統的な哲学に反するように見えます。事実、ディオゲネス・ラ

エルティオスの記録の中には、アポロドロス（Apollodoros）という哲学者からの批

判が書かれています。それは、犬儒派が哲学のすべてを道徳に還元し、道徳の基盤

を省みることなく実践に移行したとするものです。ストア派もこの点を批判し、「徳

に至る長い道」を唱えます。こちらは実践ではなく、忍耐強く長い時間をかけて瞑

想や理論を通して徳の基盤を求める哲学でした。しかし、犬儒派の道は確かに短い

ものですが、決して易しい道ではありません。なぜならば言葉と行動の一致を求め

るからで、多大な忍耐を要するものになります。第三は、「自然」と「普遍性」を

挙げることができます。人工的なもの、文化的なものを誤りとして非難し、公と私

の違いを明確にし、公の人工性、不自然さ、欺瞞を衝きます。自由であるためには

自然を観察し、自然に生きることを提唱します。社会の規範の圧力から離れる生き

方を理想とし、そのモデルを動物界に求めました。真に共通の場たり得るのは、普

遍的な都市であり、自然であるとします。そして第四には、彼らが初めて創り出し

たとされる「コスモポリタニズム」という概念があります。所属する土地（国）を

持たず、世界市民、宇宙市民として社会的な徳を超えた普遍的な徳の下に生きる道

を模索するものです。 

 

これらのテーマに加え、大きな現代的意味を持つものとして「自由な表現

（parrhesia）」を取り上げたいと思います。この点について、ミシェル・フーコー

はコレージュ・ド・フランスの講義録 Le courage de la vérité, 1983-1984 

（Gallimard-Seuil, 2009）（『真理の勇気』、筑摩書房、2012）や Fearless Speech 

（Semiotext(e)、2001）1などで詳細に論じています。自由な表現とは、「率直に語る。

真実を語る。発言と行動の一致を求める。真実を語ることにより、その人間に危険

が及ぶことがある。社会的な立場を離れて語る」ことを指します。フーコーは、そ

の例として紀元前 336年のディオゲネスとアレクサンダー大王との出遭いを挙げて

論じています。この時、アレクサンダー大王は弱冠 20 歳、ディオゲネスはすでに

老境に入っていました。ここで一体何が起こったのでしょうか。日課であった日光

浴をしていたディオゲネスのところにやってきた大王はこう訊きます。「望みがあ

れば言ってみなさい」。それに対してディオゲネスはこう答えたとされています。

「（あなたは太陽を遮っているので）わたしの太陽から退いて下さい！」 

                                                   
1 http://monoskop.org/images/b/ba/Foucault_Michel_Fearless_Speech.pdf 

http://monoskop.org/images/b/ba/Foucault_Michel_Fearless_Speech.pdf
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ディオゲネスの語りは率直な語りではありますが、自らを危険に晒すものでもあり

ました。しかし、この会話の後アレクサンダー大王は「もしわたしがアレクサンド

ロスでなければ、ディオゲネスだっただろう」と語ったとされています。もしアレ

クサンダー大王でなければ、ディオゲネスの命があったかどうか疑わしいエピソー

ドです。このエピソードを描いた作品を少なくありませんが、18世紀に描かれた作

品を二つ紹介したいと思います。 

 

 

 

 

 

少し横道に逸れますが、この場面に関連して個人的なエピソードを紹介したいと思

います。実は 2007 年の退職時に記念誌を出しました。その表紙として、その前年
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の 12 月末にルーブル博物館で撮った写真を間違って加工したものを使いました。

何かを訴えているように感じたからですが、それが何を表現した作品なのかは知ら

ずにいたのです。そして、昨年 12月 11日、初回 PAWLのテーマをディオゲネスに

した後、そのイメージをネットで探していました。その時どこかで見たようなレリ

ーフ像の写真が現れたので、ひょっとしてと思い 6年前の小冊子を出してみて驚き

ました。その写真は La rencontre d’Alexandre et de Diogène de Sinope『アレクサンダ

ーとシノぺのディオジェンとの出会い』と題する 17 世紀フランスの彫刻家ピエー

ル・ピュジェ（Pierre Puget, 1620-1694）の作品だったのです。下の二つの写真が、

それぞれオリジナルの作品と記念誌の表紙として使ったバージョンになります。 
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今見直すと、なぜ元の写真を使わなかったのか分かりませんが、当時の感受性には

こちらの方が訴える力があったのだと思います。いずれにせよ、自らの研究生活を

纏め、これからを展望する小冊子の表紙にディオゲネスを選んでいたことに驚くと

同時に、不思議な感慨を覚えることとなりました。 

 

話を戻します。フーコーはディオゲネスの中に自らを解析の対象外に置いた知識を

求める哲学とは対極にあるものを見ていましたが、その中に二つの重要な要素があ

ると考えていました。一つは自らを芸術の対象とする「存在の美学」（l’ésthetique de 

l’existence）で、「自分自身として在る」、「自らを彫刻し続ける」、「自らを芸術作品

とする」ことです。もう一つは、「自己への配慮」（le souci de soi）と言われるもの

で、「生きること（bios）に関すること」、「生の証明」、「生そのものへの配慮」を意

味しています。この配慮なしには「存在の美学」が成立しえない実践に関わるもの

で、「存在の実践」（la pratique de l’existence）と言い替えることができるものです。 

 

これらのことを踏まえてディオゲネス的な生き方を纏めると、次のような特徴が見

えてきます。「自由を最高の価値とする生」、「独立、自律、自己充足の自然と調和

した生」、「物質的なもの、不要なものを拒否する生」、「恥を知らない生」、「恐れを

知らない語りを伴う生」、「近親、愛情の束縛を受けない生」、「タブー、罰を怖れな

い生」などです。2,000 年以上前に生きたディオゲネスという異質な哲学者の中に

は、現代においても重要な示唆を投げ掛ける生き方が含まれているように思います。

彼の哲学と生き様を自らに引き付けて考え直す機会になるとすれば嬉しく思いま

す。それではディスカッションをお願いいたします。 

 

（2014年 6月 10日） 

 

 

 

 

 

 


