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カフェフィロ PAWL (Philosophy as a way of life) 

第 2回 2014 年 11月 21日（金） 

「エピクロス：その物理学、哲学、生き方」 

 

パリ大学ディドロ＋サイファイ研究所 

矢 倉 英 隆 

 

本日は年末のお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 

最初に、どのような経緯で参加に至ったのかについて簡単に自己紹介していた

だいてから始めたいと思います。 

 

本題のエピクロスに入る前に、この会とサイファイ・カフェ SHE の基本的な姿

勢について簡単にお話したいと思います。わたしは 50代半ばからフランス語を

始めましたが、その進捗状況を診るために文科省が後援しているフランス語検

定試験（仏検）を受けることにしました。最初は仏検だけだったので気付かな

かったのですが、途中からフランスの国民教育省が認定する DELF、DALFとい

う試験を受けてみて、両者の大きな違いに驚くことになりました。それは、日

本政府が日本人に求めるフランス語の運用能力とフランス政府が外国人に求め

るフランス語の運用能力との違いを端的に示しているだけではなく、「思考」と

はどういうものかを理解する上でも大きなヒントを与えてくれるものでした。

両者の違いを理解することがサイファイ研究所の主催する PAWLと SHEの営み

の特徴を理解することに繋がりますので、ここで敢えて紹介したいと思います。 
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スライド上の左右に仏検と DALF を受けた時の印象を示し、下のパネルはそれ

ぞれをイメージで置き換えたものになります。ご覧のように、仏検は、一言で

言えばフランス語の知識を診る試験で、回答に至る道が単線的で、答えが一つ

という静的な印象がありました。記憶に頼るものが多く、そこには思考の必要

はなく、自由を感じることはありません。一方の DALF は、フランス語を使っ

た思考を診るもので、それぞれの事実の関連付けが求められ、多様な解が可能

な自由な思考の世界が広がっていました。下のパネルで示したように、仏検は

一つの平面に事実がバラバラに散らばっているというイメージだったのに対し、

DALFでは事実の間にある関係を探り、そこから思考の力で新たな塊を作り上げ

るという動的なものでした。仏検は小手先の作業のように感じましたが、DALF

では頭全体を使うダイナミックなもので、それまでそのように使われていなか

ったわたしの脳が悦んだことを思い出します。パリ大学の試験で出された問い

も基本的には DALFと変わりませんでした。 

 

この経験から、二つの頭の使い方があることをはっきりと意識できるようにな

りました。仏検の世界は「知識で終わる世界」であり、DALF の世界は「知識か

ら始まる世界」と言い替えることができると思います。この視点から日常的に

触れる世界を眺めてみますと、ほとんどが前者に属し、後者の思考はほとんど

見られないことが分かります。何か新しい世界を構築するためには、どうして

も「知識で終わる世界」から「知識から始まる世界」への大転換が求められて

いると考えるようになりました。サイファイ研のモットーを「 “知識で終わる世

界”から “知識から始まる世界”へ」とした理由もそこにあります。 
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この問題を別の視点から見てみたいと思います。ジェラルド・エーデルマン

（Gerald M. Edelman, 1929-2014）という今年 5月に亡くなった神経生物学者がい

ます。元々は免疫学者で、抗体の構造の骨格を明らかにし、1969年には Euと名

付けられたイムノグロブリンのアミノ酸配列を初めて決定しました。この功績

により、1972 年にはノーベル賞を受賞しています。その後、神経科学の領域に

転向し、意識の問題を研究した方です。 

 

彼の研究によりますと、意識には二つのレベルがあり、世界に存在するものを

感じ取る一次の意識と意識していることを意識する二次の意識があるとしてい

ます。一次の意識は、外界に反応するだけですが、二次の意識では反応してい

ることについて振り返る作業が入ります。一次の意識が現在の虜になっている

のに対して、二次の高次の意識では過去や未来が入り込み、囚われの身からの

解放感が伴うものとも言えるでしょう。上の言い方を当て嵌めるとすれば、「事

実で終わる世界」は一次の意識に留まるもので、「事実から始まる世界」は高次

の意識に対応すると言えるかもしれません。この会においては、わたしが事実

を提示して、その事実について皆さんが考えを巡らせて新しい高次の意識に導

いて行くというイメージを描いております。そのようにご理解いただき、積極

的に議論していただければ幸いです。 

 

今回のタイトルを「エピクロス（Epicurus, 341 BC-270 BC）：物理学、哲学、そ

の生き方」としました。ここで物理学としたものは現代の物理学ではなく、ギ

リシャ語で言う phusis、つまり自然についての学問で、日本語では自然学と訳さ

れていますが、今回は注意を引く意味でこのようなタイトルにしました。 

 

そのエピクロスですが、次のような言葉を残しています。 

 

「われわれは、同時に、笑ったり、哲学を研究したり、家事をとったり、

その他さまざまの営みをしなければならない。そして、正しい哲学の教

えを伝えることを決してやめてはならない」（バチカン断片 41） 

 

日常において哲学をしなければならないだけではなく、哲学の教えを伝えるこ
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とも哲学の役目であると言っています。この会でもエピクロスの教えを守り、

わたしが正しいと考える哲学を皆様の批判に晒しながら伝えるという営みを続

けていきたいと考えています。 

 

   

 

初回の PAWLで取り上げたディオゲネス（Diogenes, 412/403 BC-323 BC）同様、

エピクロスも生没同日のラファエロ（Raffaello Santi, 1483.4.6-1520.4.6）による「ア

テナイの学堂」（Scuola di Atene, 1509-1510）に描かれていると言われています。 

白丸で囲まれた人物ですが、拡大したものを右に示しました。 

 

 

 

ディオゲネス（Diogenes, 412-403 BC-323 BC）もそうでしたが、エピクロスも同

時代の記録がほとんど残っておりません。最もよく引かれるのが紀元三世紀の
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ディオゲネス・ラエルティオスによる『ギリシア哲学者列伝 （上・中・下）』（岩

波書店、1984、1989、1994）になります。 

 

 

 

最初にエピクロスの人生を簡単に振り返ってみたいと思います。スライドに示

したように、彼は古代ギリシャの哲学者で、紀元前 341 年にサモス島に生まれ

ています。時代状況を掴む意味で、その時代の哲学者の没年を示してあります。

ソクラテス（Socrates, c. 469 BC-399 BC）は彼が生まれる半世紀前の紀元前 399

年に亡くなっています。プラトン（Plato, 428/427 BC-348/347 BC）は彼が生まれ

る 6年程前に、またアリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）はエピクロスが

21 歳の時、ディオゲネスもその 1 年前に亡くなっています。若い時にはソクラ

テス、プラトン、アリストテレスの哲学を感じながら生活していたことを想像

させます。次のスライドで紹介しますように、彼は若き日にエーゲ海周辺を動

き回っていますが、35歳の時にアテネに落ち着き、友情を最大の価値とする「楽

園」を建設。そこで 72 歳で亡くなるまでの間、仲間と過ごすことになりました。

彼は修業時代にデモクリトスの教えに触れることはありましたが、独学を誇り

とし、当時の主流だったと想像されるソクラテス、プラトン、アリストテレス

の哲学から霊感を受けることはなかったとしています。後に、カール・マルク

ス（Karl Marx, 1818-1883）がエピクロスをテーマとして博士論文（1841）を書

いたことは有名なエピソードです。 

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/dr-theses/
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エピクロスの人生行路 

 

ここで、エピクロスの人生行路を少しだけ詳しく見たいと思います。彼は 18 歳

の時、サモス島からアテネに移動し、20 歳まで滞在します。アテネでの兵役に

服するためと言われています。そこでは特に大きな精神的発展は見られなかっ

たようですが、劇作家のメナンドロス（Menander, 342 BC-292/291 BC）などと知

り合いになっています。兵役を終えた後、対岸のコロポン（Colophon）に滞在

し、デモクリトス（Democritus, c. 460 BC-c. 370 BC）の哲学を語るテオスのナウ

シファネス（Nausiphanes）の話を聴いたと言われています。30 歳の時、ミティ

リーニ（Mytilene）、その 1年後にはランプサコス（Lampsacus）に移り、学校を

建てます。そして、35歳でアテネに戻り、有名な「楽園」で人生後半の 35年余

りをそこで暮らしました。 

 

エピクロスの哲学は生存中から誹謗中傷の対象になり、長い間排斥されてきま

した。フランスの数学者、天文学者にして哲学者のピエール・ガッサンディ（Pierre 

Gassendi, 1592-1655）は、エピクロスを「古代で最も誹謗中傷された哲学者」と

して、その復権を仕事としました。その後、エピクロスの哲学は見直されるこ

とになり、現代においてもその重要性を指摘する人は少なくありません。ニー

チェ（Friedrich Nietzsche, 1844-1900）は、エピクロスについて次のような言葉を

残しています。 
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「豊穣の哲学者： 小さな園、イチジク、チーズ、そして数人の良き友。

それこそがエピクロスの豊穣であった」 

 

「ある人たちはこのように生きたのである。彼らは休むことなく常に彼

らの内と外の世界における生を感じていた。この男はその中の一人で、

最も偉大な人間の一人であった。英雄的であると同時に牧歌的な哲学の

やり方を発明した男、それがエピクロスであった」 

 

エピクロスが自身の内的世界と外的世界に在ることを人生の瞬間瞬間において

十全に感じ、そのことに悦びを見出していたことを的確に捉えた言葉だと思い

ます。外的世界を十全に生きるということは、それがいずれ内的世界に変換さ

れ、内的世界をも充ちたものにすることに繋がります。この関係をエピクロス

は感じていたことを想像させる言葉でもあります。 

 

 

 

膨大な作品を記したとされるエピクロスですが、上のスライドに示したように

残された作品は僅かで、その全貌を目にすることはそれほど難しいことではあ

りません。岩波文庫の『エピクロス ―教説と手紙―』（1959）でも読むことが

できます。例えば、『ヘロドトス宛ての手紙』では、この世界の成り立ち、自然

についての見方（自然学）が語られ、『ピュトクレス宛ての手紙』は特に気象現

象を扱っています。そして、『メイノケウス宛ての手紙』では幸福な人生とは如

何なるものかについての哲学が語られており、これが多くの誤解と誹謗中傷を

呼ぶ原因になっている部分でもあります。この他、彼の思想の断片 40が集めら
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れた『主要教説』と 1883 年にバチカンで発見された 81 の『バチカン断片』が

あります。まず、彼の倫理学について見てみたいと思います。 

 

 

 

このスライドは、エピクロスが人間の欲望を分析した結果を要約したものです。

彼は欲望を否定せず、幸福な人生には快楽の追及が必須であると主張しました。

人間の欲望を自然なものと無益なものに分け、自然な欲望をさらに必須なもの

と不必要なものに分けています。無益な欲望には富、栄光、名誉、不死などが

あり、自然な欲望には性的享楽のような不必要なものとは別に、幸福を得るた

め、苦痛を除くため、そして生きるために必須なものがあるとしました。その

上で、彼が主張した快楽の追求とは自然で必須の欲望に従うことでした。エピ

クロスの究極の目的は幸福であり、そのために求めた快楽の実体は、精神的な

悩みがない状態、心が深い平静にある状態（ataraxia）であり、身体的苦痛が全

くない状態（aponia）を指していました。つまり、プラス方向の過度の快楽を求

めるのではなく、マイナスの不快がない状態、別の表現をすれば、凪の状態を

快楽としたわけです。過度の快楽は一時の幸福を齎すかもしれませんが、長続

きせず、それが終わった後には苦痛が訪れる可能性が高いからです。 

 

エピクロスは『メイノケウス宛ての手紙』の中で、次のように言っています。 

 

「パンと水は最上の快楽を与える」 

 

「快楽を生み出すものは、終わりなき饗宴でもなければ、少年や女性と
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の戯れでもなく、すべての選択と拒否の原因を探求する冷静な思考であ

る」 

 

どのような行いが苦痛のない状態に導くのかということを冷静に分析して

取捨選択しなければならないと言っているようです。状況によってはパンと

水だけでも幸せな気分を味わえることを経験することは可能のように思い

ます。 

 

「したがって快楽が目的であるとわれわれが言う時、無知ゆえにわれわ

れの考えに同意しなかったり、誤解したりする一部の者が考えているよ

うに、道楽者の快楽のことを言いたいわけでも、性的享楽の中にある快

楽のことを言いたいわけでもなく、身体の痛みと精神の乱れのない状態

のことを言いたいのである」 

 

これらの言葉は、エピクロスの存命中からいろいろな理由により彼の考えが誤

解されていたことを窺わせるものであると同時に、彼が唱える幸福に導く快楽

の本質が ataraxia と aponia にあることを明確に示しています。彼はまた、それ

が人を幸福に導く基本要素ではないと考えていましたが、贅沢を否定はしませ

んでした。贅沢には悦びを与える力があると考えていたからだと思います。身

近な例を採ると、飛行機のエコノミー・クラスからビジネスへの変更がありま

す。それは贅沢になり、一時的な悦びを与える可能性はありますが、エコノミ

ーのままだったとしても幸福の条件が失われることにはならないと想像されま

す。彼の言う贅沢は、この状況に似ているかもしれません。 

 

その昔、わたしのことをエピキュリアンだと言ったフランスの友人から教えて

もらった言葉に、「カルペ・ディエム」（carpe diem）があります。古代ローマの

詩人ホラティウス（Horatius / Horace, 65 BC-8 BC）の詩から採られたもので、原

意は「その日を摘み取れ」ということです。明日のことを心配せず、その日を

充分に味わいなさい、楽しみなさいという意味になります1。おそらくその友人

                                                   
1 懇親会で出た話ですが、映画『いまを生きる』（Dead Poets Society, 1989）の中で、今年 8

月に亡くなった主演のロビン・ウイリアムズ（Robin Williams, 1951-2014）がこの言葉の意

味（“Seize the day”）を生徒に教えるシーンが印象的だったようです。そのシーンは Youtube 

でも観ることができます（https://www.youtube.com/watch?v=veYR3ZC9wMQ）。 

https://www.youtube.com/watch?v=veYR3ZC9wMQ
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は、死の時を考えることなく「いま」から最大限の悦びを引き出せと言ったエ

ピクロス主義者のこの言葉がわたしに贈るには相応しいと思ったのかもしれま

せん。 

 

 

 

ここで、エピクロスの宇宙観、自然観を見たいと思います。このスライドに簡

単な纏めを示してあります。先に指摘したように、彼の自然学はデモクリトス

の原子論の影響を受けていると言われています。この世界に存在するすべては、

空虚とその中を動く原子（atom←atomos：分割不能の意）から構成されると考え

ています。原子の運動は盲目的なもので、そこに神の手の関与は見ておらず、

目的や意味のようなものも認めておりません。エピクロス自身は超越的な存在

（神）は認めていたようですが、この世界の出来事に神は関与しないと考えて

いました。その意味では、神がこの世界の出来事に直接関与すると考える有神

論（theism）ではなく、理神論（deism）の立場を採っていたと言えるかもしれ

ません。 

 

それから、デモクリトスが唱えたように原子は常に一方向に動くとするのでは

なく、時にその動きに「偏り」が生じ、原子間の衝突や塊の形成が起こること

が現実世界を構成するものの創出に繋がるとしました。エピクロスの哲学を広

めたローマの詩人で哲学者のルクレティウス（Lucretius, c. 99 BC-55 BC）は、原

子の動きの「偏り」を clinamen と呼びました。そこに完全な決定論からの逸脱

を見ることができます。この原理は物質世界だけではなく精神世界にも適用で

きる、とエピクロスは考えていました。 
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ここで、エピクロスが提唱する人間が幸福に至る 4つの処方箋（tetrapharmakos）

について見たいと思います。その第一は、神は現実世界に手を出さないので恐

れるに足らないとするものです。第二は、死は永遠の眠りのようなもので、そ

の時には感覚はない。感覚のないものはわれわれにとって何ものでもないので、

心配の種にはなり得ないとしました。第三は、良きものは容易に手に入れるこ

とができるというものです。われわれに幸福を齎す最小限のものは弄さずに手

に入れることができるので、それ以上求めずそこで止まることを勧めています。

同様に、第四は、酷いもの（苦痛）は一時的なものなので容易に耐えられると

しました。「やまない雨はない」ということでしょうか。これらの処方箋は、神

がすべてを決めていると考えられていた時代に精神的な苦痛の元にあった神や

死の問題を理性的に感情分析することにより解決したとも言えます。このよう

なことを唱えるのは、時代背景を考えると大変勇気のいることだったのではな

いかと思われます。 

 

最後に、エピクロスの社会と政治に対する見方を紹介したいと思います。当時

の主流であった哲学は、人間を政治的動物と見做し、ポリスへの貢献、政治へ

の参加を求めました。エピクロスは政治への参加だけではなく、家族を持つこ

とも勧めませんでした。正義が存在することを否定していたようです。しかし

ながら、非政治的だったわけではなく、快楽の追及のためには友情を基にした

コミュニティの構築が必要であるとしました。つまり、伝統的な政治に参加す

るのではなく、そこから距離を採りながら友人との共同生活の中に快を求めた

ことになります。彼は哲学を普通の生活の中に持ち込まなければならないと考

えていましたが、それは単なる知的愉しみのためでも社会での競争に有利にな

る手段としてでもなく、仲間との関係を良いものにするためであるとしていた

ようです。 

 

『メノイケウス宛ての手紙』には、次の有名な言葉が残されています。 

 

「若いからと言って哲学することを後回しにしたり、年老いているから

と言って哲学することに飽く者が一人もいないことを願う。なぜなら、

誰であれ精神の健康を守るのに早すぎたり遅すぎたりすることはない
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からだ。そして、哲学する時はまだ訪れていないと言ったり、その時は

過ぎ去ったと言う者は、幸福についてその時がまだ来ないとか、最早こ

こにはないと言う者に似ている」 

 

哲学するのは、今！であるとして、この世に在るすべての人に哲学への招待状

を送っているようです。当時の哲学者が「魂の医者」としての役割を強く意識

していたことを想像させる言葉だと思います。 

 

 

 

それでは、ディスカッションをお願いいたします。 

 

（2014年 12月 13日） 

 


