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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第第 2222 回回  デデンン・・ハハーーググででエエッッシシャャーーをを発発見見、、そそししててススピピノノザザのの世世界界をを想想うう  

  

矢矢倉倉英英隆隆  

 

「まさしく、すべての美しいものは稀であると同時に難しいのです」 

――スピノザ 

 

昨年 5月末から 6月初めにかけて、オランダ国内の小旅行をした。最初のオランダ

訪問はアムステルダムを訪れた 40 年前になるが、第二次大戦の影響があるのではな

いかというわたしの先入観のためか、どこかぎこちない印象しか残っていなかった。

二度目になるこの旅では、デルフトを拠点としてライデン、ラインスブルフ

（Rijnsburg）、ロッテルダム、デン・ハーグ（den Haag）、フォールブルフ（Voorburg）

を訪れた。どの町に行っても流暢な英語の中に表れている親切を感じ取ることができ、

古い記憶に残っていたオランダが生まれ変わるような旅となった。今回は、ラインス

ブルフとエラスムス大学ファン・ブンゲ（Wiep van Bunge, 1960-）教授からの繋がり

になる 17世紀オランダの哲学者スピノザ（Baruch Spinoza, 1632-1677）を巡る道行き

を中心に紹介したい。 

 

 

 エッシャー美術館正面 

（2012 年 6 月 2 日） 
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 旅の6日目。快晴の下、デン・ハーグに向かった。目標はフェルメール（Johannes 

Vermeer, 1632-1675）があるマウリッツハイス美術館（Mauritshuis）とスピノザの終の

棲家と二つの像であった。残念ながらマウリッツハイス美術館は改装中で閉まってお

り、その作品は近いうちに東京都美術館（2012年6月-9月）と神戸市立博物館（2012

年9月-2013年1月）に向かうことになっていた。仕方なく歩き回っている時、エッシ

ャー（Maurits Cornelis Escher, 1898-1972）美術館の標識が目に入った。10分ほど歩く

と現れた美術館の正面上には、パリに渡ってからのわたしの心象風景を表すかのよう

な「昼と夜」（1938）が掲げられていた。それは、この世界を理解しようとして昼夜

の境が消えるように気の赴くままに空を飛び回っているとでも表現される景色と重

なり、エッシャーが急に近い存在に感じられた。彼の作品には「昼と夜」のように現

実の相が自在に移行、変容するものが多い。人や建物などの過去、現在、未来がその

周りに広がって見えるものがある。そういう見方をわれわれも必要としていると訴え

ているのだろうか。多くの作品は計算し尽くされてはいるが、どこか詩情が漂ってい

る。作品によっては、変容がそのまま精神の解放を齎してくれるように感じられるも

のもある。解放を求めてどこまでも変容を続けているのが人間という存在であり、そ

の人間が生きている現実が実は不思議に満ち溢れていることを教えてくれる。もしマ

ウリッツハイス美術館が開いていたならば、エッシャーの世界に魅了される時間はな

かっただろう。エッシャー発見に導いてくれた分かれ道と幸運の神に感謝したい。 

 

 エッシャー美術館の後、デン・ハーグ市内にあるスピノザ・ハウス（Spinozahuis）

を目指した。1671 年から亡くなる 1677 年まで住んでいた終の棲家である。地図を持

たずに歩いていたため、迷いながらやっと辿り着いた。残念ながら入口の扉も窓のカ

ーテンもすべて閉まっており、ベルを押しても全く反応はなく、中を見ることは叶わ

なかった。しかし、近くの小さな広場で彼の銅像を観ることができた。深い緑の中に

静かに立つその像は想像していた以上に重厚で写実的。恰も今そこでスピノザが思索

の時を過ごしているように感じられた。こういう時にいつも感動するのは、想像力を

駆使してこれでなければならないというところまで極めた一つの形を創り上げる芸

術家の持つ力である。驚いたことに、いろいろな角度からその像を眺めているうちに、

それまでの疲れがどこかに飛んで行き、身が軽くなるように感じられた。 

 

まず、スピノザの人生を簡単に振り返ってみたい。彼は 1632 年 11 月 24 日、迫害

を逃れてポルトガルから自由の国オランダに移住してきたユダヤ人の両親の下、アム

ステルダムに生れた。1656 年 7 月 27 日、彼がまだ 23 歳の時、アムステルダムのシ
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ナゴーグにおいて、恐るべき異端行為を理由にユダヤ人社会からの追放を宣告される。

これはカトリック教徒が異端に課した火刑には及ばないが、社会的死を意味する重罪

であった。具体的には、何人も彼の 2メートル以内に近づいてはならず、彼と同じ屋

根の下に住んではならない。彼と如何なる関係も持ってはならず、彼の著作を読むこ

とも禁止された。キリスト教徒との間で仕事ができない時代にあって、この決定は単

なる象徴的な断罪ではなかった。しかも、期限を切って行われるのが通例だった刑は

無期とされた。彼が霊魂の不滅を否定したことが問題だったのか。神と自然が同一だ

と主張したことが原因なのか。それとも祈りや儀式を批判しただけではなく、宗教そ

のものを拒否したことなのか。記録が残されていないため、恐るべき異端行為の実態

はわからないままである。 

 

 

デン・ハーグのスピノザ・ハウス 

Paviljoensgracht 72-74, den Haag 

（2012 年 6 月 2 日） 

 

1661年にラインスブルフに落ち着いたスピノザは、顕微鏡や望遠鏡のためのレンズ

磨きをしながら主著『エチカ』を書き始める。彼のレンズ磨きの技術は優れていたよ

うで、クリスティアーン・ホイヘンス（Christiaan Huygens, 1629-1695）にも注目され

ていた。また、1660 年に設立されたばかりの王立協会（Royal Society）の初代事務局

長を務め、英語圏初となる科学雑誌 Philosophical Transactions of the Royal Society を

1665年に創刊したヘンリー・オルデンバーグ（Henry Oldenburg, 1618-1677）や王立協
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会フェローだったロバート・ボイル（Robert Boyle, 1627-1691）のような科学者とも交

流を持っていた。印章に ‘Caute’（警戒せよ）というラテン語を選んでいたスピノザ

は、1670 年に『神学政治論』を匿名で出版するが、4 年後に発禁処分になっている。

同年、『政治論』の執筆を始める。1671 年にデン・ハーグに移ってからも『エチカ』

の執筆を続け、1675 年に完成させる。そして、1677年 2月 21日、レンズ磨きが悪化

させたのであろう肺の病で 44 年の短い命を閉じた。亡くなった時には遺言はなく、

159冊の本と身の回りの品が残っただけだったという。彼の人生は、1673年に招聘の

あったハイデルベルグ大学哲学教授の職を断ったように、世俗の栄誉から離れた自由

な環境での思索と執筆に打ち込むことに使われた。『エチカ』、『政治論』などが出

版されたのは、彼が亡くなった年の暮のことであった。 

 

 

デン・ハーグのスピノザ像  

スピノザ・ハウスの近くにある 

（2012 年 6 月 2 日） 

 

スピノザは一体どのような世界観を持った人物だったのだろうか。ここではその一

端を覗いてみたい。彼と同時代人であったデカルト（René Descartes, 1596-1650）は、

人間を取り巻く世界を次のように考えていた。人間は精神・霊魂と物質・身体という

本質の異なる実体（substance）から構成され、空間の中に存在する物質・身体を延長
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実体（res extensa）、それとは重ならない精神・霊魂を思惟実体（res cogitans）と呼ん

だ。今で言う実体二元論（substance dualism）である。当時、発展し始めた科学が明

らかにする世界は聖書が教える世界とは必ずしも合致しないことがわかり、デカルト

も用心していた。キリスト教では霊魂の不滅を唱えているため、体と心を分けること

により霊魂は死後も生き続けることが可能になった。また、精神の世界は目に見えな

いため科学の対象から外れ、その領域は教会に委ねられることになった。つまり、教

会と科学の役割分担が可能になったのである。しかし、デカルトの二元論は心身問題

と言われる問題を解決したというよりは、むしろ更なる難問をわれわれに課すことに

なり、その解は今に至るまで得られていない。それは次のような問題である。 

 

われわれの日常感覚では、自分の意志で運動したり、コーヒー・カップを持ち上げ

たりしているように感じている。つまり、精神が身体を動かす原因になっているよう

に見える。もしデカルトが言うように、精神と身体が別の実体で相互に重なり合わな

いとした場合、一体どのようにして両者の相互作用が起こるのかという問題が出てく

る。物理的な実体と非物理的な実体という質の異なったものがそもそも相互作用でき

るのかという問題である。この問いに対する解が必要になると感じたデカルトは、脳

の中央に一つしか存在しない松果体が両者の相互作用の場であると主張した。相互作

用説（interactionism）と呼ばれる考えである。しかし、精神を物理的実体と区別した

ことにより、物理現象は物理学の法則だけで説明できるとする物理学の因果的閉包性

（causal closure of physics）と相容れないことになる。言うまでもなく、松果体はメラ

トニンを分泌することにより概日リズムを調節する臓器であることが明らかにされ

ている。 

 

この問題に対するスピノザの答えは、精神と物質の間に境を見ない一元論であった。 

‘deus sive natura’（神即自然）という言葉で表現されるように、自然と神は一つの実体

の別の名前であるという考えである。スピノザの立場は、例えば 18 世紀から 19世紀

にかけてドイツ・ロマン主義の中心的存在であった小説家にして科学者のゲーテ

（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）にも影響を与えることになった。ゲーテは

科学と芸術が相互に補完し合う関係にあること、自然と芸術が一体になることを目指

したのである。また、自然と一体であるスピノザの神はアインシュタイン（Albert 

Einstein, 1879-1955）の神でもあった。汎神論的性格を持つこの考えは、東洋ではそれ

ほど違和感を持たれないかもしれない。しかし、一神教が圧倒する世界にあっては危

険な思想に映ったことは容易に想像がつく。 
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 スピノザの哲学は、人間は自然の法則の下にあるという決定論を採用する。自然現

象がそれ以前の原因により決定されるように人間の行動も予め決められているとす

ると、人間の自由意志は認められないことになる。われわれが自分の意思で選択して

行動していると思っているのは、そこに至る原因を知らないために起る錯覚であると

いうのがその主張である。しかし、スピノザはそこからの解放についても語っている。 

 

「人間は、その有限性と自然の決定論の前に基本的には隷属しなければならない位置

にある。その状態にあっても解放は可能だが、それは決定論の下にある自然から逃れ

ることでも、人間を規定している必然性から逃れることでも、ましてや必然性に身を

任せることでもない。そうではなく、理性を使って原因と結果の中にあるわれわれの

状態を理解することである。人間の精神ができるのは、考えること以外にないからで

ある。その理解に達すると、必然性の下にある自然に組み込まれていること、すなわ

ち、神と一体になる悦び、充足感を経験することになるのである」 

 

この中には、理性による理解こそわれわれを救済に導くものだという思想が窺える。

彼は、「わたしはそれが美しいから求めるのではなく、わたしが求めるから美しいの

である」という根源的な逆転を行い、欲望を全面的に肯定し、それこそが人間の本質

であると考えた。その上で、欲望をこの世界を理解するための活力に変容させようと

したのである。しかし、その道はエピグラフにあるように困難を極める。現代フラン

スの哲学者ジャン・フランソワ・リオタール（Jean-François Lyotard, 1924-1998）はな

ぜ哲学するのかと自問し、知を欲することからさらに進み、欲することを欲する営み

であるとした。スピノザの考えと響き合っているように見えるこの見方は、哲学が生

きるための原動力であるエロスそのもの、つまり生きることと同義であることを示し

ている。哲学が何の役に立つのかという問いなど吹き飛ばしてしまう回答である。 

 

ところで、この日目指したフェルメールに思わぬ展開が待っていた。それは、二つ

目のスピノザ像があるフォールブルフへの道を訊くために入ったインフォメーショ

ンセンターで起こった。係の方との雑談の中で、フェルメールを観ることができず残

念だったと何気なく口走ったところ、マウリッツハイスの作品は今ハーグ市立美術館

で展示されているとの答えが返ってきたのである。閉館まで 2時間。急いで向かった

美術館で、完全に諦めていたフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」（1665）と「デ

ルフトの眺め」（1660-61）だけではなく、レンブラント（Rembrandt van Rijn, 

1606/7-1669）の「テュルプ博士の解剖学講義」（1632）を目にすることができた。そ
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の日の流れがこの身の感覚器を最良のものにしてくれたのか、これまで感じたことの

ない肉感を持ってこれらの作品が迫ってきた。満たされた気持ちのまま、路面電車と

バスを乗り換えてフォールブルフに向かうことにした。目指すバス停は、ラインスブ

ルフと同じ名前の Spinozalaan。スピノザの像は近くの公園内にあった。実は訪問前、

この像をネットで見ていたが今一つピンとこなかった。しかし、広々とした空間と緑

の中で観るスピノザはデン・ハーグのものよりは抽象化され、若くして亡くなったに

もかかわらず好好爺の印象があり、柔らかな親しみを感じる姿をしていた。 

 

 

フォールブルフのスピノザ像  

Park Het Loo, Spinozalaan, Voorburg 

（2012 年 6 月 2 日） 

 

思いも掛けない出来事の連続であったオランダ旅行の終わりに、また一つ驚きが待

っていた。パリ行のタリスを待つロッテルダム駅のホームで、その夜ゲスト・オーケ

ストラになっているシャンゼリゼ劇場で演奏するためにパリに向かうロッテルダ

ム・フィルの一団と遭遇。指揮がエド・デ・ワールト（Edo de Waart, 1941-）氏だっ

た70年代の記憶が蘇る。最後まで道行きと交流の神々に導かれた豊穣の旅となった。 

 

（2013 年 10月 3日） 

 

 


