
医学のあゆみ（2015.12.12）255 (11): 1140-1144, 2015 
 

1 
 

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 3399 回回  「「わわたたししのの真真理理」」へへのの道道、、ああるるいいはは人人類類のの遺遺産産とと共共にに考考ええるる  

  

矢矢倉倉英英隆隆  

 

« Penser, c’est repenser. » 

「考えるとは、すなわち考え直すことである」 

 

 乾燥した空気の中、微動だにしない大地の上で考えることを求めた 9 年に亘る内的

生活に一区切りをつける日が近づいている。それが何を齎したのか、今は分からない。

しかし、おそらく想像もできないものが堆積しているものと思われる。そもそもこち

らに来る前には考えることがあったとしても日常の中で容易に掻き消される程度の表

層に留まるもので、考えることの実体も明らかではなかった。そのため、こちらの生

活が結局のところ脳内を住まいとする自己との対話、それは取りも直さず「記憶の中

の探索」（252巻 2号）になるだろうことも想像できなかった。 

 

 どっしりと落ち着いた環境で空と雲を眺め、時の流れが消えたような日常を削ぎ落

した生活をする中で、それまで視界に入らなかった永遠とか絶対とか無限などという

抽象的で哲学的な問題も身近なものになって来た。時間をかけなければ辿り着かない

ような問題にしか興味が湧かなくなり、それ以外は考えるに値しないとさえ思うよう

になった。視線が遥か彼方に向かうようになったのである。そこには何ものにも囚わ

れることのない解き放たれた心があるように見える。それは日本の「無碍」、あるいは

南宋（1127-1279）の文人たちが目指した境地を表す言葉として使われるようになった

という「内斂」（ないれん）にも通じるものがある。答えの出ない捉えどころのない問

題を扱うには、このような心持ちに達することが必要条件なのかもしれない。これも

想像できなかった展開である。 

 

 連載中断前の最後のエッセイでは、現代のエピキュリアンであるフランスの哲学者

マルセル・コンシュ（Marcel Conche, 1922- ）氏を取り上げた（252 巻 7号）。その中

で氏が語っていた「哲学の営みにより『わたしの真理』を超えて『絶対的真理』に辿

り着いた」という言葉が、暫くの間わたしの中で鳴り響いていた。そして、前回のエ
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ッセイにおいてもアラン・バディウ（Alain Badiou, 1937- ）氏の真理という言葉から

思索が広がった。哲学が真理の探究を使命としているとするならば、当然のことなの

だろう。科学も暫定的にしか過ぎないものとしての真理を追究するとされている。し

かし、そもそも真理とは何を言うのか。そして、「絶対的真理」などというものはこの

世界に存在するのか。コンシュ氏の言う「わたしの真理」と「絶対的真理」との間に

どのような違いがあるのか。次々に疑問が湧いてくる。今回はこれらの言葉から広が

る世界について、わたしなりの考えを羽ばたかせてみたい。 

 

 

「印刷術によるヨーロッパにおける思想の伝搬」 （部分） 

ダビッド・ダンジェ（David d’Angers, 1788-1856）作 

中央にデカルト、左右に雄大なヨーロッパ思想の山脈が連なっている 

アンジェ美術館ダビッド・ダンジェ・ギャラリーにて 

（2015 年 10 月 17 日） 

 

 科学研究の道に入る前、何か美しいもの、原理的なものを見てみたいという願望を

持っていた。それは今のわたしの言葉で言えば「真理」に近いものに当たるだろう。

さらに遡れば、哲学を志望していた時もあった。しかし、研究を進めるうちに「哲学」

とか「真理」というような言葉はわたしの意識から完全に消えて行った。それが蘇っ

てきたのは、退職数年前のことである。そして、2006 年の暮れには科学という営みが

自らの全存在にとってどれだけの位置を占めているのかについて自問するようになっ

ていた。なぜならば、科学をすることにより全存在に関わる問題について考えること
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には至らなかったという不全感があったからである。当時、次のようなメモを残して

いる。 

 

「もし科学に内在する性質ゆえに全存在についての理解に辿り着くことができないの

ならば、問いの出し方を、方法を変えなければならないだろう。文理と言われること

もある二つの相対する領域が離れたままでいる状態に満足できなくなっている以上、

その融合を図る方向で進む以外に自らを満たす道はないのではないか」 

 

 さらに、日常を繰り返す中でちょっとした疑問が湧き出てくるものの忙しさにかま

けて遣り過ごしてきたことも意識に上るようになっていた。丁度この時期に一致して

自らの終わりを生まれて初めて意識できたため、これらの問題を放置したままこの世

を去るのは耐え難いという思いが芽生えてきた。そして 2007年 1月、わたしが歩んで

きた数％の黒い領域と広大な未踏の白い領域から成る鮮烈な天空が突然現れた（241

巻 10 号）。その天空を見て、自らが属する黒い領域から出なければ全存在についての

理解も日常から生まれた疑問への回答も得られない、すなわち科学だけではわたしが

抱えている問題を解決することはできないと直観したのである。これらの問題を解決

した後に現れるだろうものは、今名付けるとすれば「わたしの真理」となるであろう。 

 

 今年はクロード・ベルナール（Claude Bernard, 1813-1878）の『実験医学序説』（岩

波書店、1970）（Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865）出版 150周年に

当たる。その第一章で、ベルナールは観察（observation）と実験（expérience）につ

いて論じている。わたしが哲学の領域に入り過去の遺産を読む中で、実験をしない文

系の人は何を基に「こと」を進めるのかと自問した時、読む作業が彼らの実験に当た

るのではないかと考えるようになった。それ以来、単に作者の考えを理解しようとす

るだけではなく、そこで明らかになった思想を自らに照らして考え直す省察という作

業を意識的に並行させることが日常となった。一つの目的を持って読むこともあれば、

偶然にそこに辿り着くこともある点でも自然科学の実験と通じるところがある。 

 

 これらの経験の中で、わたしが抱いた疑問を基に進める読書が「わたしの真理」へ

の道そのものであり、人類の遺産に当たるという実験を繰り返すことが「わたしの真

理」に辿り着くには欠かせないと考えるようになった。「いま・ここ」という枠の中に

生きている人間だけではなく、全く異なる幾多の枠の中に生きた人間の声を聴くこと

が「わたしの真理」を豊かで深いものにすると考えたからである。つまり、これまで
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に考えられたことを考え直すのである。一つのフォルミュールを提出するとすれば、

「わたしの真理は人類の遺産と共に考える中から立ち現れる」となるだろう。極言す

れば、わたしが確実だと思うものは人類の遺産しかなく、それと付き合わずに一体何

と付き合うのかという感覚である。やや独断的にも見えるこの感覚は、アカデミー・

フランセーズ会員のマルク・フュマロリ（Marc Fumaroli, 1932- ）氏の「わたしを惹

き付け離さないのは現在、長い読書に照らされた現在である」という言葉とも響き合

っているように見える。 

 

 

「景色の中の哲学者」 （部分） 

ファン・スタベレン（Van Staveren, c.1620-1668）作 

アンジェ美術館にて 

（2015 年 10 月 17 日） 

 

 古くから、真理に至るための必須の要素は孤独であると言う人たちがいる。キリス

トと同時代人で、砂漠でテクストの研究と瞑想に明け暮れ、真理を受容するためには

孤独が欠かせないと考えたアレキサンドリアのフィロン（Philo of Alexandria, c. 25 

BC–c. 50）の時代からである。デカルト（René Descartes, 1596-1650）がすべてから身

を引き、宇宙に存在するすべてを疑い、疑い得ないものとしてコギトを発見したこと

は余りにも有名である。20 世紀最大の哲学者とする人もいれば、昨年から今年にかけ

て公表された『黒ノート』（Schwarze Hefte, Klostermann, Frankfurt am Main）で明ら

かになったように紛れもない反ユダヤ主義者として全否定する人もいるハイデッガー

（Martin Heidegger, 1889-1976）だが、孤独を孤立と対比して次のように言っている。 
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「大都市では、人は容易に他のどの場所よりも孤立する。しかし、孤独に徹すること

はできない。なぜならば、孤独にはわれわれを孤立させることなく、逆に全存在をす

べての本質の近くに投げ出す絶対的な独創性を有する力があるからである」 

 

 ハイデッガーも孤独が「こと」の本質に至るには欠かせないと考えていたことが分

かる。先に自らのこちらでの生活を「自己との対話」と総括した。特に意識していた

わけではなかったが、それは孤独の中で行われていたことも見えてくる。そこから真

理に至ったかと問われれば「ウィ」とは言い難いが、「わたしの真理」への道を歩み出

したとは言えるのではないだろうか。 

 

 それでは、「絶対的真理」とは何を言い、そこに辿り着くにはどうしたらよいのだろ

うか。それを問う前に、プラグマティストのウィリアム・ジェームズ（William James, 

1842-1910）が主張するように、究極の真理など存在せず、哲学が生み出す概念は思考

と行動のための基盤でしかあり得ないのだろうか。あるいは、それは「ビジネスマン

の哲学」だと揶揄したバートランド・ラッセル（Bertrand Russell, 1872-1970）には「絶

対的真理」は見えていたのだろうか。わたしが今問えるのは、究極の真理とは「わた

しの真理」の先に見えてくるものなのか、あるいは全く別のところから歩みを始めな

ければならないのかということである。例えば、人類の遺産を探索する中で自分にと

っての最高の価値が現れ、それが多くの人に共有されているようなものとして「絶対

的真理」はあるのか。あるいは、今は想像もつかないようなところにその糸口はある

のか。この問いは、その時が来るまで開いたままにしておきたい。 

 

 クロード・ベルナールは、過去の前提を絶対と見るスコラ学者とは違い、科学には

仮説を実験事実に合わせて変更する懐疑の精神と柔軟な思考があるとし、前者は不毛

で後者は豊穣であると結論した。確かに、過去の遺産だけに寄りかかり、それを絶対

とする見方はまさにスコラ学者の態度と重なるように見える。そこを正すためには、

一時的な真理しか提供しない科学ではあるが、その成果を取り入れながら「こと」の

本質に向けて飛翔する必要があるのではないだろうか。そして、ベルナールのように

哲学的、形而上学的営みを排除するのではなく、それらを飛翔の過程に積極的に組み

込むことにより豊穣を呼び込みたいものである。 

 

 それでは、なぜ真理の探究に向かうことがそれほど重要なのだろうか。第 37回のエ
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ッセイでは、コンシュ氏が幸福を求めていなかったにも拘わらず、真理を求める哲学

の営みの中に至福の時を味わってきたというエピソードの後に、そこに逆説があると

続けた（252巻 7号）。しかし、このことも考え直す必要があるかもしれない。アリス

トテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）は「（最も高いところにある知に至るための）瞑

想の能力を持てば持つほど、人は幸福になる」と考えていた。また、アラン・バディ

ウ氏も幸福とは真理を求める中にあると考えていることを知ったからである。この見

方に立てば、コンシュ氏の経験は逆説ではなく当然の帰結ということになる。 

 

 バディウ氏によれば、真理に至るには数学と論理学が必要で、この学問が非物理的

な抽象的概念を扱うものである点で形而上学であり、それが幸福に導くのだと言って

いる。真理を求める哲学をやり、しかも絶対的な真理を発見したと考える人間にとっ

て、それは幸福以外の何ものでもないことになる。バディウ氏の父親は数学を専門と

していたため、ご本人は子供の頃から数学には親しみを持っていたという。とすれば、

わたしを含めた少なからぬ人が真理に到達するのは至難の業となる。ただ、数学者の

岡潔（1901-1978）博士は「真理とは懐かしさである」と言っていたという。そこに人

類の記憶の総体に向かう心の傾きを感じるのだが、それはわたしだけだろうか。バデ

ィウ氏はこうも言っている。 

 

「真に幸福な者は、イデアの象徴の下に生きる者だけである。それがすべての中で最

も幸福な者である。哲学者はその生の内側から真の生活であるところのものを経験す

るだろう。哲学者こそ、最も幸福な者なのである」 

 

 思い返せば、シリーズ初回のタイトルに「人類の遺産に分け入る旅」という言葉を

使った（240 巻 6 号）。当時は気付かなかったが、このような思索の後にはそれは取り

も直さず「わたしの真理への旅」を意味していたことが見えてくる。このようにそれ

まで隠れていたものが顔を出すようになるのは、それがどんなに小さく見えようとも

「わたしの発見」となり、このような発見の積み重ねも「わたしの真理」に繋がるも

のであることを願いたい。そして、真理への道とはすでに出来上がったものを探す営

みではなく、新らたに作り上げるものであり創造する試みであるとするならば、その

営みはわれわれが生きることと重なってくる。人生の目的は幸福の追求であると人は

言う。もしそうであるならば、真理への道は生きる目的をも満たすことになる。これ

こそ、この道を歩み始める前には想像もしていなかった究極の展開と言えるだろう。 
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バス・シェーヌ橋からメーヌ川を望む 

アンジェにて 

（2015 年 10 月 16 日） 

 

 10 月中旬、このエッセイを抱え、パリの南西 1 時間半のところにあるアンジェ

（Angers）の町を訪問した。到着した日の午後、早速散策に出た。そして、1850 年 4

月 16 日、兵士が行進している最中に崩れ、200 人以上が犠牲になったというメーヌ川

（La Maine）に架かるバス・シェーヌ（La Basse-Chaîne）橋を渡った。橋が少し揺れ

たかと思ったその瞬間、天から一条の光が降りてきたのだ。余りのタイミングの良さ

に、「絶対的真理さえ存在するのだ」とその光が教えてくれているように感じたと言え

ば、非科学的に過ぎるだろうか。それはともあれ、この問題とはこれからも付き合い

続けることになるだろうという感触と共に秋深まるパリに戻った。 

 

（2015年 11月 2日） 

 

  

 


