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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 47回 ドーバー海峡が分けるもの、あるいは分析哲学と大陸哲学 

 

矢倉英隆 

 

「人間は余りにも多くの壁を作り、十分な橋を架けないのです」 

――アイザック・ニュートン 

 

 フランスに渡る数年前まで、わたしの意識の中にヨーロッパは存在しなかった。そ

れまでアメリカ的なるものに浸りきっていて、それこそが優れたものの見方だと無意

識の内に思っていたからである。それは圧倒的な優勢の中にある科学から始まったも

のだが、他の領域にも浸透していった。しかし、フランス語を始め、フランスの遺産

を読むようになり、それまでに経験したことのない違和感を覚えるようになった。ど

うして何の役に立つのか分からないようなことを考えてこの人たちは死んでいくのか

という疑問が湧いてきたからである。その背後には、深い検討もなしに、自分は意味

ある人生を送って来たのではないかという思いがあったからだろう。科学においては

標的に向かうことが義務付けられているため、最初からある枠の中での思考しか許さ

れていないところがある。わたしがフランスの遺産の中で触れた考え方、さらに言え

ば生き方は、それまでのものの捉え方を全く新しい地平に解き放つ効果があった。自

由の感覚が襲ってきたのである。それ以前とそれ以後は、アングロ・サクソン的なも

のとフランス的なもの、あるいは哲学において分析哲学と大陸哲学として分類される

ものの違いを反映しているようにも見える。今回は、日本にいる時には意識されてい

なかった二つのものの捉え方の対比について検討し、これからの方向性についても考

えてみたい。 

 

その検討に入る前に、哲学という領域の鳥瞰図を眺めてみたい。フランスには 

Philosophie Magazine という月刊誌がある。当初はすぐに種が尽きると言われたようだ

が、今年で 10年目を迎えている。わたしも偶に目を通すことがある。広く興味を刺激

するテーマについて、哲学の視点から歴史を振り返り、現代の哲学者の生の考えも紹

介しながら、人生論に堕すのでも極端な分かりやすさを求めるのでもなく、考えさせ

るからだろう。日本では哲学雑誌など読む気にもならなかった。それが余りにも専門
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的に過ぎ、普通の人が抱く疑問を飛び越して専門家仲間でのお話に終始しているよう

に見えるからである。Philosophie Magazineのような雑誌が日本にないのは残念なこと

である。最近出たばかりの 100 号特集では、改めて「哲学とは何か？」という根源的

な問い掛けをしている。その中に、二千年以上に亘り哲学の領域にいた人間がどのよ

うなことを考えてきたのかを類型化した「思想の七大陸」の地図が載っていた。それ

を見ると、この領域が如何に広大な大地から成っているのかが分かる。簡単に七大陸

の住人を紹介したい。 

 

 

ノートルダム・ド・クロア・バ教会 

（Église Notre-Dame de Croaz Batz） 

ロスコフにて 

（2013 年 10 月 9 日） 

 

第一は測量士と建築家で、始祖としてパルメニデス（Parmenides, ca 515 BC-ca 440 

BC）とプラトン（Plato, ca 427 BC-ca 347 BC）が挙げられている。ここには一流の形而

上学者が住んでいる。測量士の野心は思想のための定点を見つけ、線を引き、知の境

界を定めること。建築家の方は文字通り体系を構築し、中には存在の全体さえも包括

するものがある。第二は知恵の探究者で、その始祖はソクラテス（Socrates, 470 BC-399 

BC）。彼らは「生きること」と「善く生きること」を区別し、幸福や心の平穏の条件

を探究する。真理に到達すること、世界および他者と調和すること、自己を完成する

ために魂の面倒を見ること。彼らはこれらの秘訣と羅針盤を持っている。第三は秩序

の破壊者で、ディオゲネス（Diogenes, ca 410 BC-323 BC）と荘子（? 369 BC-286 BC）

が始祖となっている。鋭い挑発感覚とともに、過激な要素が既成の秩序を不安に陥れ、

優勢なイデオロギーを覆す。しばしば孤立しているが、異なる行動様式、異なる思考

様式を唱え、時代と社会を粉砕する。第四は調査官とでも言うべき人達で、始祖はア

リストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）。彼らの情熱は知ること、現実を解読するこ
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とで、そのテーマはアプローチとともに非常に多彩である。第五は社会道徳の批判者

で、ホラティウス（Horatius, 65 BC-8 BC）が始祖になっている。道徳を確立すること

が彼らの本当の仕事ではなく、社会道徳や世間一般の価値の編年史家の役割を担って

いる。辛辣で覚醒させるスタイルを用い、社会的欺瞞を追い詰める。第六は概念の創

始者で、原子という概念を生み出したデモクリトス（Democritus, ca 460 BC-ca 370 BC）

を始祖としている。その概念は共通の語彙で表現されることもあるが、新しい専門用

語によることもある。いずれにせよ、ここに属する哲学者の名前は彼らが作り出した

概念と結び付いており、その概念は彼らのロゴであり署名になっている。そして、第

七は探検家で、その始祖はアウグスティヌス（Augustine, 354-430）。外観や自明に見え

る事柄の背後には隠された意味がある。彼らが「もの・こと」について新たな光を当

てようとして発見に乗り出す理由がここにある。これらの未踏の領域に浸りながら、

われわれとわれわれを取り巻く「もの・こと」を理解するための新しい道を切り開く

のである。 

 

哲学がこれほど広大な領野をカバーしているとすれば、哲学の定義はこれだ！とい

う答えがないのも頷ける。ただ、自分なりの向き合い方を自らに問い掛けておくこと

は重要になるだろう。哲学に入る前に抱いていたイメージをこの分類に当て嵌めれば、

第一と第六の大陸、すなわち体系と概念の創出という哲学の一側面だけを見ていたこ

とが分かる。一アマチュアとしては、不可能は承知の上で、できるだけ多くの大陸を

探索してみたいという願望だけは湧いてくる。 

 

 
Steinunn Thórarinsdóttir “BORDERS” 

マンハッタンのダグ・ハマーショルド・プラザにて 

（2011 年 6 月 27 日） 
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さて、イギリスとヨーロッパ大陸との間にはどのような考え方の違いがあるのだろ

うか。一般に、フランスやドイツの哲学は大陸哲学、アングロ・サクソンの哲学は分

析哲学と呼ばれるが、いまでは地理的な差を表しているのではなく、それぞれの伝統

に根差したやり方を指すと考えられている。大雑把に言うと、分析哲学は明晰さ、論

理、答え、解決を求めるのに対して、大陸哲学は答えではなく問いの意味を考える傾

向がある。大陸哲学には多様な価値を認めるところがあるため、分析哲学を排除する

ことはしない寛容さがあるのに対して、分析哲学は大陸哲学を拒否する。両者の間に

は単なるスタイルや気質の違いだけではなく、対立の可能性が内在している。ものの

捉え方にエクスクルーシブ（排他的）な見方とインクルーシブ（包括的）な見方があ

るとすれば、その対比を分析哲学と大陸哲学が体現しているように見える。 

 

さらに、大陸哲学は哲学的問い掛けを問い掛けとして開いたままの状態であること

を認める。この哲学を追求するためには「ネガティブ・ケイパビリティ」（246 巻 11

号、257 巻 11 号）が求められそうである。答えを提供することよりは、問いを出すの

に値するのはなぜなのかについて省察しようとし、厳密で批判的な問い掛けを提供す

ることに興味を持っている。哲学の誕生以来ある永遠の問いの全体を再検討すること

を目指すもので、生きることに関係する哲学を生み出す素地がある。さらに重要なこ

とは自らの正当性の根拠を科学に求めないことで、そのため科学についての省察が可

能になる。対する分析哲学は、対象を分解し、非現実的で間違った問題を排除し、最

終的に分析できない問題がないように努める。その意味では科学とも重なるやり方で、

進歩の思想も含まれてくる。事実、この哲学は自らの正当性を科学に求め、科学だけ

が問題を解決するとする科学主義に陥りやすい傾向がある。永遠の問題など言ってい

るのは明晰さ、科学の欠如であり、知性の限界を示すものであると考えるのである。

分析哲学が優位にある世界でのよい哲学とは、明快に議論されているもので、必然的

に理解しやすいものになる。明晰さと平明さは今日の大学においても公共においても

重要になっていることは、嫌でも経験せざるを得ない。対する悪い哲学は、読み辛く、

理解しにくいもので単に避けられるだけではなく、批判の対象にさえなる。世界の現

状は大陸哲学の要素が圧縮されるような形で進行しているようである。例えば、アメ

リカの大学で大陸哲学をやることは社会的に認知されないことをやるような雰囲気が

あり、大陸哲学者は賤しめられていると感じている人もいる。しかし同時に、分析哲

学がその資源を使い果たしたためなのか、大陸哲学が本来持っている魅力のためなの

かは分からないが、大陸哲学のテーマを取り入れる傾向も見られるという。 
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2013年秋、「医学における時間」に関する会議がブルターニュのロスコフ（Roscoff）

で開かれた（249巻 11 号）。そこで出会ったケンブリッジ大学のカナダ人研究者が面白

いことを言っていたのを思い出す。こんな話だった。 

 

――ケンブリッジは分析哲学を中心にやっていて、大陸哲学は全く読まない。哲学か

ら無駄を省き、できるだけ科学的であろうとしているからである。英語はどこか決然

としたところがあり、無駄を省いてどんどん先に向かうような思考を誘発する。それ

に対して、フランス語では言葉の語源から始まり、言葉を遊ぶ余裕が出てくるように

思う。実は、哲学もその影響を受けるのではないか。自分は実証主義を基にした哲学

を目指しているが、大陸的なものもなかなか捨て難い。―― 

 

彼の観察はわたしのものとも重なるところがあった。特に言葉と思考との関連、なら

びにそこで見られる言葉を扱う時の余裕が人間的な要素とも繋がるように感じたため、

興味深く記憶していたエピソードになる。 

 

 

ローヌ川に架かるサン・ベネゼ橋（Pont Saint-Bénézet） 

アヴィニョンにて 

（2010 年 12 月 26 日） 

 

それでは、分析哲学と大陸哲学の問題を自らに引き付けて考えるとどうなるだろう

か。科学の中に長く身を置く中、何かが欠けていると感じたもの、例の天空の白い部

分（241巻 10 号、255 巻 11号）に隠れていたもの、冒頭のフランスの遺産に最初に触

れた時に襲ってきた違和感の背後にあったもの。それらは訳の分からなさや永遠の問
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い掛けなどを口にする大陸哲学の目指すところとどこかで繋がっていたのではないだ

ろうか。それは科学では解決できない問いに向き合うことであり、そこに惹かれての

フランス滞在だったように思えてくる。しかし、大学での講義を聴く中で、わたしの

期待は裏切られることになった。なぜならば、フランスの大学における哲学も科学の

波に侵食され、恰も科学者のようにラボに集まり、科学者のように考えることを良し

とする状態で、大陸哲学的な要素が極めて少ないものになっていたからである。そう

しなければ、いまの大学では生き残っていけないからだと想像される。この状況を逆

から見れば、科学の領域にいたわたしが形而上学に強く惹かれたように、これまでの

哲学に飽き足らなくなり、また非科学的であるという批判にも晒され、科学にその足

掛かりを求めたという哲学側の心理も理解できない訳ではない。これは中世に大学が

でき、哲学がその中に組み込まれた時に由来する必然だったのかもしれない。前回取

り上げた「意識の第三層」（258 巻 2 号）との関連で言えば、分析哲学が意識の第二層

に留まるのに対して、大陸哲学では第三層との交通路が開かれている印象がある。こ

のような観察の中でわたしの立場を再確認すれば、科学から出発して大陸哲学的問い

の出し方をしながら科学的知見についての考えを深め、そこから再び科学に戻るよう

に二つの岸を自由に行き来しながら、あるいは意識の第二層と第三層を縦横に駆使し

ながら、この世界を眺めることができれば素晴らしい、ということになるだろうか。 

 

ところで、冒頭で触れた違和感はその後どのように変容して行ったのだろうか。フ

ランス映画との触れ合いの過程がそうであったように、最初の強烈な違和感は暫くす

ると寧ろそうあらねばならないという極端な転換を起こすことになった。彼らのやり

方の中に、どこからの制約も受けることなく、自らの中に沸いた疑問から考え始めて

よいのだというメッセージを読み取るようになったからである。それは多くの場面で

行われているように、誰が作ったのかも分からない目標に向けて突き進むのとは対極

にあるものである。さらに言えば、その人間から出てきた疑問を考え続けることしか

人間にはできないのであり、それこそが生きる仕事の中身ではないのか。その過程で

汲み上げられたものは、その人間にしか存在しないものである。これがその人間の創

造性の発露でなくて何であろうか。そして、それは個人のレベルでの影響だけではな

く、あるいはそれ以上に社会に精神の多様性を生み出す効果があり、単一思考に陥る

危険性から護ることにも繋がるだろう。 

 

近年、思想そのものの危機が世界的に叫ばれている。フランスでも「思考（la pensée）

と省察（la réflexion）の衰退」に対する警告が出されている。フランス語の大辞典 Le 
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Grand Robert によれば、「パンセ」とは個人においては意識の全体としての活動あるい

はその表れで、知り、理解し、判断し、推論するなどの能力の源泉と考えられている

大脳活動のことであり、「レフレクシオン」とは自然に出てくる意識や行動の状況を検

証、深化するために、パンセという行為を自らに向けることだという。その上で、例

えば、ジャクリーヌ・ド・ロミイ（Jacqueline de Romilly, 1913-2010）という 97歳で亡

くなった古典学者は、ことある毎にこの問題に触れていた。1973 年に女性初のコレー

ジュ・ド・フランス教授になり、1988 年にはアカデミー・フランセーズ会員に選ばれ

た彼女は、こんなことを言っている。 

 

「急激な精神的目覚めがなければわれわれは破滅に向かい、野蛮の時代に入るでしょ

う。いまや無関心だけではなく、理性や知性に対する軽蔑さえあります」 

 

「考えること、省察すること、正確を期すこと、話す時の言葉を吟味すること、構想

をお互いに交換すること、他人に耳を傾けること。これらを学ぶことこそが対話を可

能にし、われわれの周りに高まっている恐るべき暴力を防ぐ唯一の方法になります。

言葉は野蛮に対する盾になります」 

 

この問題に対する時、分析的な手法だけで対抗することができるだろうか。ここで

も大陸的な考え方の動員が不可欠になるのではないだろうか。いま、これまで以上に、

二つの間に橋を架けるインクルーシブな精神が求められているように見える。そんな

思いが湧いている三か月ぶりのトゥール（Tours）である。 

 

（2016年 7月 7日） 

 


