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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 100 回 「人類の遺産に分け入る旅」のこれまでを振り返る 

 

矢倉英隆 

 

« Larvatus prodeo. » 

「わたしはマスクをして前に進む」 

――ルネ・デカルト 

 

ことの始まりは、2011 年 11 月。関連分野セミナーを依頼されていた日本免疫学会

の会場でのことであった。そこで、当時「医学のあゆみ」編集部の岩永勇二氏から執

筆を依頼されたのである。その時のお話では、基本的に何を書いてもよいが、毎回写

真を数枚入れることと 2 年くらいは続けてほしいとのことであった。当時はフランス

に渡って 5 年目に入ったところで、科学の領域にいた時とは異なる経験が蓄積してい

たこともあり、科学と哲学を行き来する視点から何かを表現できるのではないかと考

え、お引き受けすることにした。そして 2012 年 2 月からこの連載が始まった。初回

のタイトルは「科学から哲学、あるいは人類の遺産に分け入る旅」とし、なぜ科学か

ら哲学に入ることになったのかを綴った。それが今回 100 回という節目を迎えること

になった。「人生は数字ではない」を内なる掛け声（devise）としているわたしにとっ

て、この数字が何を意味しているのかは分からないが、前回のソクラテス（Socrates, c. 

469 BC–399 BC）に肖れば、これまでやってきたことは、あるテーマについて一つの

考えを生み出すお産のようなものだったと言えるかもしれない。そしてお産が終わっ

た後はいつも、そこで取り上げた内容がテーマとなった「ひと・もの・こと」の入口

に立つものにしか過ぎないことを痛感することになった。今回は、これまでの過程を

少し離れて見直し、現段階で可能な僅かばかりの分析をしてみたい。 

 

 改めて言うまでもないが、振り返りの作業は何事においても極めて重要である。そ

れは何かを理解する上で不可欠であり、哲学の根底を成すものかもしれない。そのた

めにはたっぷりとした時間が必要である。忙しく動き回り、流れの中にいる時にはこ

の作業は困難を極める。ただ、このような基本認識が出来上がった者にとっても、実

際に自らの歩みを振り返ることには難しさが伴う。回を重ねた結果、量だけは積み上
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がり、今そのすべてに目を通すことはとてもできそうにない。それだけではなく、扱

った対象の複雑さは想像以上で、光の当て方によって見え方が大きく変わってくる。

それにも拘らず、その時点でできることを繰り返すことが「もの・こと」の深い理解

には欠かせないだろう。第 39 回のエピグラフとした「考えるとは、考え直すことで

ある」（Penser, c’est repenser.）というフォルミュールには真理が宿っていると考える

からである。 

 

 

アリストテレス像 

ウィーン美術史美術館 

© Marco Almbauer 

 

 最初に、わたしの受容体がどのような人物と反応していたのかについて調べてみた。

第 99 回までに登場した人物の総数は 815 名で、5 回以上登場した人物は 54 名であっ

た。以下にその名前を列記してみたい。 

 

31 回： アリストテレス 

22 回： デカルト 

21 回： プラトン 

18 回： ハイデッガー 

15 回： ソクラテス ｜ ダーウィン 

14 回： モンテーニュ 

13 回： オーギュスト・コント ｜ ベルクソン 

12 回： ニーチェ 
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11 回： エピクロス ｜ スピノザ ｜ ヘーゲル 

10 回： カンギレム ｜ マルセル・コンシュ ｜ パスカル｜ルソー 

9 回： ライプニッツ 

8 回： アインシュタイン ｜ ピエール・アドー ｜ カント ｜ ニュートン ｜ メチニ

コフ ｜ エドガール・モラン ｜ ラマルク 

7 回： ゲーテ ｜ ショーペンハウアー ｜ ディオゲネス ｜ フーコー ｜ クロード・

ベルナール 

6 回： マルクス・アウレリウス ｜ パウル・エールリッヒ ｜ キケロ ｜ フランシ

ス・クリック ｜ フィリップ・クリルスキー ｜ ディドロ ｜ フッサール ｜ ヘッケ

ル ｜ ジェームズ・ワトソン 

5 回： ハンス・ゲオルク・ガダマー ｜ サルトル ｜ ウィリアム・ジェームズ ｜ ア

ンドレ・コント・スポンヴィル ｜ ペーター・スローターダイク ｜ セネカ ｜ デモ

クリトス ｜ バシュラール ｜ パスツール ｜ アラン・バディウ ｜ パラケルスス 

｜ ヒポクラテス ｜ ルドヴィク・フレック ｜ ホワイトヘッド ｜ バートランド・

ラッセル 

 

このリストを見て、アリストテレス（Aristotle, 384 BC–322 BC）の登場回数が異常

に多いのに驚いた。同様に、デカルト（René Descartes, 1596–1650）がそれに続いてい

ることも意外であった。自分の中ではそのような意識はなかったからである。それ以

外については、厳粛な実験結果が見えてきたという感じで受け止めた。これまでの時

間が、このような「ひと」との出会いを可能にし、その表層に止まるとはいえ、幾多

の「もの・こと」をわたしに提示してくれたことになる。これらの深層に入るには時

間を要するので、ここでは毎回冒頭に添えることにしたエピグラフに絞って読み直す

ことにした。初回のエピグラフは、フランスの詩人ポール・エリュアール（Paul Éluard, 

1895–1952）の「偶然は存在しない。あるのは約束された出遭いだけだ」（Le hasard 

n’existe pas, il n’y a que des rendez-vous.）であった。この見方はわたしの中にかなり前

からあったものだが、フランス留学に至る過程を振り返った時にこれほど相応しい言

葉はないと思い、添えたものである。このように、本文に書かれたことを象徴的に暗

示し、自らの内にあるものとどこかで共振する言葉を選んでエピグラフとしていた。

その中に自作のフォルミュールが 10 も含まれていたのには、率直に驚いた。ここで

は、心に刻まれているエピグラフを選び、そこから逆に考えを少しだけ膨らませるこ

とにしたい。 
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 本シリーズの主要なテーマの一つは、科学と哲学という営みの特徴と両者の望まし

い関係という問題になるだろう。そのことを知るために、科学を含めたこの世界を哲

学の側から眺めてみたいと思ったのが、この道に入る大きな動機になった。その際、

わたしの背中を押すいくつかの言葉に出会ったが、その中にはエピグラフとして取り

上げたものもある。重要なものとして、ピエール・アドー（Pierre Hadot, 1922–2010）

の言葉が浮かんでくる。 

 

「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。… わたしはいつも哲学を世界の捉え方の変容と考えてきた。」（第 43 回） 

 

「哲学とは抽象的な理論の教えではなく、ましてやテクストの解釈などでもなく、す

べての存在を拘束する生き方、具体的な態度、明確な生活様式の中にある。哲学的行

為は知識の次元だけではなく、『自己』と存在の次元にあるのである。」（第 76 回） 

 

科学の領域にいる時には、哲学という言葉さえ意識に上らない状態であった。ただ、

哲学とは壮大な体系を作り上げるものであり、そうであれば自分には向いていないと

いう漠然とした考えはどこかにあったようだ。なぜなら、アドーのこの言葉に出会っ

て視界が一気に広がったように感じたからである。このようなやり方があるのであれ

ば、追求する価値があるのではないかと思ったのである。その意味で、アドーはわた

しの恩人と言ってもよいだろう。 

 

それから、渡仏の数年前から科学の中で考えるのではなく、そこを離れて「全的に

考える」こと、あるいは普遍人（homo universalis）に対する強い憧れが湧いていた。

それは、第 46 回で取り上げたパスカル（Blaise Pascal, 1623–1662）の次の言葉に象徴

されている。 

 

「人から『彼は数学者である』とか『説教家である』とか『雄弁家である』と言われ

るのでなく、『彼はオネットムである』と言われるようでなければならない。この普

遍的性質だけが私の気に入る。」（前田陽一・由木康訳） 

 

 最終的にフランスで哲学をやることになったが、その背景には考えるためにはその

場所を離れなければならないという思い込みがあったようだ。例えば、第 30 回のモ

ンテーニュ（Michel de Montaigne, 1533–1592）は、「われわれはいつも別の場所で考え
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るのです」と言っていた。あるいは、ベルギーの詩人アシール・シャヴェ（Achille Chavée 

1906–1969）が第 50 回で言ったように、「ページをいつも捲ってはいけない、時には

破らなければならない」と考えたのかもしれない。また、この世界を広く捉えて生き

る勇気を与えてくれるような第 18 回のセネカ（Lucius Annaeus Seneca, ca. 1 BC–65）

の素晴らしい言葉が、わたしの歩みを支えてくれた可能性もある。 

 

「（偉大で高貴な人間の精神は）狭義の祖国を認めない。祖国とは、遥か遠くの極限

までの宇宙を抱擁する城壁であり、その下に地と海が広がり、空気が人間と神の世界

を分け、結び付けている穹窿である。」 

 

そして、第 21 回のミシェル・オンフレ（Michel Onfray, 1959– ）が言うように、自ら

を解き放つ旅に出たのである。 

 

「出発し、羊飼いの歩みに従うこと。それは極めて異教徒的な汎神論の世界を体験し、

古代の神々（分かれ道と幸運、富と酩酊、豊穣と悦び、道行きと交流、自然と運命の

神々）の痕跡を見出し、現代世界の拘束と呪縛の舫い綱を解き放つことである。」 

 

 

雪の日の造形 

（2021 年 1 月 31 日） 

 

 次に、科学に関連する言葉で強い印象を残したものを選んでみたい。まず、第 11

回のアインシュタイン（Albert Einstein, 1879–1955）である。 

 

 「概念と観察の間には橋渡しできないほどの溝があります。観察結果を繋ぎ合わせ
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ることだけで、概念を作り出すことができると考えるのはまったくの間違いです。… 

あらゆる概念的なものは構成されたものであり、論理的方法によって直接的な経験か

ら導き出すことはできません。つまり、私たちは原則として、世界を記述する時に基

礎とする基本概念をも、まったく自由に選べるのです。」（田中純訳） 

 

つまり、概念に至るためには観察をいくら積み重ねても駄目で、ある時点で観察を離

れて飛躍する必要があると言っている。そして飛躍の段階では、科学の中での思考を

離れた別次元の思考が求められると言いたいのではないだろうか。この言葉を読んだ

時、それまで大きな思い違いをしていたのではないかと感じたものである。同様に衝

撃的だったのは、第 8 回のハイデッガー（Martin Heidegger, 1889–1976）である。彼は

こう言っている。 

 

「科学は考えない。なぜなら科学の営みや付随する方法は考えることができないよう

になっているからである。… 科学と思考の関係が本物で豊かなものになるのは、両

者を分ける深淵が見え、しかもそこに橋を架けることができないように見える時だけ

である。科学から思考に導く橋はない。飛躍しかないのである。」 

 

ハイデッガーによれば、思考には科学が行う「計算に基づく思考」と存在そのもの

を問う「瞑想的思考」があり、科学の営みには自らを省みる思考は含まれておらず、

思考が本来持っている力の一部分しか使っていないという見方を採っている。科学か

ら哲学に入り、彼の言っていることがよく分かるようになっているが、それでは両者

の関係を豊かなものにするにはどうすればよいのか、どのように飛躍すればよいのか

という問いが突き付けられる。それは依然として、わたしの前にある。最近発見した

ばかりの吉満義彦（1904–1945）も同様の問いに向き合っていた。第 90 回では彼の次

の言葉を取り上げている。 

 

「私は近代の科学的探究の精神を形而上学的知性と如何に結びつけるかといふ問題

が考へられると思ふのです。… 僕は『科学の知識学』と共に、自然哲学の新しい樹

立が今日要求されてゐることを考へてゐるのです。」 

 

まだまだ取り上げるべきものはあるが、紙幅が尽きてしまった。最後に、これまで

のフランス生活を振り返る時、第 60 回で取り上げたデカルトの言葉が蘇ってくる。

ほぼ完全に重なる感慨が湧いてくることに驚くばかりである。 
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「そしてちょうど八年前、こうした願望から、知人のいそうな場所からはいっさい遠

ざかり、この地に隠れ住む決心をした。… わたしはその群衆のなかで、きわめて繁

華な都会にある便利さを何ひとつ欠くことなく、しかもできるかぎり人里離れた荒野

にいるのと同じくらい、孤独で隠れた生活を送ることができたのだった。」（谷川多佳

子訳） 

 

この言葉には今回のエピグラフとした彼の座右銘（devise）が透けて見える。世は今

まさにパンデミックで、多くの人がこの座右の銘を地で行っているが、デカルトの心

には真理に対する謙虚さのようなものがあったのではないだろうか。そして、社会に

塗れた忙しい生活の中では真理には到達できないとさえ言っているように見える。そ

の謙虚さは、第 26 回で引用したクリスチャン・ド・デューブ（Christian de Duve, 

1917–2013）の次の言葉にも感じ取ることができる。 

 

「わたしの個人的な倫理は、知的誠実さに基づいています。わたしにとって、この価

値が最も重要であるということです。」 

 

（2021 年 3 月 8 日） 

 

 

 

 

 

 


