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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２０回 ネガティブ・ケイパビリティ、あるいは不確実さの中に居続ける力 

 

矢倉英隆 

 

「もし曖昧さ、感情の交錯（あるいはその対立）、複雑さに対する多様な感受性がなければ、

出来事の意味をほとんど理解することができないのである」 

――エドガール・モラン 

 

この世界では何が起こるかわからない。そこにどのような人間が生息しているのか

も想像できないことがある。その感を強くしたのは、免疫学の研究生活を終え、科学

哲学の大学院生にしか過ぎない者が、事もあろうか日本神経心理学会の教育講演の依

頼を受けた時である。それは 2012 年 9 月に武田克彦教授（国際医療福祉大学三田病

院）を会長として開かれた第 36 回日本神経心理学会であった。常人の発想を超える

学会長の依頼に対し、次のような考えが巡っていた。 

 

――「何事も毎日欠かさず 10 年もやればプロですよ」というようなことを言ってい

たのは、昨年亡くなった吉本隆明（1924-2012）氏だっただろうか。科学を研究して

いる時には頭に浮かんだこともなかったその言葉は、新しい領域に入ってからいつも

どこかで鳴り響いている。その言で行けば、ほんの半人前にしか過ぎない状態である。

しかし、見方を変えれば 10 年経ったからといって本当にプロになるかどうかはわか

らない。最後まで完成しないのが人間であるとすれば、常にその時点での蓄積を絞り

出すしかないのが人間の歩みではないのか。そしてそもそも、哲学とはあらゆること

に興味を示す営みであり、そのいずれの領域の専門家でもないのが哲学者である。さ

らに、現代ドイツの哲学者ペーター・スローターダイク（Peter Sloterdijk, 1947-）氏が

唱えるように、哲学者は自らの領域に閉じ籠もって知への愛を語るだけではなく、知

を愛する営みへとひとを誘う使命を担っている。もしそうならば、哲学徒たる者、た

とえ未熟ではあってもこのような依頼を引き受け、全力を尽くす以外にないだろう。

むしろ、そこから逃げることは哲学を志す者として失格になるのではないか。―― 

 

このように考え、教育講演をお引き受けすることにした。帰国の度に大学や学会など



医学のあゆみ （2013.9.14） 246 (11): 989-993, 2013 
 

2 
 

からの依頼があれば哲学について語り掛けることにはしているが、それとは内容も聴

衆も異にする初めての試み。準備不足のためか、予定の 40 分を 10 分以上オーバーす

るというこれまでに経験のない事態となったが、座長の労を取っていただいた八田武

志教授（関西福祉科学大学）の寛大な計らいで何とか終えることができた。 

 

講演は「神経心理学を哲学する」と題し、神経心理学を仮に行動と脳の病変との相

関を研究し、患者の状態の改善を目指す学問と定義した時に現れる問題として、１）

症状や感情の表現に関わる言語の問題、２）症状から原因を探る時に現れる相関と因

果性の問題、３）局所の変化が全体にどのような変化を及ぼすのかという部分と全体

の問題、４）正常状態と病的変化をどう考えるのかという正常と病理の問題、５）病

気や治癒の過程で現れる人間と人間、人間と環境との関係の問題、６）物質レベルの

変化がどのように非物質とされる精神活動を生み出し、精神が体に影響を与えている

ように見える因果性をどう説明するのかという心脳問題などを指摘した後、最後の心

脳問題の歴史と現状をレビューした（神経心理学 29: 35-43, 2013）。 

 

話の前半では、これからの知のあり方について、いくつかの点を指摘した。その一

つは、このシリーズ第 13 回で提唱した新しい知のエティックである。具体的には、

オーギュスト・コント（Auguste Comte, 1798-1857）が唱えた人間精神の発展の三段階

（神学的段階、形而上学的段階、科学的段階）の後に人類が辿ってきた思考方法のす

べてを取り込んで観察し考える「科学の神学・形而上学化」とでも言うべき新しい知

の構築が求められる段階があるとするものである。すなわち、最高の知とされる科学

知を単なる事実の記載に留めるのではなく、そこで明らかにされたことについて人類

が経験した思考方法のすべてを動員して考え直すという態度を導入する段階が来る

べきであるとの提唱である。 

 

第二には、デカルト（René Descartes, 1596-1650）が『哲学原理』のフランス語版

（Principe de la philosophie, 1644）の序に書いている知（当時はすべてが「哲学」に包

含されていた）の構造に対する見方を紹介し、わたしが考えるこれからの知のあり方

について触れた。デカルトはこう書いている。 

 

「このようにすべての哲学は一本の樹のようなもので、その根が形而上学、幹が物理

学、そこから出る枝が他のすべての科学になり、医学、工学、道徳という三つの原理

に還元される。わたしは、他のすべての科学を知り尽くしたという前提で、最も高く
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完全な道徳が最終的な智であると理解している」 

 

しかし、現状を振り返るとどうだろうか。個別の科学は形而上学（現在の哲学）の根

から出た枝であるにもかかわらず、成長の過程でその根を切り離し、今では一顧だに

しない状態にある。そのため、思考することのなくなった科学は自らを取り巻く問題

に対応できないだけではなく、新たな社会問題をも生み出すことになっている。これ

からも生まれ続けると予想されるこれらの問題を解決するためには、「デカルトの樹

の逆転」が必要になるのではないかと訴えた（神経心理学 29: 36, 2013、図 1 参照）。

その世界では、忘れ去られた哲学がすべての学問を上から照らすものとして蘇り、科

学者の意識に新たに上ることになる。つまり、集められた事実を批判的な視線の下に

組み合わせ、関連付けながら統合するというダイナミックな精神運動による新しい知

の確立を目指す世界になる。そのためには、専門に埋没する中で哲学に対して閉じて

いる科学者や医学者の意識が新しい知のエティックへと開くことが求められるので

はないかという提案である。 

 

 講演前半で触れたもう一つのことは、専門と責任をテーマにしたこのシリーズ第 5

回で紹介したイメージ（医学のあゆみ 241: 804, 2012、図参照）から浮かび上がって

きた知の現状である。それは 2007 年の冬のある日、頭の中に天空のような空間が広

がり、それまで生きる中で使ってきた脳の領域が黒くなっている映像が現れた。驚い

たのは、その黒い部分が全体の僅か 5％程度と非常に狭かったことである。その結果、

専門の中に生きていた時代にはほとんど手付かずであった人間として使わなければ

ならない領域をこれから開拓しなければならないと思うようになったのである。この

状況はわたし個人を超えて、忙しく専門に生きざるを得ない現代人の状況であり、そ

れが多くの社会問題の根底にあるのではないかと注意を喚起させていただいた。 

 

実は、わたしの講演の前に静かな興奮を味わっていた。会長講演「神経心理学はこ

のままでいいのか いけないのか」（神経心理学 29: 2-13, 2013）のみならず佐伯胖教

授（青山学院大学）の特別講演「認識の根源としての共感」（神経心理学 29: 14-21, 

2013）において、臨床の現場で重要になる要素として取り上げられていたキーワード

が、上で指摘した問題に繋がると感じたからである。それは、僅か 25 歳でこの世を

去ったイギリスの詩人ジョン・キーツ（John Keats, 1795-1821）が 1817 年 12 月に弟の

ジョージ（George Keats, 1797-1841）とトマス（Thomas Keats, 1799-1818）に宛てた手
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紙の中で最初に使ったとされている「ネガティブ・ケイパビリティ（negative 

capability）」という言葉である。彼はこう書いている。 

 

「わたしはディルクにいろいろなことについて論争ではなく、長々とした説明をしま

した。いくつかのことがわたしの心の中で符合し、特に文学において偉業を成し遂げ

るために必要になる資質とシェイクスピア（William Shakespeare, 1564-1616）にそれ

が並外れていたことにすぐに思い当たったのです。――苛々して事実や理由を求める

ことなく、不確かさ、不可解さ、疑いの中にいることができる時に見られる能力、そ

れがわたしの言うネガティブ・ケイパビリティです」 

 

 

ジョン・キーツのライフマスク  

（Benjamin Haydon, 1816） 

 

その時初めて聞いたこの言葉には、いろいろな解釈がされている。例えば、「不確

実、不思議、未解決の状態を受容する能力」、「何だかわからない不安定で曖昧な状

態に居続ける能力」、「不確実な状態に苛立って、安易に事実や理性を追いかけたり、

科学的な確実性の中に逃げ込まない能力」などである。換言すれば、世界を目の前に

して、特定の理論の枠の中で観ようとするのではなく、その世界の全体に自らの身を

晒すこと。さらに解釈を進めると、自意識を捨て、対象の中に入り込み一体となるこ

と、何か新しいもののために自らの中に空間を準備できる能力、お互いを理解するた
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めに必要になる想像力である共感（empathy）にも繋がる能力をも含む幅広い概念で

あることが見えてくる。わたしの 2007 年のメージに合わせて考えると、この能力は

専門の中に閉じ籠っている場合にはなかなか開発されず、人間として使うことができ

る専門以外の 95％の領域を開拓できるか否かに掛かっていると直観したのである。こ

の能力は科学で求められるものとは対極にあり、文学に限らず哲学においても当て嵌

まるだろう。中世の哲学者ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス（Johannes Duns Scotus, ca. 

1266-1308）は、形而上学についてこう言っている。 

 

「形而上学が他の学問（論理学、物理学、延いては神学）から自立できるとすれば、

それは感覚で捉えられるものの本質に還元するのでも、論理の予測可能性だけに還元

するのでもなく、完全な未確定の状態に捕捉されていることである」 

 

これはまさにネガティブ・ケイパビリティそのものではないだろうか。一見即効性が

あるように見える解を得て安心するのではなく、自らを取り巻く状況が明確に見えな

い中で耐え、その状況をそのまま捉え格闘する能力。これはウィトゲンシュタイン

（Ludwig Wittgenstein, 1889-1951）が挙げた哲学者の条件、すなわち一番ゆっくり走り、

ゴールに最後に到着することのできる者が備えている能力とも繋がるように見える。

これこそ、不確実性の増すこれからの時代に最も求められる資質ではないだろうか。 

 

実はもう8年前になるが、この問題とどこかで繋がっているわたしの性向に気付き、

改めるべきではないかと考えたことがあった。その性向とは、学生時代から引き摺っ

ていた「もの・こと」の判断を直ちに下すことなく先送りすることである。そしてそ

の翌年の 2006 年、ナント（Nantes）で 1995 年に始まった音楽祭の日本版ラ・フォル・

ジュルネ・オ・ジャポン（La Folle Journée au Japon）の会場でモーツアルト（Wolfgang 

Amadeus Mozart, 1756-1791）が鳴り響く中、学生時代の音楽仲間数名と語り合ってい

る時、一瞬こんな考えが過ったのである。 

 

「先送りしてその時点で判断は下さなかった間、只管この世界にわが身、わが心を晒

して、そこから言葉にならない何かを受け止めていたのではないか。現象学ではない

が、まず『もの・こと』があり、そこから受ける何かを感じ取り、長い間静かに蓄積

していたのではないか。その蓄積が徐々に発酵して、ある日突然はっきりとした言葉

になって目の前に現れることだってあるかもしれない」 
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もちろん、意識した選択ではなく、あくまでも怠惰の成せる業ではあったのだが、こ

のような考えが先送りに対する批判的な見方を一変させ、寧ろ真の理解に至るために

は不可欠な態度ではないかと思うようになったのである。見方を変えると、最終的な

判断は最後の最後に来るのだから、それまでの間は全くの自由な状態で軽やかに身を

動かし、この世界を味わい尽くすことができることになる。そして、最後にそれまで

の蓄積を解き解し、実はこういうことだったのかと理解する。それがその人間が達す

ることのできる最も深い理解になるのではないか。そんな考えを弄びながら人類の歴

史を振り返ってみれば、そこにも先人たちの跡が残されている。古代ギリシャの懐疑

派の哲学者たちは判断の保留を意味する「エポケー（epokhē）」に当たる態度を主張

していた。それは一つの原理の下の独断に陥ることを拒否するものだが、この世界を

理解しえないものとする不可知論ではなく、確実さが現れるその時まで待つ姿勢と捉

えることができる。この姿勢こそ、モンテーニュ（Michel Eyquem de Montaigne, 

1533-1592）が実践の基に据えたものであり、現象学の父フッサール（Edmund Husserl, 

1859-1938）が現実と囚われなく向き合う時に採った現実についての信念や仮定を「括

弧に入れる」行為（エポケー）にも繋がるものである。 

 

 

「デカルトの樹の逆転」 

ボルドー第三大学ミシェル・ド・モンテーニュにて 

（2013年 5月 30 日） 
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ところで、今年の 5 月にボルドーを訪問する機会があり、ボルドー大学で科学史を

専攻されている方に大学構内を案内していただいた。フランスの大学でよく見られる

ように、専門毎に大学が分かれている。ボルドー第一大学は科学・技術系、第二大学

に当たるボルドー大学セガレンは医学関係、ミシェル・ド・モンテーニュ第三大学は

人文系、モンテスキュー（Charles-Louis de Montesquieu, 1689-1755）の名前が付けられ

た第四大学は政治・経済専攻という具合である。その日、第三大学の講堂がある建物

に近付いた時、この目を疑った。そこに「デカルトの樹の逆転」としか見えない展示

が現れたからである（上の写真）。わたしの考えが思いもよらぬところで形になって

いるのを発見し、気分が高揚するのを感じていた。それ以来この作品のことが気にな

っていたが、つい最近案内していただいた方から連絡が入った。それによると、スペ

インはバレンシア出身の 25 歳の芸術家 Rablaci（本名 Rafael Blasco Ciscar）氏が大学

に寄贈したもので、樹を逆転させることにより現代人の根無し草のような不安定な状

況を表現したかったようである。一つの作品に現代の問題と将来に向けての方向性を

見ることができる点は実に興味深いものがある。 

 

今や分かりやすさや簡明さを求める風潮が世に溢れ、その頂点を迎えているかに見

える。多くの人が分からない状況に耐えられなくなっているのだろうか。そこでは還

元主義者が好んで使う「・・・にしか過ぎない（nothing but）」、あるいはハイデッ

ガー（Martin Heidegger, 1889-1976）の言う„bloß“（単なる）の乱用が見られ、この世

界にはわかることしか存在しないかのように「こと」が進められる。それによって複

雑な現実に存在する多くの部分を切り捨て、すべてを理解したようなつもりになる浅

慮や幼稚さが充満している。このように複雑さを増した社会において求められること

は、このような流れを拒否し、目の前に広がる世界をそのまま受け入れ、理解しよう

としてどこまでも辛抱することではないのだろうか。個人だけではなく社会や国の奥

深さや成熟を決める重要な力になるだろうネガティブ・ケイパビリティ。その意味す

るところに改めて思いを巡らせてみたいものである。 

 

（2013 年 8 月 5 日） 

 

 


