
医学のあゆみ （2013.10.12） 247 (2): 213-217, 2013 
 

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 2211 回回  1177 世世紀紀のの科科学学かからら豊豊穣穣とと悦悦びびののオオラランンダダのの旅旅へへ  

  

矢矢倉倉英英隆隆  

 

「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」 

――ミシェル・オンフレ 

 

2010年春、久しぶりのアメリカを味わうため、カリフォルニア州サンディエゴでの

アメリカ科学振興協会（AAAS）年会に参加した。社会との関連で科学を捉える営み

の趨勢を知ることができる会であるが、その中にカリフォルニア工科大学の科学史家

ジェド・バックワルド（Jed Buchwald）氏の “Knowledge in the Early Modern Era: The 

Origins of Experimental Error”と題する実験誤差に関する興味深いお話があった。例え

ば、次のようなエピソードが出ていた。そもそも 17 世紀には平均値という考えがな

かった。科学者はどうしていたのか。観察した値の中で真ん中にあるものを採用して

いたという。デカルト（René Descartes, 1596-1650）はすでに人間の感覚に由来する誤

りに気付いており、最終的には実現しなかったものの観察を機械に任せることを考え

ていた。デカルトの影響だろうか、オランダのクリスティアーン・ホイヘンス

（Christiaan Huygens, 1629-1695）も同様の試みを行った。その彼はどのように結果を

決めていたのだろうか。何と、数ある観察した値の中から適当と思う数値を一つ選ん

でいたのである。selected observation というこの方法は、統計の考え方がなかった当

時では一般的だったという。17世紀に戻りたいという現代の科学者はいないだろうか。 

 

顕微鏡でミクロの世界を観察したロバート・フック（Robert Hooke, 1635-1703）も

人間の知覚に強い不信を抱き、人間の知覚こそがすべての誤りの元にあると考えてい

た。17世紀のポーランドのヨハネス・ヘヴェリウス（Johannes Hevelius, 1611-1687）

という天文学者は月や星の観察を肉眼で行っていたが、そのためにフックから激しい

非難を浴びることになる。18 世紀に入り、ハレー彗星で有名なエドモンド・ハレー
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（Edmond Halley, 1656-1742）がヘヴェリウスの観察精度を調べたという。このエピソ

ードの説明のため、バックワルド氏はこんな映像を見せてくれた。暗い背景のスクリ

ーンに、白い矢印が上を向いて映し出されている。小さな白い点が右から左にゆっく

りと一定速度で矢印の先端を通るように移動する。最初は感じないが、回を重ねる毎

に矢印の先端を通過する時だけ点が速く動くのである。動くように見えるというのが

正確なのだろう。不思議だったが、はっきりとそう見えた。この感覚の異常な増強を

hyperacuity という。つまり、肉眼も時に優れた感度を発揮することからヘヴェリウス

にも一理あるとのお話であった。興味深かったのは、ニュートン（Sir Isaac Newton, 

1642-1727）が目の球を押すと光が見える過程を解析した際、実験ノートに観察値か

ら平均値を出していた形跡があるということ。しかし、そんなに観察値が乱れること

が知られると自分の実験が信用されなくなると考え、彼は公表しなかった。当時の科

学の受け止められ方とニュートンも時代の子だったことが見えてくる。これらのエピ

ソードを聴いている時、想像が時空を羽ばたき、何とも懐かしい感情が湧いてきた。 

 

 もう一つの感じたことは、アメリカとフランスの科学史家のアプローチの違いだろ

うか。バックワルド氏の話には、当時の装置を再現して、彼らがどのように考えて観

察や実験をしたのか、その問題点はどこにあるのかなど、実証的に歴史の事実に迫る

ところがある。あくまでも事実が優先され、そこからものを考えようとする精神に溢

れている。形而上学的な考察が入る隙間などなく、乾いていて科学のアプローチとあ

まり変わらない。どこまでも科学的であろうとしてそれ以外の世界が恰もないかのよ

うに「こと」が進むように見える。しかし、それが窮屈に映るのである。これに対し

てフランスでは、その辺りの分析に詩的で形而上学的な処理も許されるような余裕が

残っている印象がある。この立場からアメリカの考え方を見ると、どこか排他的なと

ころがある。しかし、それは科学そのものの性質とも言えるだろう。どちらのやり方

がよいのかわからないが、長い間科学という主観を排除するドライな世界に身を置い

ていた者としては、科学では使われない部分も動員するフランス的なやり方には捨て

難い味があると感じた。あれから 3年経っているが、当時の印象はまだ変わっていな

い。 

  

そして一年前、ライプニッツ（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716）の生命哲学に

関する本を読んでいた。その中に、ホイヘンス、レーウェンフック（Antoni van 

Leeuwenhoek, 1632-1723）、フェルメール（Johannes Vermeer, 1632-1675）、デルフト、

スピノザ（Baruch Spinoza, 1632-1677）、王立協会（Royal Society）、その設立に関わ
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ったロバート・フック、オランダに 20 年もの間身を隠していたデカルトなどが次々

に現れるところがあった。その音の重なりが鳴り響くのを聴いているうちに AAAS

でのエピソードだけではなく、その昔トレイシー・シュヴァリエ（Tracy Chevalier, 

1962-）氏の Girl with a Pearl Earring（Dutton, 1999）（『真珠の耳飾りの少女』、白水

社、2004）を読み、ピーター・ウェバー（Peter Webber, 1960-）監督の手になる同名

の映画を観、フェルメールの『デルフトの眺望』を眺めるうちに「いつの日かその中

を歩いてみたい」という願望が浮かんでいたこと、さらにこちらに渡る直前に雑誌 Le 

Point に出た印象的なスピノザ特集を読み、最初のブログに纏めたことなどが一気に

蘇ってきたのである。オランダと言えば、学生時代に世界を巡った折にアムステルダ

ムを訪れただけである。暫く読んでいたが居ても立っても居られなくなり、1 週間後

に旅に出ることにした。パリからは高速鉄道タリス（Thalys）で 3時間もかからない。

こういう時、« Improviser la vie »（人生をインプロヴァイズする）を可能にするヨー

ロッパにいる幸運を感じる。宿はハーグとロッテルダムの間に位置するデルフトに取

り、そこを拠点にフェルメールの世界に触れ、スピノザに縁のところを巡ってみたい、

とぼんやり考えて出発した。今回は、オランダでの実り多き道行きの一端を紹介した

い。 

 

 

スピノザ・ハウス 

Spinozalaan 29, Rijnsburg 

（2012 年 5 月 29 日） 
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デルフト到着翌日は、スピノザが 1661年から 1663年まで住んでいたライデン郊外

のラインスブルフ（Rijnsburg）にあるスピノザ・ハウス（Spinozahuis）を訪ねること

にした。ライデンにはデルフトから 30 分程で着いた。オランダと言えば私の中では

運河だが、ライデンも例外ではない。街を近くに感じさせてくれるその景色は心を鎮

めてくれる。駅前からバスでスピノザ・ハウスに向かった。運賃が 4ユーロだったの

で遠くにあると思い込みぼんやりしていたため、いつまで経っても目的の駅が現れな

い。不思議に思っていた時、終点の北海に面したカトウェイク（Katwijk）に着いた。

誤謬は豊穣の母。2008 年に訪れたベルギー北部の町オーステンデ（Oostende）以来、

久しぶりに北海を眺めることができた。帰りは間違いなく目的のバス停 Spinozalaan

で降り、静かな住宅地にあるスピノザ・ハウスに辿り着いた。しかし、入口が閉まっ

ている。ノックして待っていると、上下に分かれた扉が開き、訪問者が少ないので普

段は閉めているの、と言いながら管理をされているトニー・ティンバーゲンさんが現

れた。彼女との会話を楽しみながらスピノザの空間を独り占めにするという何とも贅

沢な時を過ごす。狭く急な階段を上がった 2 階には、スピノザをこよなく愛したアイ

ンシュタイン（Albert Einstein, 1879-1955）が 1920年 11月 2日にこの家を訪れた時の

記帳があった。 

 

ライデン訪問の折、どこか懐かしい気分がしていた。それがなぜなのかが分かった

のは、スピノザ・ハウスからのバスがライデン駅裏に着いた時である。目の前にライ

デン大学病院があったからである。その建物を見た時、大学院時代の領域である HLA

研究のパイオニア、ファン・ルート（J.J. van Rood, 1926-）教授と結びつき、昔の記憶

が鮮明に蘇ってきた。1975年、第 6回 HLA Workshops がキスマイヤー・ニールセン

（F. Kissmeyer-Nielsen, 1921-1991）教授を会長としてデンマークのオーフス（Aarthus）

で開かれた。研究室の相沢幹（1925-2003）教授と参加したその会は、わたしにとっ

て最初の国際会議であった。小さなオーフス空港で九州大学の笹月健彦教授とお会い

したのが遥か昔のようでもあり、つい最近のようにも感じられる。会議ではファン・

ルート研究室の若手女性研究者がショートパンツに裸足でさっそうと登壇する姿に

それまで感じたことのない強烈な自由の精神を見たことや日本人研究者とのやり取

りなどが浮かんでいた。そんな記憶とともに大学病院に入り、受付でファン・ルート

教授に連絡していただいたが、その電話は最後まで鳴り続けていた。自分の年齢が消

えているためか、お相手も昔のままだと思っていたが、後で調べてみるとすでに 80

代後半に入っている。どうしても時の流れを認めたくなかったようである。 
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その代り、ライデン大学病院のホールで一つの発見があった。それは芸術作品と並

んで壁に掛けられていた大きな電気泳動の写真である（下の写真）。変に手を加えて

科学と芸術の融合などというのではなく、生の科学の結果がそのままそこにあるだけ

である。しかし、実に美しいと感じたのである。その瞬間、こちらに来てから起こっ

た一つの変化を思い出していた。2007年の秋も深まる頃、パスツール研究所でセミナ

ーを聴いていた。その時、出てくるスライドの中にある情報の意味ではなく、その全

体を一つの芸術作品として見ていることに気付いたのである。何気ないデータやモデ

ルの図などが、そのものとして実に美しく見えたからである。以前では想像もできな

い視点の変化であったが、それは科学の現場から離れつつあることを示す出来事でも

あった。それ以来、セミナーや学会ではスライドの中に芸術作品を探すという新たな

楽しみが加わった。この日、思わぬところで思わぬ芸術作品に出会うことになったの

である。 

 

 

ライデン大学病院のホール 

（2012 年 5 月 29 日） 

 

ところで、スピノザ・ハウスでのティンバーゲンさんとの会話の中に、次に繋がる

糸が隠されていた。彼女が以前スピノザに関する講演を聴き、感銘を受けた人がいる

とのことで名前を綴ってくれた。そして、訪問の記念としてスピノザの入門書 
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Philosopher of Peace（Municipality of The Hague, 2008）を手に入れた。デルフトに戻り

その著者を見ると、ティンバーゲンさんのお話に出ていたその方だったのである。こ

れで何もしないのは偶然を愛する者として失格だと思い、早速ロッテルダムにあるエ

ラスムス大学のファン・ブンゲ（Wiep van Bunge, 1960-）教授にランデブーの可能性

を問い合わせた。驚いたことにその日の内に快諾のメールが届き、2 日後にロッテル

ダムに向かうことになった。 

 

 あっという間に着いたロッテルダムの中央駅（Rotterdam Centraal）を出るとそこは

工事中。ロッテルダムと言えば、わたしの中ではオランダが誇る人文主義者エラスム

ス（Desiderius Erasmus Roterodamus, 1466-1536）とロッテルダム・フィルで、ロマン

チックな景色の町ではないかと想像していた。しかし、中心街には高層ビルが建ち、

デザインは斬新なものもあるが今のわたしには何とも殺風景に見えた。その印象はや

はり工事中だった大学に行っても変わらなかったが、高層ビルの 5 階にある哲学科の

フロアは外から見るよりは雰囲気が良く、少しほっとした。ファン・ブンゲ教授は哲

学科の主任をされているだけではなく、オランダのスピノザ協会の会長職にもある。

前年の 2011年 10月には、東京と大阪で講演もされていた。大変な碩学にどこからと

もなく飛んできた物体を受け止めていただいたことになる。しかし、そんなことは全

く感じさせない心地よい距離感の会話が続き、多くのことを学ぶ貴重な時間となった。 

 

 

スピノザ研究の碩学ファン・ブンゲ教授 

エラスムス大学にて （2012 年 5 月 31 日） 
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会話の最初に、ロッテルダムの第一印象をぶつけてみた。すると、ロッテルダムは

第二次大戦でドイツに徹底的に爆撃されたので、古いものが何一つ残っていないので

すとの答えが返ってきて、自らの不明を恥じた。それから、ファン・ブンゲ教授が内

に籠もり過ぎるのではないかと評するフランスの哲学が話題になった。今や哲学と雖

も、国際的には英語でなければ通用しない時代。最近、ほとんど理解不能な英語で学

会発表するフランスの大学教授に会ったので、なぜ英語を勉強しないのかと尋ねたと

ころ、フランス語の文献を読まないような人の研究に注意を払う必要がありますかと

いう誇り高き答が返ってきて驚いたという。少なくともわたしの領域に関してはこの

ような傾向は見られないが、自国の文化に対する誇りも度を越すと文化的な孤立や衰

退を齎すのではないかとの危惧をお持ちであった。わたしもフランスの外に出ると、

それまで恰も繭の中で暮らしていたような感覚が襲うことがしばしばである。その中

にいる時には実に心地よいのである。この状況は程度の差はあるだろうが、ドーム球

場の中にいるように感じる日本の状況ともどこか通じるように見える。 

 

オランダの哲学教育についてもいくつか知ることができた。高校では選択科目とし

て教えられている。それが大学で哲学を学ぶ切掛けになり、哲学科の卒業生が高校の

哲学教師になることができる点で、必修ではないものの意味があるとの評価であった。

また、大学の哲学科の学生の半分は 40 歳以上で、30％はパートタイムだという。ご

自身の経験から言えることは、最初から哲学に入るのは大変だということ。何の蓄積

もないために、考えることも判断することも容易ではないからだ。その意味では、社

会経験を積んでから哲学を始めるのは理に適っているのだろう。これはまさに古代ロ

ーマ人が感じ取っていた智慧、Primum vivere deinde philosophari（まず生き、その後に

哲学を）そのものである。ランデブーの最後に、汎神論的な世界観を構築したスピノ

ザに関する参考資料を教えていただき、偶然が齎した実り多き一日を振り返りながら

デルフトに戻った。オランダの旅は、まだ続く。 

 

（2013年 9月 1日） 

 

 

 

 

 

 


