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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 57回 現代フランスにおける「生の哲学」、そして哲学すべき状況とは？ 

 

矢倉英隆 

 

「科学者にとっての科学の哲学は、未だに事実に支配されている。・・・ 

哲学者にとっての科学の哲学は、事実に完全に支配されることは決してない」 

――ガストン・バシュラール 

 

 哲学とはどういう営みなのかも知らずにこの世界に足を踏み入れてから10年が経と

うとしている。その間、あるテーマについて研究する時には、哲学とは？という問い

が常に現れた。それがないところで、どうして研究を進めることができるのかという

思いが強かったからだろう。この問いに対して、部分的な回答はこれまでにいくつか

得られたように思う。そして、個別のテーマに加え、哲学という営みの全体を掴もう

とすることこそ、哲学者の仕事ではないかと考えるようになってきた。逆に言えば、

それを知ろうとして歩み始めることにした人間こそ哲学者なのかもしれない。その解

を得るためには、この問いにこれまで向き合ってきた哲学者の考えを探る以外に道は

あるだろうか。わたしの場合、これまで言われていることには一切注意を払わず、リ

ブレリーやビブリオテークなどで読んだ時に自分の中によく入ってくる人を中心に読

んできた。現代フランスの哲学者に限って言えば、このシリーズでも触れたことがあ

るアンリ・ベルクソン（Henri Bergson, 1859-1941）、ジョルジュ・カンギレム（Georges 

Canguilhem, 1904-1995）、エドガール・モラン（Edgar Morin, 1921- ）、ピエール・アド

ー（Pierre Hadot, 1922-2010）、マルセル・コンシュ（Marcel Conche, 1922- ）、ミシェル・

フーコー（Michel Foucault, 1926-1984）、アラン・バディウ（Alain Badiou, 1937- ）など

である。今回は、バディウ氏が考えた現代フランス哲学の中にある「生の哲学」と「概

念の哲学」という二つの流れと哲学すべき時とは如何なる時なのかについて振り返り、

医学や科学における含みについて考えてみたい。 

 

 哲学の歴史には特に重要な時期が二つあるとバディウ氏は見ている。一つはパルメ

ニデス（Parmenides, 520/515 BC-460/455 BC）からアリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 

BC）に至る古代ギリシャの時代で、もう一つはカント（Immanuel Kant, 1724-1804）か
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らヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831）に至るドイツ観念論の時代であ

る。バディウ氏は、そこに「現代フランス哲学」を加えようとしている。ここで言う

現代とは 20世紀後半から現在までを指し、そこで展開された哲学の特徴について、起

源、哲学的活動、哲学と文学の関係、哲学と精神分析の関係という 4 つの観点から分

析している。 

 

 

ベルクソンのレリーフ像 

コレージュ・ド・フランスにて 

（2013年 3月 1日） 

 

まず、20世紀後半からの哲学の起源だが、それを探るには 20世紀初頭にまで遡らな

ければならないとしている。そうすると、そこに二つの源流が見えてくる。一つは 1911

年にベルクソンがオックスフォードで行った講演で、後に『思想と動くもの』（La pensée 

et le mouvant, 1934）として出版されることになったものである。もう一つは、パスカ

ル（Blaise Pascal, 1623-1662）の作品の編集に携わったことでも有名なブランシュヴィ

ック（Léon Brunschvicg, 1869-944）の『数理哲学の諸段階』（Les étapes de la philosophie 

mathématique, 1912）である。つまり、ベルクソンが志向した「生の哲学」とブランシ

ュヴィックが考えた「概念の哲学」の対立が現代フランス哲学の中心的課題としてあ

り、そこから主体の問題に繋がって行ったというのがバディウ氏の診断である。この

流れをさらに遡るとすれば、最終的には哲学的に主体を確立し、物理的な体について

の理論を打ち立てただけではなく、省察についても理論化したデカルト（René Descartes, 

1596-1650）に辿り着く。デカルトの中に、科学と形而上学に興味を持った精神が見え
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てくる。  

 

 次に、この時期にどのような哲学活動が行われたのかについて見てみよう。第一の

鍵はドイツ哲学である。例えば、ヘーゲルに興味を示した精神分析医ジャック・ラカ

ン（Jacques Lacan, 1901-1981）やレヴィ・ストロース（Claude Lévi-Strauss, 1908-2009）、

若き日に滞在したベルリンでフッサール（Edmund Husserl, 1859-1938）やハイデッガー

（Martin Heidegger, 1889-1976）を発見したサルトル（Jean-Paul Sartre, 1905-1980）、ニ

ーチェが重要な哲学者だったフーコーやジル・ドゥルーズ（Gilles Deleuze, 1925-1995）、

カントについて書いたリオタール（Jean-François Lyotard, 1924-1998）、ドゥルーズ、ラ

カンなどがいる。フランスの哲学者がドイツ哲学に惹かれていたことが伝わってくる。

しかし、彼らは一体何をするためにドイツに向かったのだろうか？それは概念と存在

との新しい関係を探るためであったとバディウ氏は言う。20 世紀初めからフランス哲

学の興味は生と概念であったが、両者の関係を新しい方法で解析できないかと考えた

としても不思議ではない。 

 

第二の鍵は科学で、20世紀後半のフランス哲学は科学を一つの研究領域としていた。

科学を単に現象を明らかにする営み、あるいは省察や認識に関わる知の領域に留まる

ものとしてだけではなく、それよりも広くて深く、芸術活動にも匹敵する創造的活動、

思考活動のモデルとして捉えようとしたのである。これは科学や医学が明らかにした

成果や方法について言わば科学的に分析を加えるものが中心ではあったが、ガスト

ン・バシュラール（Gaston Bachelard, 1884-1962）のように詩や夢の世界に飛翔した哲

学者もいた。いずれにせよ、科学に対する哲学からのこの試みは、科学を中心にした

知の世界を豊かなふくらみを持ったものに変容させることに寄与したと言えるのでは

ないだろうか。 

 

第三の鍵は政治的活動であった。この時期のかなりの哲学者、例えば、サルトル、

メルロー・ポンティ（Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961）、フーコー、ルイ・アルチュ

セール（Louis Althusser, 1918-1990）、ドゥルーズ、バディウは、概念と行動との関係を

模索していた。彼らは政治的問題を哲学しようとしたのである。そして第四の鍵は、

哲学を新しくすることであった。政治を新しくする前に、芸術、文化、習慣の変容を

欲しており、抽象絵画、現代音楽、探偵小説、演劇、ジャズ、映画などがその対象に

なった。これらを哲学することにより概念と形の新しい関係を構築し、新しい形態の

創造に繋がる方法を模索していたのである。 
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哲学と形態の創造との間には密接な関係がある。形態の中には哲学自体の形も含ん

でいた。新しい概念だけではなく、哲学が使う言葉の創造である。20 世紀のフランス

哲学における顕著な特徴として哲学と文学との密接な関係があるが、少し長い時間軸

で眺めてみると、17世紀のパスカルも文学と哲学のどちらに属するのかわからないし、

18世紀のヴォルテール（Voltaire, 1694-1778）、ルソー（Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778）、

ディドロ（Denis Diderot, 1713-1784）は文学者であるとともに哲学者でもあった。20

世紀には多くの哲学者たちが独自の表現を求め、概念と生の経験が混然一体となった

新しい表現法が創られた。そこから生まれた主体は、デカルトに由来する理性的で意

識を持った主体でも内省的な主体でもなく、もっと曖昧で生や体に結びついた、より

創造的でさらに大きな力を含むものであった。そこで重要になってきたのが意識より

さらに広大な無意識を発見したフロイト（Sigmund Freud, 1856-1939）の精神分析で、

20 世紀後半のフランス哲学は精神分析と厳しい議論をすることになった。それは 20

世紀初頭からの二つの流れの関係に対応している。上述したように、一つはベルクソ

ンに始まりサルトル、フーコー、ドゥルーズに繋がる実存主義的な流れで、もう一つ

はブランシュヴィック、アルチュセール、ラカンの概念の形式主義の流れである。生

と概念との対立で見られたように、哲学と精神分析との関係も愛を伴った共犯関係で

あると同時に憎しみと敵意を伴うものになった。 

 

バディウ氏によると、現代フランス哲学のプログラムには共通の特徴が見られると

いう。一つは、概念と存在の乖離がなくなり、概念は過程、出来事、創造であり、生

きていていることを示すものになった。第二には、哲学をアカデミアから取り出して

生の中に組み込んだことである。つまり、哲学を性的、芸術的、政治的、科学的、社

会的な現代性の中に投げ入れたのである。第三には、知の哲学と行動の哲学との対立

を捨て去ったこと、すなわち理論と実践の垣根を取り払ったことである。第四は、政

治哲学を介することなく、哲学を政治的な場面に置いたこと。第五は、主体の問題を

再び取り上げ、内省的な主体を捨てたことで、意識に還元できない主体、心理学では

解析できない主体を相手にすることでもあった。そして第六は、文学と張り合える新

たな哲学表現を創造することであった。18 世紀に続き、アカデミアを超える哲学者を

再び創り出し、その語りと文章と行動で直接訴えて現代の主体を作り変えることがフ

ランス哲学のプログラムであり、野心であった。それは瞑想と内省に明け暮れる教授

然とした哲学者や賢者としての哲学者に別れを告げ、戦う作家、主体を持った創造を

愛する芸術家、哲学的闘士を生み出すという願望を示すものであり、哲学の名に相応

しい営みでもあった。 
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 フランスでの歴史を振り返ると、源にあった生の哲学と概念の哲学の対立が闘いの

末に次第に和らいできたように見える。それは二つの流れが最終的には同じところを

目指していたということを意味しているのではないだろうか。ただ、入り口としてど

ちらを選ぶのかという問題はあるだろう。わたしの場合、この二つの立場を知った時、

概念の哲学には抵抗を覚えた。もしそれしかないとすれば、おそらく哲学を続けるこ

とにはならなかったと想像できる。そこに学問や体系の匂いがプンプンしているのを

感じ取ったからだろう。科学の後には科学では使われていなかった部分を駆使したい

という強い願望があったためだろう。「生の哲学」という言葉に触れた時、どこかに

繋がる希望のようなものを感じたものである。これからの問題は、生の哲学から出発

して生と概念の関係をどのように新しいものにしていくのかを考えることではないだ

ろうか。 

 

 

セントラルパーク、ストロベリー・フィールズの辺り 

マンハッタンにて 

（2013年 11月 19日） 

 

2013 年の秋、マンハッタンにあるコロンビア大学で開かれた医学哲学の会議に参加

した。その合間に歩いたリブレリーで、バディウ氏とスロベニアの哲学者スラヴォイ・

ジジェク（Slavoj Žižek, 1949- ）氏の共著 Philosophy in the Present（Polity, 2009）を手

に取った。そこでバディウ氏は次のようなことを語っていた。まず、哲学について間

違った考えが蔓延っていて、テレビでコメントしている哲学者のように、哲学者は社

会のどんな問題についても語ることができると思われている。しかし、真の哲学者と
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は、自分が重要だと思う問題を決め、そこからすべての人にとって重要な問いを出す

人である。そもそも哲学とは、新しい問題を創り出すことだからである。哲学者が社

会との関わりを持つのは、新しい問題を創り出さなければならないような兆候が見ら

れた時である。世界でいろいろなことが起こっているが、すべてがそのような時では

ない。哲学が必要になるのは「哲学的状況」と呼ぶべき状況がある時である。バディ

ウ氏は次の三つの例を挙げて説明している。 

 

一つは、プラトン（Plato, 427 BC-347 BC）の『ゴルギアス』に描かれたソクラテス

（Socrates, 470/469 BC-399 BC）とカリクレス（Callicles, c. 484 BC-?）との間の全く相

容れない関係である。カリクレスにとっての幸福な人間とは、奸計と暴力で人民の上

に来る者であるのに対して、ソクラテスにとっての真の人間は徳のある人間で、徳こ

そが幸せを齎し、哲学的な意味における正義であると考えた。両者の間には、正義が

暴力や権力なのか、あるいは思想なのかの違いがあり、その間に橋は架けられない。

対話は不可能で衝突しかあり得ず、勝者と敗者しかないのである。この状況における

哲学の役割とは何なのだろうか？それは、どちらかを選ばなければならない状況であ

ることを明確にすることである。すなわち、哲学的状況とは存在に関する選択をしな

ければならない時である。 

 

第二の例は、シラクサ出身の数学の天才アルキメデス（Archimedes, c. 287 BC-c. 212 

BC）の死である。第二次ポエニ戦争の時、シラクサはローマの将軍マルケルス（Marcus 

Claudius Marcellus, c. 268 BC-208 BC）により占領される。アルキメデスはレジスタンス

に加わり、兵器を開発したりしていた。占領下のある日、幾何学の研究をしていたア

ルキメデスは砂に図を描き、考えていた。その時、兵士が到着し、名を馳せていた人

物に興味を持った将軍が会いたいと言っている旨を彼に伝える。しかし、彼は身動き

一つせず、「わたしの円を壊さないでくれ」と言って計算を続ける。そこで頭に血が

上ったその兵士はアルキメデスを殺してしまったと伝えられている。これが哲学的状

況になるのは、国家権力と創造的思考との間に相容れない関係があるからである。暴

力により創造としての真理が簡単に消されてしまうからである。この出来事はディオ

ゲネス（Diogenes of Sinope, 412/404 BC-323 BC）とアレクサンドロス大王（Alexander the 

Great, 356 BC-323 BC）との遭遇を思い起こさせるが、こちらは逆の転帰を取った（259

巻 11号）。アルキメデスと同様の出来事として、オーストリアの作曲家アントン・ヴ

ェーベルン（Anton Webern, 1883-1945）の死がある。彼は第二次大戦直後、夜間外出禁

止令を忘れて自宅のテラスにシガーをやるために出たところをアメリカ占領軍兵士の
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誤射により殺害された。これは事故ではあったが、哲学的状況に変わりはない。ここ

にも権力と真理との間に超えることのできない溝がある。哲学のミッションはその隔

たりについて省察し、そこに光を当てることだとバディウ氏は言う。 

 

そして最後に挙げているのが、溝口健二（1898-1956）の 『近松物語』（1954）で

ある。その理由は、存在をひっくり返すような愛と社会の規範との間に相容れないも

のがあるからである。例外をどう考えるのか、日常の継続性と社会の保守性に如何に

抗して考えるのかという問題でもある。哲学が大学の科目としてではなく、人生に何

らかの意味を持つものであるために考えなければならない三つのこと、それが「選択」

と「隔たり」と「例外」になる。出来事を受け入れ、権力から距離を取り、自らの決

定に断固従うことである。そのことを理解すること、そしてそのことによってのみ哲

学が真に人生を変えることに寄与できる。それがバディウ氏の哲学観である。 

 

 

ルーヴル・ピラミッドを望む 

（2011年 2月 17日） 

 

 現代の科学は日々膨大な事実を提供している。そのことにより、われわれの目の前

の世界は常に更新されている。バディウ流に言うならば、新しい世界に対峙せざるを

得ないこの状況は一つの哲学的状況であり、科学や医学が必然的に哲学に開かれてい
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ることを意味している。すなわち、科学や医学に携わる者は哲学に一番近いところに

いることになる。個人的に振り返れば、科学における研究生活が終わりに差し掛かっ

た時、大きく膨らむ不全感を抱えていた。それは人生を歩む中で自らの内に芽生えた

問題について科学は殆ど考えさせることがないという何とも遅い気付きで、このまま

では自らを十分に使うことなく終わるのではないかという不安を伴うものであった。

「生き方としての哲学」という言葉を目にすることによりその認識が和らぎ（257巻 2

号）、「生の哲学」という営みにはその空白を埋める力があるのではないかと思わせ

るものがあった。この問題は、われわれの知の全体をどこに置くべきなのかという問

い掛けでもある。この問いに対して、「科学の形而上学化」で論じてきたように（244

巻 6 号、250 巻 11 号、260 巻 2 号）、現在定義されている科学に留まる限りわれわれ

は不完全な知の中に身を置くことであり、そこに科学についての思索を参加させるこ

とによって初めて、より十全な知の世界が現前するのではないかという認識が生まれ

てきた。これはソクラテスあるいはプラトンが考えていた、あらゆる学問は哲学する

という本番前のウォーミングアップにしか過ぎない、ということの別の見方になるの

かもしれない。これから考えるべきは、その道を具体的にどのように歩むのかという

プロジェに関することになるだろう。いつものようにぼんやりしながらデフォルト・

モード・ネットワーク（256巻 2号）を存分に働かせ、改めて考えを巡らせている半年

ぶりの帰国を前にしたトゥールである。 

 

（2017年 5月 7日） 

 

 

 


