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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 59回 エピクテトスとマルクス・アウレリウス、そして現代に生きるストア哲学 

 

矢倉英隆 

 

「われわれの力の内にあるものとわれわれの力の内にないものを 

識別しなければなりません」 

――エピクテトス 

 

それはフランスに渡った翌年の 2008 年秋の出来事だった。バスタブが水漏れした

と思い、修理を頼んだ。そこに現れた若いフランス人が、本や資料で乱れた室内を見

て「作家ですか？」と訊いてきた。哲学の大学院生だと答えると、自分も寝る前にタ

バコを吸うと頭が回り出し、浮かんでくる考えを書き写すという。さらに、「エピク

テット（Epictète; Epictetus, 50-125/130）という哲学者を知っているか？」と続けた。

残念ながら知らないと答えると、その若者はいつも『エピクテトス提要』（Manuel 

d’Epictète）を持ち歩き、問題に突き当たった時にはその言葉に耳を傾けることにして

いるという。そして、弟子のアリアノス（Arrian, 86/89- 146/160）が師の言葉を書き写

した本をポケットから出して見せてくれた。それがエピクテトスを知った最初である

と同時に、哲学が生きることと直接結び付いていることを実感した印象深い経験であ

った。それから 8年後の昨年春、生き方としての哲学を語るカフェフィロ PAWLでそ

の哲学を見直すことになった。その気になるまで実に長い時間がかかったものだが、

その時、エピクテトスの哲学が現代を生きるわれわれの中にも脈打っていること、そ

してわれわれの生に示唆を与える可能性に富んでいることに気付くことになった。今

回は、エピクテトスの哲学、延いてはわれわれが用いる「ストイック」という意味合

いとは異なるストア派の哲学（stoicism）を振り返り、現代における意味についても

考えてみたい。 

 

ストア派に属するエピクテトスは、ソクラテス（Socrates, 470/469 BC-399 BC）がそ

うであったように著作を残しておらず、その人生もよく知られていない。紀元 50 年

頃、フリギアのヒエラポリス（現在のトルコ西部）で生まれる。62年にローマで皇帝

ネロ（Nero, 37-68）の秘書で解放奴隷だったエパフロディトス（Epaphroditos, 20/25-c. 
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95）の奴隷となる。僅か 12 歳であった。この時代に酷い扱いを受け、脚の骨を折ら

れたことがエピクテトスを終生苦しめたと伝えられているが、リューマチなどの病気

が原因だったとする説もあるようだ。ネロが亡くなった 68 年、エパフロディトスは

ネロに追われていたストア派の哲学者ムソニウス・ルフス（Musonius Rufus, 20/30-101）

の講義を受けることをエピクテトスに許可する。エピクテトスがいつ解放され、ロー

マで哲学の学校を開いたのかは明らかではないが、90 年、皇帝ドミティアヌス

（Domitian, 51-96）により、他のすべての哲学者と共に追放される。ストア派の哲学

者は帝国の独裁に批判的であっただけではなく、その哲学が生き方に関わるもので、

内的自由を絶対と見做し、道徳的価値のないすべてのものを軽蔑していたために危険

視されたからではないかと想像される。亡命先のエピルスのニコポリス（現在のギリ

シャ西部）でストア哲学の学校を創設、アリアノスを含めた多くの弟子を育てる。エ

ピクテトスは自分の学校を単なるキャリアに役立つ知識を教える場としてではなく、

魂の療養所であることを願っていた。生活は非常に簡素なもので、藁の寝床しかない

あばら家の扉はいつも空けっぱなしだったという。晩年、養育できない友人の子供を

受け入れ、結婚はしなかったが女性と暮らしたようである。130 年頃にニコポリスで

亡くなったとされているので、80歳という当時としては長寿を全うした。 

 

  

杖を離さないエピクテトス 

「わたしは奴隷のエピクテトス。脚の調子はよくなく、 

イロスのように貧しいが、神々に愛されている」 との説明がある。 

18世紀の出版物から 
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著作を残していないエピクテトスの教えは、弟子のアリアノスが書き残した『語録』

（全 8 巻：4 巻が残存）とそこから余分なものを削ぎ落とし、持ち運び可能な形とし

た『提要』の中で知ることができる。アリアノスがいなければエピクテトスの哲学は

闇の中に消えていたことになる。アリアノスは政治家になるが、138 年にハドリアヌ

ス帝（Hadrian, 76-138）が亡くなると隠居し、歴史と哲学について大きな仕事をして

いる。古代では物理学、倫理学、論理学についての理論を語ることではなく、それら

を生きること、すなわちこの宇宙を瞑想し、正しく行動し、よく考え、よく語ること

こそがストア派哲学者の条件であった。そのため、政治家が哲学者に名を連ねている

時代でもあった。著作を残すことは必ずしも哲学者の条件には入っていなかったので

ある。古代におけるこの基本的な認識は、現代の哲学を考える時にも忘れてはならな

いだろう。 

 

エピクテトスが属していたストア哲学の流れを見てまず驚くことは、紀元前 3世紀

から紀元 3世紀という長期に亘って受け継がれていたという事実である。エピクテト

スの他に名前を知っている哲学者は、この派の創始者キティオンのゼノン（Zeno of 

Citium, 334 BC-262 BC）、政治家でもあったキケロ（Cicero, 106 BC-43 BC）、ネロの家

庭教師でもあった政治家セネカ（Seneca, 4/1 BC-65）、そして第 16 代ローマ皇帝マル

クス・アウレリウス（Marcus Aurelius, 121-180）と五本の指で足りるが、この他にも

伝統を繋いだ哲学者がいた。以前に読んだマルクス・アウレリウスの Pensées pour 

moi-même（『自省録』、神谷美恵子訳、岩波書店）には響くものがあった。彼はバルザ

ック（Honoré de Balzac, 1799-1850）やプルースト（Marcel Proust, 1871-1922）が書く

のを止めた 50 歳から執筆を始め、亡くなるまでの 9 年間で 12 作品を書いたという。

人生の時間の使われ方は人それぞれであることが見えてくる。2 世紀のローマでは、

今のような評論家もいなかったであろうし、そもそも皇帝に口を出すことなど考えら

れなかったはずである。しかし、それにしても素晴らしいことである。 

 

『自省録』を読むと、「内なる指導理性（ト・ヘーゲモニコン）」という言葉がまず

目に付いた。「自ら覚醒し、方向を転じ、欲するがままに自己を形成し、あらゆる出

来事をして自己の欲するがままの様相をとらしむることのできるもの」と定義されて

いるこの理性は、まさに自らを理想的な状態に持って行くための「内なるモーター」

とでも言うべきものになるのだろうか。彼は次のようなことを言っている。 

 

われわれはいずれ死ぬ。「すべてはかりそめにすぎない」。エピクテトスも言っている



医学のあゆみ （2017.8.19） 262 (7, 8): 750-754, 2017 

 

 4 

ように、「君は一つの死体をかついでいる小さな魂にすぎない」。われわれは死につつ

ある存在なのだ。死んで元素に分解されるのだ。生きている時間など束の間にしか過

ぎない。万物は繰り返す。長く生きようが同じものを繰り返し見るだけなのだ。いつ

死のうが大差はない。われわれが失うのは現在だけだからだ。そこで求めてどうしよ

うというのか。いずれすべてを忘れ、すべては忘れられてしまうのだ。自然の中の隠

れ家を求める気持ちも分かる。しかし、それは凡俗な考えだ。いつでも好きな時に自

分自身の内に引き籠ることができるのである。魂の中にまさる平和な閑寂な隠家はな

いだろう。内なる住処を建てることができるならば、そこに還ればよいのだ。「内に

こそ善の泉があり、この泉は君がたえず掘り下げさえすれば、たえず湧き出る」。そ

して、「哲学が君をつくりあげようとしたその通りの人間であり続けるように努力せ

よ。神々を畏れ、人を助けよ。人生は短い。地上生活の唯一の収穫は、敬虔な態度と

社会に益する行動である」   

 

「一言にしていえば、肉体に関するすべては流れであり、霊魂に関するすべては夢で

あり煙である。人生は戦いであり、旅のやどりであり、死後の名声は忘却にすぎない。

しからば我々を導きうるものは何であろうか。一つ、ただ一つ、哲学である。それは

すなわち内なるダイモーンを守り、これの損なわれぬように、傷つけられぬように、

また快楽と苦痛を統御しうるように保つことにある」 

 

 

第 16代ローマ皇帝マルクス・アウレリウス 
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また、ジェームズ・ラブロック（James Lovelock, 1919-）博士のガイア理論を思わ

せるところもある。 

 

「宇宙は一つの生きもので、一つの物質と一つの魂を備えたものである、ということ

に絶えず思いをひそめよ。またいかにすべてが宇宙のただひとつの感性に帰するか、

いかに宇宙がすべてをただ一つの衝動からおこなうか、いかにすべてがすべて生起す

ることの共通の原因となるか、またいかにすべてのものが共に組み合わされ、織り合

わされているか、こういうことをつねに心に思い浮かべよ」   

 

そして、宇宙を知らない者は自分が何者で、どこにいるのか、何のために存在してい

るのかを知らない、とまで言っている。また、「われわれの内にある自然」という表

現も見られる。内なる理性が自然の理性と一致しなければならないということなのか。

あるいは、われわれを取り巻く自然の声に耳を傾け、そこから指導的理性を築き上げ

よということなのか。さらに、「すなお」とは、宇宙の自然から割り当てられるもの

をことごとく進んで受け入れることだという。われわれは自然の法則の下にある生物

であることを忘れるなということだろう。彼はこう言っている。 

 

「何事が君に起ころうとも、それは永遠の昔から君に用意されていたことなのだ。そ

してもろもろの原因の交錯は永遠の昔から君の存在とその出来事を結び合わせてい

たのだ」    

 

「君に残された時は短い。山奥にいるように生きよ。至るところで宇宙都市の一員の

ごとく生きるならば、ここにいようとかしこにいようとなんのちがいもないのだ。真

に自然にかなった生活をしている人間というものを人びとに見せてやれ。観察させて

やれ」    

 

これらの言葉をエピクテトスを知ってから読み直してみると、そこにエピクテトス

の哲学が色濃く表れているのに驚くこととなった。マルクス・アウレリウスの世界は、

エピクテトスの原理の上に展開された応用編のような風情さえある。それでは、エピ

クテトス哲学の原理とは一体どのようなものだったのだろうか？第一の点は今回の

エピグラフに表されている。その後に、次のような言葉が続いている。 

 

「自分に依存するのは思考（価値判断）、性向、欲求と拒否、すなわちわれわれが働
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きかけることができるすべてのものである。一方のわれわれに依存しないものは健康、

富、他人の意見、名誉で、われわれの行動からは齎されないすべてである。われわれ

に依存するものは本性上われわれの自由な意志の下にあり、支障や妨害はないが、わ

れわれに依存しないものはどうしようもできない状態にあり、他者に対する隷属であ

り支障を齎すもので、われわれには無縁のものである」 

 

この分析を単純化すれば、自分に依存しているのは精神（魂）の活動で、自分に依

存しないものは肉体であり、他者や外部に関わることである。人間の肉体の状態、他

人の評判、社会的な地位、富、権力などは自分が支配できないものであると明確に認

識できると、それらについて思い悩むことはなくなるはずである。自分の手の内にあ

るものだけに注意を集中することによって心を平静な状態に保ち、幸福になることが

できると説く。もし自分が支配できないものを支配できると錯覚してしまうと、その

結果に落胆し、心が乱れることになる。世に見られる人間の悩みの多くは、この二つ

のものを峻別できていないことによるものであることも見えてくる。われわれに依存

しないものの中には、愛する子供や伴侶などの命も含まれる。愛する者を失うことは

宇宙の法則の中にあることなのである。エピクテトスは、「子供を愛撫しながら、君

は心の中でこういうべきである。もしかすると明日お前は死んでしまうかもしれない

と」とまで言っている。もし彼の哲学が徹底されているとすれば、人間の悲しみや苦

しみの大半は消えていくようにも見える。しかし、現実はそうなっていない。それは

エピクテトスの哲学が広く知られていないためなのか、あるいはその実践が極めて難

しいからなのだろうか。 

 

 第二に、善は道徳的善しかないという原理がある。悪にも道徳的悪しかない。快楽

や利益が行動の動機になってはならず、意志の純粋性が問題にされた。ストア派にと

っての悪はわれわれに依存している悪い行いだけであり、貧乏や病気や苦痛や他人の

悪口などは悪とは考えられていなかった。なぜならそれらはわれわれに依存していな

いからである。そして第三に、エピクロス主義（252 巻 7 号）と同様、宇宙的意識、

すなわちわれわれは宇宙の一部を構成しているという意識を持つという特徴があり、

宇宙の無限へと自己が拡張していった。そこでは、人間の意志が理性、すなわち宇宙

的自然の意志と一致することが求められたのである。この宇宙的理性とでも言うべき

ものを獲得するためには種々の鍛錬が必要になるが、その一つが瞑想である。その中

で、一瞬一瞬に無限の価値を見い出すようになる。 
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ストア派の倫理学に、親近性と訳されているオイケイオーシス（oikeiôsis）がある。

oikos とは家や家族を意味し、“at home”な感覚を伴うこの概念は、自己に属するもの

の認識、あるいは自己保存の衝動が含意されている。その点で、現代の生物学者であ

れば免疫を想起することもあるだろう。2 世紀のストア派哲学者ヒエロクレス

（Hierocles）は、同心円を使ってオイケイオーシスを説明している。それによると、

人間はまず自分の心と体を認識するところから始まり、自分の家族、近くにいる他の

人間、同胞、そして人類全体へと親近性の認識の輪を広げて行き、最終的にはそれぞ

れの円をできるだけ小さくすることが求められる。免疫を見れば分かるように、自己

と非自己の壁を破るのは非常に難しい。しかし、ここでも、自己から始めて全人類、

さらには全宇宙に至る世界について時間をかけて瞑想を繰り返すことが、ストア哲学

の目標でもある宇宙的理性に至る有効な手段になるはずである。 

 

 

真夏のロワール川 

（2016年 8月 27日） 

 

パスカル（Blaise Pascal, 1623-1662）が論じ、ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 

1749-1832）がアリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）やプラトン（Plato, 427 BC-347 

BC）と併せてじっくり読んだとされるエピクテトス。トルストイ（Leo Tolstoy, 

1828-1910）も「エピクテトスの教えを知らなくとも何とも思わないのに、最近のス

ペンサー（Herbert Spencer, 1820-1903）やヘルムホルツ（Hermann von Helmholtz, 

1821-1894）について知らないと恥に思う」と指摘して、同時代人の考え方を皮肉っ

ている。また、現代のスポーツ選手が「自分ができることに集中して、他のことには
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煩わされないように勝負に当たりたい」などと語るのを聞く時、そこにエピクテトス

がいるのを感じる。イギリスはエクセター大学での 2012 年のワークショップに始ま

る Stoic Week は、ストア哲学を普及し、その哲学が齎す効果について科学的な検証を

する試みだが、想像以上に多くの賛同者を得ていると聞く。そこでは古代哲学の中に

理論中心の哲学ではなく「生き方としての哲学」を発見したピエール・アドー（Pierre 

Hadot, 1922-2010）の研究（257巻 2号）も重要な理論的基盤を与えているようである。

また、エピクテトスのストア哲学は精神障害に対する証拠に基づく医療として用いら

れている認知行動療法（cognitive behavioral therapy: CBT）の哲学的起源になっている

と言われる。カール・ヤスパース（Karl Jaspers, 1883-1969）は、「われわれの内的生活

には対極にあるように見えるエピクロス主義とストア哲学が共存している」と指摘し

ている。そして、21世紀を生きるわたしの中にもこの二つの流れが息づいていること

を確認せざるを得ない夏真っ盛りのトゥールである。 

 

（2017 年 7月 10日） 


