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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 60回 瞑想とフランス生活、そしてその効果を想像する 

 

矢倉英隆 

 

「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」 

――ルネ・デカルト 

（谷川多佳子訳） 

 

最近、フランスに渡る前の内的状態が記された 10 年以上前のノートを目にすること

があった。驚いたことに、そこにはすでに瞑想という言葉があり、枠組みを取り払っ

た状態で考えを巡らす時間がそれまで不足していたという記述もあった。ただ、そこ

にあった瞑想という言葉の意味するところは、十分に理解されていなかったはずであ

る。2007 年秋に学生生活を始める１ヶ月ほど前、パリに行って住処を決めた。それは

家具付きアパルトマンでテレビも付いていたが、何度試してもうまく映らなかったの

でそのままにしておいた。今回の滞在では、改まって言葉を勉強したりフランスの現

状を理解したりするのではなく、思考することを重視しようと考えていた。その根に

は、言葉の習得やアメリカ文化を現地で知るということが目的になっていた最初の外

国生活では、思考が疎かになっていたと後年気付いたことがあった。振り返れば、テ

レビのない静寂の中での生活は、その後の内的生活に決定的な影響を与えることにな

った。そしていまでは、日本からフランスでの生活を眺める時、その全体が瞑想生活

そのものに見えるようになってきた。全くの主観ではあるが、その生活は「内的空間」、

特に「意識の第三層」（258 巻 2 号）の拡大を促していたように見える。今回は、前回

触れたストア哲学（262 巻 7, 8 号）や「意識の三層構造」にも関連する瞑想をフランス

生活との関連で取り上げ、西欧人の見方について紹介しながら瞑想の意味するところ

と個人や社会に及ぼす影響について考えてみたい。 

 

科学の世界に身を置いている殆どの時期、瞑想に類することは視界に入っていなか

った。そのような時間が取れなかったこともあるが、それ以上に瞑想という言葉に纏
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わりついているどこか非科学的な、あるいは怪しげな、と言ってもよい感触を拭い去

ることができなかったからだろう。それが変り始めたのはパリ生活が 2 年半を経過し

たある春の日のこと。バルコンに出て椅子に座り、太陽に向かって目を閉じ、只管ぼ

んやりすることがあった。そうすると、どこからともなく言葉やイメージが浮かんで

来ることが分かったので、それに繋がるものを記憶の中から探し始めていた。太陽の

光は内面を明るく照らし、その熱は内的空間を膨らます力を持っていた。その時、殆

ど手付かずのまま眠っている膨大な情報を収めた空間が自分の中に存在することを初

めて意識することになった。そして、この日のように何も考えずに始める運動を「瞑

想」、最初にテーマを決めて瞑想することを「省察」と名付け、わたしの思索の現場に

もなったのである。その後、これらの過程を繰り返すうちに、自分の記憶、すなわち

自分自身と親しく付き合う時間が増えたためか、自らをしっかり捉えているという感

覚と精神的な安定感が生まれるようになってきた。さらに、その感覚は自分を取り巻

く状況に対しても広がって行き、観察力や集中力が増しただけではなく、どのような

状況に対しても感情の揺れが殆ど見られず、一つのことが順調に進まなくてもある時

間の流れの中で処理すればよいという判断が無意識のうちにできるようになっている。

これまでよりは大きな全体の中に自分も含めた「もの・こと」を置いて生きていると

いう感覚があり、それが精神に余裕を与え、こころの平静を維持する上で重要な因子

になっているように見える。エピクロス（Epicurus, 341 BC-270 BC）（252 巻 7 号）や

アリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）に倣えば、これすなわち幸福な状態に在る

ということになる。瞑想の驚くべき効果と言えそうである。 

 

 

図１ 意識の深度の経年変化 
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昨年、意識の三層構造に触れた際、その経時的変化を図で示した（258 巻 2 号、図 2）。

その図に描かれている職業生活を離れた後の状態を、意識の深度という視点でさらに

追ってみた（図 1）。フランスでの学生生活の中で意識の深度はどんどん増して行った

が、それは瞑想の継続による意識の第三層の拡大と対応しているように見える。そし

て個人的に行っているサイファイ研究所 ISHE の活動のために日本に帰る時期は、意識

は少し浮き上がるように感じている。意識の三層構造に当て嵌めれば、第 1 層と第 2

層の動員が増加しているとも言えるだろう。実際には学生生活の中でも同じ活動をし

ていたので、正確にはその時期のカーブにも凸凹があることになるが、煩雑になるの

でここでは省略してある。 

 

 瞑想 « méditation » は「世話をする」ことを意味するラテン語の mederi の反復形

meditari に由来し、例えば、フランス語の医者（médecin）の中に生きている。その原

義は、いろいろな経験に対する精神の動きに注意を向けることである。瞑想について

語られる時、例えば、姿勢がどうの、呼吸がどうのというような細かい作法が取り上

げられることが多く、実際にいろいろなやり方や考え方があるようだ。しかし、瞑想

を求めて始めたというより偶然に導かれたところがある者にとって、形式はそれほど

問題ではない。わたしの場合、自らの存在をこころの深いところから最も自然なもの

と感じることができる状態になるのであれば、やり方は問わないという立場に落ち着

いているからである。 

 

瞑想自体は人類が意識に目覚めた時から行われていたと想像されるが、第二次大戦

後では1960年代にニューエイジとしてスピリチュアリティを中心に据える運動が起こ

り、その中で瞑想も取り上げられた。その後、西欧に瞑想が広がる上で大きな影響力

を持ったのが、マサチューセッツ大学教授だったジョン・カバット・ジン（Jon Kabat-Zinn, 

1944-）博士である。抗体の特異性の分子基盤を明らかにした免疫学者エルヴィン・カ

バット（Elvin Kabat, 1914-2000）博士の末っ子である。マサチューセッツ工科大学でノ

ーベル賞受賞者のサルバドール･ルリア（Salvador Luria, 1912-1991）博士の下で分子生

物学の学位を取った後、禅と瞑想の世界に入って行った。その博士が唱える「マイン

ドフルネス」（mindfulness）なる概念が日本語に入り、ちょっとしたブームになってい

ることを先日の日本で知った。最初は疼痛治療を目的としたマインドフルネス・スト

レス低減法（mindfulness-based stress reduction, MBSR）として開発され、その後いろい

ろな対象に広く応用されているという。瞑想という言葉にはどこか宗教的な雰囲気や

取っ付き難さがあったものが、「いまこの瞬間」に意識を集中する方法にこのような言
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葉を与え、プロトコール化するだけで現代人の受け止め方が変わったということなの

だろうか。ここ 10 年ほどで科学的な研究も急速に増えている。 

 

実はマインドフルネスという言葉を最初に聞いた時、古代から一気に現代に引き戻

されたような感覚に陥り、そこに漂うプラグマティックな匂いにやや幻滅を感じた。

いまでは会社ぐるみでマインドフルネスの瞑想を行う大企業があり、学校や刑務所で

も取り入れる流れがあると聞く。その姿を想像するだけで薄気味悪ささえ感じるが、

わたしだけだろうか。確かに、自らを振り返ることにも繋がる瞑想の機会は少なくな

っているように見える。それは個人だけではなく、組織や社会、そして国にも当て嵌

まるだろう。以前に「瞑想生活のある医学」（THE LUNG perspectives 22: 106-109, 2014）

について書いたのは、そのような認識があったからである。先日帰国した折に目にし

た政治の世界にもそれが反映されていて、自らに還る時間を持っていることを想像さ

せる政治家が殆ど見られないことに驚いた。ただ、だからと言って、瞑想そのものを

制度化することには違和感があり、あくまでも個人レベルで行うものとして瞑想を捉

えるべきではないだろうか。 

 

 

レンブラント 『瞑想する哲学者』 （1632） 

 

フランスでも瞑想に関する本を目にすることは少なくなく、雑誌でもよく特集が組

まれている。最近目に触れただけでも、以前 Le Nouvel Observateur と呼ばれていた

L’Obs が Méditations の特集を別冊で出し、一般向けの科学雑誌 Science & Avenir も
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Méditations を取り上げていた。L’Obs によれば、フランスの仏教徒は 60 万人、自分を

仏教徒と感じる人は 1,000 万人にも上り、25 年前の 3 倍に及ぶという。一神教を巡る

戦争状態も影響しているのかもしれない。例えば、ディドロ（Denis Diderot, 1713-1784）

を博士論文にした人気作家のエリック・エマニュエル・シュミット（Éric-Emmanuel 

Schmitt, 1960-）氏は、西欧のキリスト教的世界観に根強く見られる人間中心主義、あ

るいは神の創造が達する最終地点に人間を据える考え方に危うさを見ている。この問

題に対して、仏教は動物だけではなく生きとし生きるものの中に人間を置き直すとこ

ろがあり、精神世界や世界の観方を豊かにすると感じているようだ。その上で、絶対

を求める西欧思想に対し、生命あるものの全体を捉える思想として仏教を捉えている。 

 

ある現象学の研究者は、瞑想とフッサール（Edmund Husserl, 1859-1938）の現実の捉

え方との間に親和性があると考えている。フッサールは「『もの・こと』そのものに立

ち返る」ことを唱えたが、その方法として判断の保留を意味する「エポケー」を掲げ

た。時空間にあると思われるものは「そのもの」の表れにしか過ぎないので、それを

「括弧に入れる」と表現されたものである。より具体的には、普段何気なく生きてい

るところから距離を取り、起こっていることを意識できるだけの空間を自分の中に解

放することを意味している。これは瞑想の目指すところと何ら変わらないと見ており、

その上で、瞑想は具体的方法を欠いていた現象学に一つの方法を提示するものだとさ

え言っている。フッサールを愛するために生まれてきたとのお告げをいただいた者と

しては（257 巻 7 号）、実に興味深い指摘である。 

 

また、無神論者にして唯物論者の哲学者アンドレ・コント・スポンヴィル（André 

Comte-Sponville, 1952-）氏（249 巻 2 号）は、エキゾチシズムを信用していなかったよ

うだが友人の勧めで座禅を始めるようになり、数年前には集中的な座禅修行である接

心も経験したという。座禅をするために仏教徒になる必要もなく、一つの精神調整法

として用いることができるので、いまでは座禅や瞑想に対する抵抗も消え、毎朝シャ

ワーを浴びるように実践するようになったとのこと。無神論者としてはスピリチュア

リティを無限、永遠、絶対と関わる精神生活と捉え、唯物論者の立場からは精神は身

体であるとして整合性を保っているようである。 

 

大西洋の向こうにも瞑想で一日を始めている哲学者がいる。ニューヨーク市立大学

のイタリア人哲学者マッシモ・ピグリウッチ（Massimo Pigliucci, 1964-）氏は最近スト

ア哲学を信奉するようになり、毎朝その日に予定されていることを頭の中に思い描い
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てリハーサルしたり、ヒエロクレスの円（262 巻 7, 8 号）を想像しながら世界との距離

を縮めたりしているとのこと。仕事場にあっては、どんな行動をする時にも「いま」

に意識を集中するマインドフルネスを実践し、道徳が関与する決断を迫られる場合に

は特に注意するという。さらに夜には再び瞑想し、日記をつけ、一日の自分の行動を

振り返るようにしているとのこと。他人の内面は分からないが、かなりの効果が表れ

ていることを想像させる入れ込みようである。 

 

わたしがこちらに来る前、ジャーナリスト、哲学者でアカデミー・フランセーズ会

員だったジャン・フランソワ・ルヴェル（Jean-François Revel, 1924-2006）氏の自由で

型に嵌まらない考え方を知る機会があった。そしてこちらに来てからは、その息子さ

んの著作をリブレリーでよく目にすることとなった。生涯で 6 万時間の瞑想を行って

きたというチベット仏教僧のマチウ・リカール（Matthieu Ricard, 1946-）氏である。パ

スツール研究所で細胞遺伝学の学位を取った科学者でもあり、瞑想の科学研究に自ら

も協力している。氏の言葉によれば、毎日 30 分の瞑想をひと月続けるだけで脳の構造

に変化を及ぼし、免疫機能を増強する効果があるという。また、遺伝子発現や循環系

を含めた生体機能にも影響を及ぼすという報告もあり、今後の進展次第では人類を悩

ませてきた精神と身体の関係を理解する上でも、現代人の多くの病の対処法を探る上

でも貴重なヒントが得られるかもしれない。 

 

自らを振り返れば、図 1 で示したように、自分の内奥に沈み込み、その空間をどこ

までも覗き込み、そこにあるものと親しむ瞑想生活の中に長い間あった。そのことに

より、いろいろな「もの・こと」の繋がりに気付きやすくなってきた。フランスに来

る前、「過去を現在に引き戻す」（245 巻 10 号）というテーマが浮かんだが、実は記憶

と共に時を過ごす瞑想がそのための重要な方法になっていたことも見えてくる。そし

て、これらが齎すすべてがこころに落ち着きを与えている。先日帰国した折、拙エッ

セイを読み終えた後にこころが平静になるという評をいただいた。筆者の瞑想生活の

影響が文章にも表れているのだろうか。もしそうだとすれば、一人の瞑想生活がその

個人を超えて幸福を運んでいることになる。 

 

さらに、サイファイ研究所 ISHE のこの春の活動をこれまでの 3 種類から 5 種類に増

やすという暴挙に出た。かなりハードなスケジュールだったが、少しだけ体の疲れは

感じたものの何ごともなかったかのように終えることができた。瞑想生活の過程で内

的空間の許容量が増え、いろいろなものを恰も「別腹」に入れるように処理していた
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のではないか。それが驚きの直後の感想であった。この変化は徐々に起こっていたと

想像されるので、意識されるまでに 10 年という時間を要したのではないだろうか。全

くの主観的な観察にしか過ぎないが、今後も確認されるようであれば、瞑想の長期的

な効果を示すものになるかもしれない。 

 

 

シャルトル大聖堂裏、司教の庭の迷宮 

（2014年 12 月 8 日） 

 

われわれの人生は迷宮を歩くようなものだ、という言い方がある。「エルサレムへの

道」と呼ばれることもある迷宮には巡礼の意味があり、その中を歩くことは自らの内

面を観る瞑想の時間となる。そして、中心に辿り着いた時には新しい人間になってい

るという含みがあると言われる。デカルトは、望んでいた孤独の中での生活をオラン

ダで手に入れた。世間的な評価から離れた世界に沈潜することにより、思索に深まり

を見せることを期待したのではないだろうか。錯覚しやすい人間の性を理解していた

からだろう。そして、『方法序説』（Discours de la méthode, 1638）や『省察』と訳され

ている Méditations métaphysiques（形而上学的瞑想）（1641）を発表した。ひょっとする

と、わたしのフランスはデカルトのオランダに当たるのではないか。そんな思い掛け

ない繋がりが見えた涼しい夏の週末の朝、いつの日かデカルトに肖りたいものだ、な

どという途方もない夢が浮かんでいた。 

 

（2017 年 8 月 13 日） 


