
医学のあゆみ （2017.10.14） 263（2）: 211-215, 2017 

 

 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 61回 マルセル・コンシュ、あるいは哲学者の生活 

 

矢倉英隆 

 

「生きるとは詩を作ることであるかのように、わたしは毎日をインプロヴァイズしている」 

――マルセル・コンシュ 

 

 2001 年春、全くの偶然からフランス語に目覚めた（240 巻 6 号）。振り返れば、フラ

ンスに向かうことになる 6年前のことであった。当初、何とももどかしい感じが付き纏

っていた。それは、目の前に文字通り壁が立ちはだかり、あちら側を見ようとしても全

く見えないという感覚である。この状態は 2 年ほど続いたのではないだろうか。それか

ら、話をするために言葉を繋げようとしても出てくるのは英語で苦労した。わたしの場

合、日本語を使う領域と英語を使う領域が明確に分けられていて、扉を開けて英語の部

屋に入らなければならない。フランス語も英語と同じ部屋に詰め込まれることになった

のではないだろうか。さらに、フランス語を日本語に置き換えてもいま一つピンと来な

いことが少なくなかった。言葉に含まれている歴史や文化を知らないからである。この

関係は英語に触れた時から分かっていたのでフランス語に目覚めて以来、フランス文化

にできるだけ触れるようにしていた。 

 

 2006 年の春だっただろうか。日仏学院（現アンスティチュ・フランセ日本）のメデ

ィアテークに行き、本や雑誌に目をやっていた。その中に哲学雑誌 Philosophie Magazine

があり、モンテーニュ（Michel de Montaigne, 1533-1592）を師と仰ぐ無神論者が紹介さ

れていた。これまで何度か取り上げたことがあるマルセル・コンシュ（Marcel Conche, 

1922- ）氏である（242 巻 2 号、252 巻 7 号）。当時は自らの過去と断絶していたため、

若き日に触れた哲学者は意識の中になかった。そのため、この方が初めて目にしたフラ

ンスの哲学者という感覚になった。その時、84 歳という高齢にもかかわらず元気に活

躍していることに驚いたものだが、年齢に関する感じ方はこの 10 年で大きく変わり、

いまでは「84 歳など、まだまだお若い！」と考えるようになっている。何年か前にな

るが、この哲学者の日本での受容に興味を持ちネット検索したところ、驚きの発見をし

た。何と、わたしが折に触れて書いたブログ記事の他にはヒットするものが殆どなく、
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日本にはこの哲学者を研究している人はおろか、興味を持っている人もいない可能性が

あることが分かった。今回は、わたしにとって印象深いコンシュ氏の思想遍歴と哲学に

対するお考えを聴きながら、これからの参考になることを引き出してみたい。 

 

 

マルセル・コンシュ著 『生きることと哲学すること』 

 （Le Livre de Poche, 2011） 

 

 まず、一昔前に目にしたインタビュー記事を読み直してみる。そうすると、哲学に対

する彼の明確な考えが見えてくる。 

 

「『自ら哲学する』とは、根底を揺るがすような一つの経験に動揺し、圧倒されること

から始まる。ショーペンハウアー（Arthur Schopenhauer, 1788-1860）は、すべての哲学

はただ一つの考えを発展させたものにしか過ぎないと言っているし、ベルクソン（Henri 

Bergson, 1859-1941）もその考えを引き継いだ。わたしの哲学の元になった経験は、アウ

シュビッツや広島の子供たちの苦しみを絶対悪（mal absolu）、すなわちどんな視点から

も正当化できないものとして自覚したことと関係している。それは神の存在を疑わせる

のに十分ではないだろうか。わたしはキリスト教の中で育ったが、信じることなく早い

時期から神学的な世界の見方を拒否していた。そのため青春時代に哲学に傾斜していっ

た。哲学とは人間の理性の為せる業で、神に出会いようがない。それゆえ、真の哲学は

古代ギリシアのもの、すなわち神なき精神性である。デカルト（René Descartes, 

1596-1650）、カント（Immanuel Kant, 1724-1804）、ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

1770-1831）などはキリスト教信者で、信仰を見つけるために理性を用いた人たちであ
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る。その意味で、彼らは影響力からいって偉大な思想家ではあるが、真の哲学者とは考

えていない。近代の真の哲学者はモンテーニュである。彼は信仰と離れて、特に当時の

社会に浸透していた一神教から全く独立した視点で作品を書いた」 

 

コンシュ氏の場合、真の哲学者になるということはキリスト教が生まれる前のギリシ

アに戻ることで、宗教を離れた哲学者が本物だと考えているようだ。前掲の『生きるこ

とと哲学すること』では、デカルトは古くなるが、モンテーニュは永遠に若いとも言っ

ている。ここで重要になるのは、影響力を持つことと本物であることの違いだろう。同

時代にいると、影響力に目を奪われ、何が本物なのかが見えなくなるからである。本物

は宮沢賢治（1896-1933）のように埋もれている可能性があるので、発掘しなければな

らない。そこで求められるのも本物の目になる。コンシュ氏の著作を読んでいると、一

人の人間が地にしっかりと足をつけ、ゆっくり考えている姿が浮かび上がってくる。騒

がしい世界から見れば、地味な世界に映るのではないだろうか。影響を与えようなどと

いう魂胆は微塵も見られない。自己との対話を通して「もの・こと」の本質に向かう鋭

くも静かな目があるだけだ。とことん自己を突き詰めている。そこからしか創造的なも

のは生まれないとでも言っているかのように。そして、その精神のあり方は何ものにも

代え難く、いま最も必要とされるもののように見える。 

 

インタビューの先を読んでみよう。 

 

「デカルト、カント、ヘーゲルは、形而上学としての哲学を理解していなかった。彼ら

にとっての哲学は、科学の形態を採っていなければならなかった。それは根本的な誤り

である。なぜなら、形而上学としての哲学は、すべての実在についての真実を発見する

試みであり、科学の本性とは異なっているからである。哲学の本質は試みることであり、

何かを把握することではない。形而上学とは、何かを証明することではなく瞑想するこ

となのである。形而上学で確認することは、いつでも変わりうる意見ではなく、真の体

験から生れた信念である」 

 

形而上学とは何かという問いを抱えていた当時のわたしは、彼の言葉に一つの方向性

を見たように感じていた。証明を求めるのは科学である。他方、形而上学が求めるのは

実証ではなく、思考における論理性の上に成立した信念だという。それは証明できるの

ですかという問い掛けや証明できないのであれば意味がないという声は、科学の側から

のものでしかないことが分かる。科学と形而上学の明らかな違いがそこにある。前回も
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触れたが、形而上学の方法論となる瞑想とか省察の意味を当時は十分には理解していな

かった。ただ、科学と形而上学という人間に可能な二つの思考をどこかで統合できない

かという考えは生まれていた。 

 

コンシュ氏が絶対的なものとするのは、自然（phusis）である。体系立ったもの、ド

グマ、そして認知された哲学を信じない。彼は次のように語っている。 

 

「物質という概念はわたしにとっては不十分に見える。物質の創造性を考えるのは難し

い。創造性には自然の天才がなければならない。自然は原因の連続としてではなく、即

興として理解すべきものである。自然は詩人なのである。自然を詩的に捉えなければな

らない。原因が結果を生み出す過程は単純な繰り返しではなく、そこには革新がある。

原子のいたずら（clinamen）が働く空間としてエピクロス（Epicurus, 341 BC-270 BC）が

想像したのが、これである。わたしがこのような考え方になったのは、子供の頃から農

民として働いていた育ちと関係がある。自然とのこの関係は、わたしにとって根源的な

意味を持っている。大学以降に学んだ抽象的な哲学の影響でこのことを忘れていたが、

モンテーニュのお陰で自然との関係の上に成り立つわたしの存在の根の部分に再び触

れることになったのである」 

 

彼は現在、故郷のドルドーニュ川沿いにあるコレーズ県アルティヤックという田舎町

に住んでいる。冒頭の写真にある対談本で、田舎に離れて住んでいると見捨てられたよ

うな気分にならないかと訊かれ、それはパリジャンの質問だと切り替えしている。パリ

のインテリにとって、カルチエ・ラタンの空気を吸いながら学生や同僚、そして外国の

研究者とエスプレッソ片手に会話や議論をすることが最も知的であると感じるように

なっている。そういう人から見れば、すべてから離れたような田舎にどうして生活でき

るだろうか、となるのだろう。しかし、すべてから離れているということは、自分自身

に近いところにいるということでもある。孤独の中で書くということは、それが純粋に

その個人のものであるということである。モンテーニュは、誰からも邪魔されることの

ない環境で、最も豊饒なもの、永遠と言ってもよいものを自身の中に発見している。コ

ンシュ氏は、読書の中で得られる深い平穏と自然の知恵を前にして感じる自身の内にい

る友のお陰で、見捨てられたような気にはならないと答えている。この感覚はわたしが

感じるようになっているものにも近いように思う。ただ、自身の友をコンシュ氏のよう

に「内なる神」と呼ぶところまではいっていないのだが・・・ 
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ところで、哲学者は具体的にどのような日常を送っているのだろうか。『生きること

と哲学すること』の中にこんな描写が出てくる。 

 

――朝の 5 時 5 分前、プロセインの兵士だったマルティンが御主人の寝室に入り、「時

間です」と告げる。その哲学者は 5時にはテーブルに着き、紅茶を 1-2杯飲み、日に一

度のパイプを燻らす。そして、7 時には講義に出掛ける。帰ってきて午後 1 時 15 分前

まで書斎で仕事をする。その時、料理人がマルティンと共に 「45分になりました」 と

言いに来る。昼食にはグラス半分のラインかハンガリーのワインを飲み、お客さんが来

るのを待つ。会話を楽しみにしていて、一人で食事をするのを嫌っていた。客は 2人か

ら時に 5人くらいで、午後 3時まで食事は続く。ここでも皆さんワインで、その哲学者

が嫌うビールは決して口にしなかった。―― 

 

カントの日課である。ケーニヒスベルクの冬は厳しいものだったが、どんな天候であろ

うと食事の後の 1時間の散策は欠かさなかったという。そして、散策から戻ると高級紙

や政治関連のものを読み、午後 6時から夜の仕事を始める。夜食は取らず、読書に打ち

込む。そして 10 時になると就寝。冬でも暖房なしだが、カントは布団に包まって暖ま

る特別な方法を知っていた。満足してベッドに入ると眠気が襲う。そして、自分は幸せ

な存在だと思うのであった。 

 

 

『カントと食卓を囲む仲間たち』 （1892/93） 

Emil Dörstling (1859-1939) 作 
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これに対するコンシュ氏は、朝 7 時から夜 10 時までが活動の時間になる。食事の時

間は決まっていて、朝 8時半、昼 12時半、夜 7時半。朝 11時までは知的活動。それか

ら新聞に目を通し、手紙を書く。午後は知的仕事、樹木栽培、散策、昼寝のどれかに充

てられ、夕方には読書をする。意外だったのは、夜にテレビをよく観ること。ただ、10

時になるとどんなに面白い番組があっても寝るという。結末に興味もないし、すぐに忘

れてしまうので悔いが残らないようだ。お二人の哲学者の一日は、時計のように規則正

しい。カントがほぼ 80 歳で亡くなり、コンシュ氏は 95歳になっても旺盛に作品を発表

されている。翻って我が日常を見直すと、その不規則さは目を覆うばかりだ。どうも規

則性の中に身を閉じ込めるのは耐えられないと感じているようで、これからもいまの状

態が続きそうである。 

 

さて、一昔前のインタビューで、コンシュ氏は行動（l’action）と活動 (l’activité) と

の間の興味深い違いを指摘している。行動が歴史的なものであるのに対して、活動は無

歴史的なものだという。ご自身は歴史的なものに影響を受けて哲学に入ったが、哲学者

は個々の出来事に対して立場を明らかにするのではなく、寧ろ時代的なものを抽象化す

る視点が必要になるとしている。つまり、哲学者は行動する人である必要はなく、あく

までも考えなければならない。しかも行動に参加しなくても活動的でいることはでき、

その活動は創造的な自発性に導かれたものになるだろう。教師をしていた時代は行動す

ることに縛られていたが、いまは日々をインプロヴァイズできるようになったという。

社会の中にいる存在に隷属を強いる仕事なども行動に含まれるのだろうが、活動にはそ

の要素はない代わりに詩人の性質が求められる。この無歴史的、詩的活動こそが真の生

活であるとでも言いたいようである。 

 

彼はまた、こころに働き掛ける言葉を残している。例えば、「唯一無二の人間になる

ためには、ある種の英雄的行為が求められる」。敢えて他の人と同じようになろうとし

ないこと、それは想像を超える勇気を要することだと言っている。あるいは、「余り性

急にレッテルを貼る人間を信用すべきではない」。彼は無神論者だが、それは必ずしも

反キリスト教を意味しない。妻はカトリックだった。人間をじっくり見ることの方が信

仰や意見よりもずっと重要で、左右の対立の中でもしばしば忘れられることだと指摘し

ている。そのような硬直化した見方を« fossilisation »（化石化）という言葉で表現し、

その中に真の人生はないと言っている。これらのことを実行する際に第一に求められる

のは、モンテーニュやコンシュ氏がやったように、自己と向き合うという時間をたっぷ

り取ることではないだろうか。それは哲学においても人間が生きる上でも極めて重要で
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あると考えるようになっている。 

 

 

パリのあるカフェにて 

（2015 年 5 月 21 日） 

 

 この週末、パリでは初めてになるサイファイ・カフェ（略称：パリカフェ）をカルチ

エ・ラタンで開いた。わたしが主宰しているこのようなカフェやフォーラムをコンシュ

氏の言う「行動」と「活動」の対比から見直してみると、それらは行動というより活動

に当て嵌まることが見えてくる。なぜなら、行動する時にしばしば伴うこころの負担や

拘束の感覚が全くないからである。パリカフェの翌朝、活動を終えた後の充足感と共に

馴染みのカフェに久し振りに向かった。店員の親しげな態度を密かに楽しみ、街行く人

のリズムを感じながら、すべてがインプロヴァイズ可能な活動の時間になって久しいこ

の生について、改めて思いを巡らせていた。 

 

（2017年 9月 6日） 

 


