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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 64回 啓蒙主義と反啓蒙主義、あるいは我々を分断するもの 

 

矢倉英隆 

 

「このように、コナダニからヒトに至るまで、生物の暴力的破壊の強力な法則が実行される。 

絶えず血に浸されたこの世界全体は、巨大な祭壇以外の何ものでもない。 

そこではすべてが終り、悪が消え、死そのものに死が訪れるまで、生きとし生けるものは 

果てしなく、必要以上に、休みなく生贄に捧げられなければならない」 

――ジョゼフ・ド・メーストル 

 

2017 年はフランスだけではなくアメリカ合衆国の大統領も新しくなり、その前年に

はイギリスの指導者も変わった。プラトン（Plato, 427 BC-347 BC）やアリストテレス

（Aristotle, 384 BC-322 BC）からはお叱りを受けそうだが、フランスに来て以来、精神

的には庵の中にあり、国内の社会や政治の動きとは無縁の生活であった。ただ、アメ

リカの大統領選の過程を耳にし、フランスの将来にも興味が湧いたためか、今回の大

統領選挙を追跡してみることにした。ネット上にある各候補の演説会や候補者間の討

論会もできるだけ見るようにした。この過程で、フランスにおける政治勢力にはどの

ようなものがあるのかを初めて知ったほか、いろいろなことが見えてきた。その一つ

に、世界で起こっている地殻変動の背後にあると思われる問題がある。それは、これ

まで当然のことのように時代を動かしてきた原理としての啓蒙主義に抗する形で、歴

史的には明確にその対極に存在するにもかかわらず、原理の陰に隠れて意識されてい

なかった反啓蒙主義やロマン主義とでも言うべきものが噴き出しているのではないか

というイメージである。反啓蒙主義はニーチェ（Friedrich Nietzsche, 1844-1900）をして

「もう一つの思想の頂」とまで言わしめたものでもあった。今回は、科学時代を考え、

これからの世界にどのように向き合っていくのかを探る上でも重要になると思われる

二つの流れがどのようなものなのかを見直し、その視点から自らの歩みについても振

り返ってみたい。 

 

18 世紀に科学、芸術、哲学による知の発展が人間性の完成に導くという近代的な意

味での進歩の概念が生まれた。ヴォルテール（Voltaire, 1694-1778）などの啓蒙思想家
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は、人間の不幸は無知と偏見が原因で、それを救うのは学問と知識だと主張し、それ

が現代に至るまでの指導原理になった。それに対して、学問や芸術の発展こそが人間

を堕落させ、不幸にしてきたと考えるジャン・ジャック・ルソー（Jean-Jacques Rousseau, 

1712-1778）との間で論争があったことは朧気ながら知っていた。しかし、その程度の

理解であった。それを補う意味で、ベルギー出身の哲学者ロベール・ルグロ（Robert 

Legros, 1945- ）博士の分析を基に、啓蒙主義と反啓蒙主義あるいはロマン主義の対立

を概観してみたい。 

 

 

『ヴォルテール』 （1778年） 

ジャン・アントワーヌ・ウードン（1741-1828）作 

アンジェ美術館にて 

（2015年 10月 17日） 

 

17 世紀から 18 世紀にかけてヨーロッパで生まれた啓蒙思想には、フランス語では光

そのものを意味する « Les Lumières »が充てられているが、英語（Enlightenment）でも

ドイツ語（Aufklärung）でもその状況に変わりはなく、人間精神を明るく照らすという

意味が込められている。この思想は、理性と個人主義を最高位に置くもので、伝統を

否定し、自律、普遍、独立を具えた主体に成ることこそが人間の使命であるとした。

ロマン主義はこの思想の検証から生まれ、そこに疑義を差し挟むことになった。フラ

ンス革命が終わった 18 世紀末に始まり、19 世紀を通じてヨーロッパに広がっていった。

啓蒙思想が唱える理性主義や普遍主義から距離を取ったドイツの思想家として、フリ

ードリヒ・シュライアマハー（Friedrich Schleiermacher, 1768-1834）、ヘーゲル（Georg 
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Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831）、ヘルダーリン（Friedrich Hölderlin, 1770-1843）、シ

ェリング（Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 1775-1854）、フリードリヒ・シュレーゲル

（Friedrich Schlegel, 1772-1829）、ノヴァーリス（Novalis, 1772-1801）、アダム・ミュラ

ー（Adam Müller, 1779-1829）などが挙げられ、前回取り上げたエルンスト・ヘッケル

（Ernst Haeckel, 1834-1919）も影響を受けた人たちである（263 巻 10 号）。音楽の分野

では、普遍を目指したバッハ（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）やモーツァルト

（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）とは異なり、ベートーヴェン（Ludwig van 

Beethoven, 1770-1827）、シューベルト（Franz Schubert, 1797-1828）、ウェーバー（Carl 

Maria von Weber, 1786-1826）などはドイツの伝統に根差す音楽を求めたと言われる。さ

らに絵画においても、自然の中に物理的なものだけではなく神秘的なものをも見よう

としたカスパー・ダーヴィト・フリードリヒ（Caspar David Friedrich, 1774-1840）がお

り、イギリスにはウィリアム・ターナー（Joseph Mallord William Turner, 1775-1851）が

いた。 

 

 

『雲海の上の旅人』 （1818年） 

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ作 

 

啓蒙主義同様ロマン主義も、法は我々から生まれるとした。しかし、その我々は個

人の集合ではなく、我々の伝統、習慣、風習、つまり我々の文化であった。伝統や文

化から抜け出た普遍的な人間など存在せず、人間とは歴史的、社会的に生まれるもの

だと考えたからである。個人ではなく、伝統や文化を尊重し、その下に人間を置こう
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としたとも言えるだろう。古典的な保守主義と言われるものも伝統に忠実ではあるが、

それは宗教に忠実である限りにおいてであった。しかし、ロマン主義は第一に伝統に

忠実である人間を考え、宗教は二の次であった。それぞれの文化の特殊性を認め、普

遍化することに反対したのである。そのため、政治的には保守的であったが、反植民

地主義の立場を採った。啓蒙主義者も偏見を排除し人間の平等を訴えたが、それはヨ

ーロッパの中でのお話であった。ヨーロッパ人以外を下に見て、従わせるものと考え

ていたのである。 

 

人間の平等と文化の平等が合致することはあるのだろうか？  ロマン主義は理性に

対して感情の側に立ったとする見方があるが、そんな単純なものではないという。古

典的な美はフランスの庭園に見るように数学的調和や秩序を見えるようにするもので

あった。ロマン主義者はこの考えを捨て、感知できるものは形によっては表現しきれ

ないと考えたのである。すべての民族には独自でかけがえのない精神が存在するとい

うことを意味する民族精神（Volksgeist）という言葉がある。最初に使ったのはヘーゲ

ルだとされるが、その概念は反啓蒙思想の基にいるヨハン・ゴットフリート・ヘルダ

ー（Johann Gottfried Herder, 1744-1803）が出したものである。理性と進歩と普遍を掲げ

る啓蒙思想は植民地主義の危険性を内包している。一方、民族精神を掲げるロマン主

義には民族の純粋性を要求する危険性がある。人種差別主義との親和性が高いのであ

る。 

 

啓蒙思想とロマン主義との対立を超える道はあるのだろうか？ ロマン主義が唱え

る土地への帰属と啓蒙思想が大切にする思想の自由は共存できるのだろうか？ これ

らの問いは、現在我々を取り巻いている状況に如何に向き合うのかという問いにもな

るだろう。しかし、その問いが明確に提示され、その解が得られているようには思え

ない。この状況で言えそうなのは、次のことである。それはまず、対立する二つの考

え方があることを認識し、その上で、一方に身を委ねて安穏としながらそれ以外を反

射的に排除するのではなく、両者の間でバランスを取りながら、それぞれの中にある

優れた要素を拾い上げ、独自の思想を組み立てるという難しい仕事に向き合わなけれ

ばならないということではないだろうか。 

 

 ここまで理解が進んでくると、自らの歩みを新たな光の下で見直すことができるよ

うになる。振り返れば、学生時代からノンポリではあったが、この世界が理想的には

見えなかったため、それは変えるべきものとして映っただけではなく、その作業は容
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易なことだと考えていた。当時、そのことで父親ともよく議論したが、その議論は自

分の意見を通すためにはどんな理屈でも付けるというソフィスト的なやり方であった

と言えば、ソフィストに失礼になるだろうか。理想の世界がここにないのだとすれば、

どこか他のところを探さなければならない。いまいる世界についての理解を深めると

いう方向には進まず、伝統の尊重や土地に根を張るという考えからは離れて行った。

当時は意識されていなかったが、これは啓蒙主義に導かれたものだったと言えるのか

も知れない。それは科学が謳い上げる理性と進歩、そして普遍の希求を内包するもの

で、コスモポリタンな考えに親和性を持つものでもあった。この状態に変化が生じた

のは、哲学への興味が湧いてきた退職の数年前のことだったように思う。この世界を

変えることは殆ど不可能で、変わる時には変わるという性質のものでしかないと理解

した時、この世界のすべてを一度受け入れ、それを理解しようとすることの方が生産

的ではないかと考えるようになった。それは内的世界を広げ、深みのあるものにする

ためにも有効な道に見えたのである。科学のように未来を見、未来を売り、未来を待

つのではなく、過去を探索し、過去を参照しながら人間世界や自然の中の真理を発見

しようとする試みに意味を見出すようになった。その時期が哲学への興味が現れた時

期と同期しているのも興味深い。それは同時に啓蒙主義を相対化しようとする試みで

もあり、全体として好ましい変化ではなかったかと考えるようになっている。 

 

ここまで科学時代を牽引してきたのは、理性や普遍を謳い上げる啓蒙主義であった

ことは間違いないだろう。しかし、それは普遍的な数と量による進歩を指標とする思

想を生み出すことになった。この思想は単純で画一的な基準に基づいているために進

歩を先鋭化させるが、同時に多様性を失わせる危険性がある。実際、「いろいろな進歩」

がなくなり、同じ穴に多くの人間を押し込め、同質の競争を強いることになった。そ

の結果、本来、啓蒙主義が目指していたはずの人間を生かし、解放する方向ではなく、

人間の生きる幅を狭め、首を絞めることになってきた。この状況を意識の三層理論に

当て嵌めれば（258 巻 2 号）、社会自体が第二層までの思考に留まることを強いること

になり、人間精神の豊かさを齎すはずの第三層での思索が広がらない社会を生み出し

たのである。いま、それでよいのかという問いを発する時が来ているのではないだろ

うか。最近、人々の物言いも荒くなっているように見える。本居宣長（1730-1801）の

言う「意と姿」の問題を思い起こす必要があるだろう（256 巻 11 号）。いま、「意」す

なわち情報だけが伝わればよいという考えが支配的になり、それをどのように表現す

るのかという「姿」の問題が忘れられているように見える。それは非常に貧しい世界

だと言えるだろう。還元主義が極端になると「それは X に過ぎない」という言い方が
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多用されるために“nothing-buttery”と揶揄されることがある。「姿」の問題を考えるため

にも、「X 以外」を育むためにも意識の第三層の開拓が重要になるはずである。 

 

今回、反啓蒙主義について調べる中で、ジョゼフ・ド・メーストル（Joseph de Maistre, 

1753-1821）というフランスの外交官にして反革命主義者の存在を知った。フランスで

はヴォルテールやディドロ（Denis Diderot, 1713-1784）なら問題はないが、この人の名

を口にすると反動主義者ではないかと訝しがられるという。ドイツのヘルダー、イギ

リスのエドマンド・バーク（Edmund Burke, 1729-1797）と並び称されるフランスにお

ける反啓蒙主義者の元祖とされる人物である。戦争について語る中で、エピグラフの

他に彼の自然観が分かる次のような言葉を残している。 

 

 

ジョゼフ・ド・メーストル 

フランソワ・ル・ヴィランのリトグラフ 

ピエール・ブイヨン（1776-1831）の絵に基づく 

 

「生物の広大な領域においては、明白な暴力とすべての生物を共通の死に向けて武装

させる決められた一種の熱狂が支配している。感覚のない世界を出るやいなや、生命

の最前線に刻み込まれた暴力的な死の命令を見出すであろう」 

 

「ある生き物が、他の生き物によって貪り食われていない瞬間など存在しない。これ

らの多くの種類の動物の上に人間は位置しており、その破壊的な手は生きているもの

に対して一切容赦しない。人間は食料を得るために殺し、服を着るために殺し、飾り
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立てるために殺し、攻撃し、護り、学び、楽しみ、最後は殺すために殺す」 

 

最近、共生や利他主義が強調され、自然界はお互いを考えながらうまく共存してい

るという考えが生まれている。しかし、捕食生物と獲物から構成される生物界におい

て、生き残りをかけた闘いが続いており、共生や利他主義だけで生き残れるほど甘い

世界ではなく、極めて残酷だというこれまで主流だった考えも衰えを見せない。われ

われ人間は主要な捕食生物ではあるが、同時に細菌やウイルスや寄生虫の獲物である。

殆どの場合、われわれはそのことを意識していないが、免疫系のお陰で、知らない内

に多くの闘いが終わっているからである。つまり、生物界を見渡すと、メーストルの

指摘は正鵠を射たものと言えるだろう。ただ、人間の知性と免疫系のお陰で捕食生物

に対してかなりの防御力を発揮していることも事実である。 

 

このことに関連して、純粋な好奇心による真理の追求こそが科学技術の進歩のモー

ターであるとする考えがある一方、人間の性質の中に組み込まれているかに見える戦

争こそが科学技術の進歩を促すものだという考えも根強いことが想起される。前者の

主張にはそうあるべきだという願望も含まれている。そうなるためには人間が持つ性

質を制御することを学ばなければならないという点で、要求水準が高い。それに対し

て、後者においては人間の原始的な部分が発動する。本能とも通じる生々しいもので、

日頃作動している抑制が解除されると自然に前に動き出す。おそらく現実の研究では

両方の要素が働いていると思われるが、時代によりその一方が強調されてくることが

あった。これまでは啓蒙思想が優勢だったが、ここに来てそれまで眠っていたもう一

方の反啓蒙思想が噴出し、戦争の要素も前面に出てきているように見える。このよう

な問題を考える時に注意しなければならないのは、啓蒙思想が支配する社会の中にい

る者は往々にして深く考えることなく、それ以外を自動的に排除する傾向があること

である。いまいる状況を相対化できていないのである。先に述べたように、両方の考

えを俎上に載せ、なぜそうなのかを理論的に明確にしておく必要がある。それがない

ところでは、いざという時に簡単に流れに飲み込まれてしまう可能性が高いからであ

る。 

 

今回、10 年目にして初めて政治の世界を覗くことになったが、政治を含めて常に動

いている外の世界を観るためには時間が必要になる。その分、内に向かう時間が奪わ

れるということでもある。それまで現世の動きに注意を払うことなく生きてきたが、

何の不便も感じなかった。案の定、大統領選が終わった後は再び外の動きには無関心
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な精神的庵暮らしに戻っている。この状態にエピクロス（Epicurus, 341 BC–270 BC）か

らだけは批判が来ないことを願いたい年の瀬のトゥールである。 

 

（2017 年 12 月 7 日） 


