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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 72回 反骨の医者パラケルスス、その自然哲学と錬金術 

 

矢倉英隆 

 

「わたしが書いたものは本物で反駁の余地のないものとして 

世界の最後の日まで存続し、生き残るだろう」 

――パラケルスス 

 

2008 年 2 月に開かれた「生命を定義する」というシンポジウムに参加した（251 巻

11号）。冒頭、コレージュ・ド・フランス教授やパスツール研究所長などを歴任したフ

ランソワ・グロ（François Gros, 1925- ）博士が開会講演をされた。古代ギリシアから

現代に至る科学の変遷を振り返る中で、人間の体を化学工場と見ていたスイスの医者

にして錬金術師が現れた。その男こそ、アリストテレス（Aristotle, 384 BC-322 BC）や

ガレノス（Galen, 129-c. 200/c. 216）の考えに基づく当時の医学を批判し、全く新しい

医学の確立を訴えたパラケルスス（Paracelsus, 1493/4-1541）であった。早速調べたネ

ットの画面から飛び出してきたその顔に、わたしは惹き込まれた（最初の写真）。そこ

に精悍さとふてぶてしさと強い反骨の精神が宿っているように感じたからである。今

回は、図らずも前回取り上げたアンブロワーズ・パレ（Ambroise Paré, 1510-1590）と

同じ激動の時代に生きたパラケルススが目指した医学とその背景にある哲学、さらに

錬金術の世界についても覗いてみたい。 

 

パラケルススは、15世紀の終わりにスイスの山間の町アインジーデルンにテオフラ

ストゥス・フォン・ホーエンハイム（Theophrastus von Hohenheim）として生まれた。

開業医だった父親ヴィルヘルムが与えたテオフラストゥスという名前は、アリストテ

レスのリュケイオンの第 2 代学頭で植物学の祖とも言われるテオプラストス

（Theophrastus, 371 BC-287 BC）（260巻 10号）に肖っているとされている。事実、父

親はテオフラストゥス少年に植物やその優れた治療効果を教えたようである。10歳に

なる前に母親を亡くし、父親はオーストリア南部のフィラッハに移り開業した。その

町にあった鉱山学校で父親は教鞭も執った。この環境も息子に大きな影響を与えてい

た可能性がある。10代半ばから 5年間、医学を修めるため遍歴に出るが、その詳細は
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明らかになっていない。確かなことは、その遍歴後イタリアのフェラーラ大学医学部

を修了していることである。しかし、ガレノス以来の権威に頼る正規の教育に失望し、

多くの病気を知るためには旅に出なければならないと考えるようになる。真理は教室

や書籍の中ではなく、自然の中にあると考えたのである。 

 

 

『パラケルススと思われる肖像』 

クエンティン・マサイス（1466-1530）の失われた作品に霊感を受けたもので作者不明 

ルーヴル美術館（2018 年 6月 26日） 

 

それから 8年ほどの間、サレルノ、モンペリエ、グラナダ、リスボンからイギリス、

プロイセン、リトアニア、ポーランド、ハンガリー、クロアチアなど数え切れない国々

を遍歴。医者だけではなく、床屋、産婆、魔術師など、治療を行うとされるところな

らどこへでも出かけた。30代に入り、ザルツブルクを経て、ストラスブール市民にな

る。この時期に、ユマニストを保護していたバーゼルの有力な印刷業者ヨハネス・フ

ロベニウス（Johannes Frobenius, c. 1460-1527）の切断も考えられていた下肢の疾患を切

断せずに治しただけではなく、フロベニウス邸に住んでいたユマニストのエラスムス

（Erasmus of Rotterdam, 1466-1536）の病気も治し、彼の名声は高まることになる。そ

して、30代前半という若さでバーゼル市の市医ならびにバーゼル大学教授になり、彼
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が願っていた医学の改革に乗り出すことになる。それは、ヒポクラテス（Hippocrates of 

Kos, c. 460 BC-c. 370 BC）やガレノスやイブン・スィーナー（Ibn Sina or Avicenna, 

980-1037）などの教えに盲従するのではなく、実験とその結果について考察すること

により、自然とそこに潜む神秘について深い知識を得ることを軸とするもので、大学

に対する挑戦でもあった。そして 1527年 6 月 24日、聖ヨハネの祝日にイブン・スィ

ーナーの『医学典範』を火の中に投じたのである。彼の過激な正統への攻撃が当時進

行中の宗教改革の中心人物マルティン・ルター（Martin Luther, 1483-1546）と重なり「医

学のルター」と呼ばれたが、パラケルスス自身はそれを嫌っていたようだ。結局、大

学当局との対立が激しくなり、僅か 1 年でバーゼルを去ることになる。おそらく、こ

の頃からパラケルススと名乗るようになったと思われるが、パラ（para）という言葉の

中には「超える」という意味があり、古代ローマの医学者アウルス・コルネリウス・

ケルスス（Aulus Cornelius Celsus, c. 25 BC-c. 50 AD）を超える存在という野心的で挑戦

的なものであった。そしてこれ以降、47歳で亡くなるまで放浪に身を委ねることにな

った。 

 

パラケルススはその短い生涯で膨大な著作を残した。彼の体系を示すものとして、

『ウォルメン・パラミルム』（Volumen paramirum）、『パラグラヌム』（Paragranum）、『オ

プス・パラミルム』（Opus paramirum）という三部作がある。最初の『ウォルメン・パ

ラミルム』では、病因として「天体因」、「毒因」、「自然因」、「精神因」、「神因」の 5

つを挙げている。天体因とは、どうして病気になったのか合理的には理解できない運

命とも言える非合理的なものである。この時、病気は避けられるものであるという考

えを超え、受け入れざるを得ないものとして我々を支配する。毒因とは、次のような

ものである。我々が生存するために外から栄養を摂取しなければならないが、その中

には体のためになる本質的なものと毒が存在する。この両者を選別するために神が胃

の中に入れたのが錬金術師である。この不調により生じるのが毒因である。第三に、

自然因がある。自然の中に天と地があるように、人間の体内にも天と地がある。大地

は外から栄養を取り豊かに実るが、天空は外部の栄養を必要としない。この両者を結

び付けて統一体を作っているのが「生命の液体」（Liquor vitae）で、これが体の調和や

不調和を決定している。精神因は愛憎などの感情や言語や文化などから構成され、神

因は以上の 4 つの病因を超えるもので、神による懲罰の意味が込められている。罪を

浄化するために、神が浄罪火として病気を与えるのである。その原因が神にあるとす

れば、病気の治癒も神の手の内にあり、医者の仕事はそれを上手く助けることになる。

言い方を変えれば、神が医者を介して治癒へと導いている。この見方はアンブロワー
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ズ・パレの哲学にも通じるところがある（266巻 10号）。また、病気と健康は元々一つ

のもので、それが両極に分かれたと考えている。とすれば、病気は必然として存在し

ている。そこに治癒を齎すためには、病気を取り除いただけでは不十分で、全体の均

衡を新たに作らなければならない。この捉え方にはジョルジュ・カンギレム（Georges 

Canguilhem, 1904-1995）が考えた病気と治癒の本質とも繋がるものがある。カンギレム

は、病気を「望ましくないものでも、避けなければならないものでもない。それは主

観的な変化であり、体の全的な作り変えである」とし、治癒を「時に以前のものより

優れた新しい生の規範を手に入れることである」と捉えていたからである（251 巻 6

号）。パラケルススの哲学の中に、わたしの見方とも響き合う現代に引き継がれている

要素が見えてくる。 

 

 

『錬金術師』（1558） 

ピーテル・ブリューゲル父（Pieter Bruegel the Elder, 1525/1530–1569） 

 

生命のない物質と生物との違いを言葉にするのは難しいが、なぜか殆どの場合すぐ

に識別できる。ただ、ミクロの世界、原子の世界に入るとその差は見えなくなる。命

なき物質がどのように出合い、その輪を広げることにより生命はでき上がったのだろ

うか。生命に宿る目には見えない力に我々の祖先は惹かれてきた。その力がこの生を

より力強く前に進めるものだと考えたに違いない。古代ギリシアのヒポクラテスはそ

れを自然治癒力（vis medicatrix naturae）と言い、18世紀のポール・ジョーゼフ・バル

テ（Paul-Joseph Barthez, 1734-1806）は生命原理（principe vital）と言った（241巻 2号）。
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20世紀に入り、ベルクソン（Henri Bergson, 1859-1941）は生命の飛躍（élan vital）と名

付けた。これは精神の世界に属する概念で科学の領域では扱われない。しかし、彼ら

の考えを超えて生命力が物質にも宿ると考える人たちがいた。錬金術師である。 

 

錬金術は古代、金属を扱う中から生まれた秘儀である。錬金術師と言われる人たち

は怪しげな実験をし、その成果を暗号化された言葉で受け継いで行った。彼らの目的

は「賢者の石」（philosopher’s stone）を手に入れ、鉛や水銀などの卑金属を金や銀に変

えたり、「エリクシール」（elixir of life）を抽出して不老不死を獲得したりすることで

あった。現世的な利益に結びつくこの技術には多くの胡散臭い人間達が寄ってきた。

しかし、真の錬金術師たちが最も興味を持ったのは魂の変容であった。具体的には、

卑俗で無智を象徴する鉛からその対極にある金への変容を自らが行うこと、すなわち、

彼らが目指したのは物質レベルの問題ではなく、朽ちることのない最高の知恵に至る

ことを可能にする内的な鍛錬を通じた人間の浄化であった。そこに至るために、悩み、

畏れ、疑いなどを持つ生身の存在全体を働かせ、至高の知恵に至るために物質の研究

に打ち込んだのである。パラケルススがその生成に成功したとされるホムンクルス

（homunculus：人間のような小さな人工生命体）にも、我々自身が新しく生まれ変わ

ること、すなわち精神的な再生の意味が込められていた。夾雑物を取り除き、純粋な

本質（essence）を取り出す錬金術の作業を読んでいる時、科学の成果から「もの・こ

と」の本質を抽出しようとする科学の形而上学化の過程と重なるように見えてきただ

けではなく、この過程に挑む人間はその精神をも高めなければならないのではないか

という使命感のようなものが湧いてきたのには驚いた。 

 

錬金術は、誕生当時の紀元前 5 世紀にはエジプト、ギリシア、メソポタミアの文明

圏で一般的に行われ、後にはイブン・スィーナー、イブン・ルシュド（Ibn Rushd or 

Averroes, 1126-1198）、ロジャー・ベーコン（Roger Bacon, 1214-1294）、ニュートン（Isaac 

Newton, 1643-1727）などの時代の最先端の精神をも惹き付けた。パラケルススは達成

が至難であると思われる賢者の石の探求ではなく、錬金術を医学に応用可能な物質の

生成に利用しようとした。医療化学（iatrochemistry）の始まりとされる。さらに忘れ

てならないのは、近代化学の元には錬金術があり、現在でも使われている試験管、濾

過器などの実験器具、蒸留や濾過などの実験技術は錬金術から提供されたことである。 
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アインジーデルン修道院 

（2014年 7月 18 日） 

 

2014年の夏、なぜかレマン湖の噴水が見たくなり、わたしは旅に出た。スイス滞在

中にパラケルスス生誕の地を訪問したいという気持ちもどこかにあった。ジュネーヴ

駅で切符を買う時、フランス語圏ではあるが数字の数え方が違うことに気付いた。北

に向かうとフランス語圏からドイツ語圏に移っていく。二駅で乗り換え、4時間ほどで

目的地に着いた。出掛ける前は山の中で何もないところだと思っていたが、その地に

立ち、街を歩いてみると、その予想は完全に裏切られた。遠くサンティアゴ・デ・コ

ンポステーラに繋がる重要な巡礼路になっている修道院がどっしり構えるこの町では、

素晴らしい自然の中、しっかりと人々が生きていることが分かった。地図はそれが表

している土地ではない、というアルフレッド・コージブスキー（Alfred Korzybski, 

1879-1950）の言葉には確かな真理が宿っている。修道院近くのカフェに腰を下ろすと、

当然のことだがドイツ語が聞こえてくる。それを不思議なものとして感じながら夏の

昼下がりを楽しんだ後、灼熱の太陽の下、ジール湖の方に向かった。暫くすると、体

が完全に消える感覚が襲った。その時、自然と一体になったように感じたのである。

それは、その前日にジュネーヴにあるジャン・ジャック・ルソー（Jean-Jacques Rousseau, 

1712-1778）の生家（記念館になっている）で見た『孤独な散歩者の夢想』（今野一雄

訳、岩波書店、1991年）の第七の散歩の一節を髣髴とさせるものであった。 

 

「わたしがこのうえなく快い思いに沈み、夢みるのは、自分というものを忘れたとき
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なのだ。いわば万物の体系のなかに溶け込み、自然全体と同化するとき、わたしは言

い表しがたい陶酔を感じ、恍惚を覚える」 

 

 

アインジーデルンのパラケルスス記念碑 

『二人の健康な子供とアインジーデルンの女性』 

（2014年 7月 18 日） 

 

残念ながら、アインジーデルン滞在中にはパラケルススの生家を見つけることはで

きなかった。しかし、修道院近くの小さな公園で、没後 400年を記念して 1941年に建

てられた記念碑に出会うことができた。そしてジュネーヴに戻り街を散策していると、

看板に“PHILOSOPHES”（哲学者たち）と大きく掲げている薬局が目に入った。パラケ

ルススに肖ったのかどうか、店主に確かめるところまでは行かなかったが、そう思わ

せる空気が漂っていた。この旅はわたしに多くのものを齎してくれた。その機会が来

た時には改めて触れることがあるかもしれない。いま、4年前のスイスの旅を静かに思

い返している。 

 

（2018年 9月 9日） 

 

 

 

 

 


