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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 83回 リュシアン・ジェルファニョン、あるいは「古代に生きる」ということ 

 

矢倉英隆 

 

「考え方を知っている思想家は退屈である。わたしはいつも驚嘆を求めているのだ」 

――リュシアン・ジェルファニョン 

 

 フランスに渡る 2 年ほど前からブログを始めた。それはハイデッガー（Martin 

Heidegger, 1889-1976）が言う「不安」の中でのことではなかったかと思う（270 巻 2

号）。感受性が異常に高まった中で触れたもの、考えたことを綴っていたが、それは

自らの内面に迫ることに繋がっていたはずである。その内容はフランスに渡ってから

意識の表面に出ることはなかったが、振り返れば、その後の道を導く核になるような

ものがその時期に現れていたことが見えてくる。わたしを哲学に導いたのもその一つ

だろう。その時期に、当時 84 歳だったリュシアン・ジェルファニョン（Lucien 

Jerphagnon, 1921-2011）という自らを「古代思想の冒険者であり探偵」と形容する哲

学史家に出会った。今回は、普段は古代人とその社会と宗教とともに生き、偶にしか

現代に戻ってこないというこの歴史家の生き方と哲学について考えながら自らを振

り返り、現代の病根についても考えてみたい。 

 

ジェルファニョンは 4歳で「絶対」を発見したという。その「絶対」とは何を言う

のだろうか。その時彼は森の中にいて、自分はここで何をしているのか、わたしは誰

なのか、つまり世界の、存在というものの不思議さを感じ、神的なものの存在を垣間

見みると同時に、それについての答えは出せないことを知ったという。この世界に確

かなものは何もないという確信を得たのである。彼の言う「絶対」とは、これだ！と

示すことのできないもので、不確実なまま在るものということになるのだろうか。し

かし、存在の問題について問うことを止めたことはなかったという。まさに、それが

哲学的態度であり、ライプニッツ（Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716）が問うた「な

ぜ何もないのではなく、何かがあるのか」という存在の問題そのものに当たるのだろ

う。何かを取り上げ、それについて立ち止まって説明しようとする時、試みれば試み

るほど出された答えには不完全なところが目に付いてくる。つまり、そのことのすべ
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てを理解することは不可能であることに気付くのである。忙しい生活の中に在る時、

適当なところでその試みを止めて我々は生きている。それに関わっていると生きてい

けないからである。そのことを敢えて試みるのが哲学ということも言えるだろう。 

 

 

書斎のリュシアン・ジェルファニョン 

（2002 年 7 月 18 日） 

Ⓒ Contactlucienjerphagnon 

 

第二次大戦後はマルクス主義、実存主義、現象学、構造主義などの一つの型に嵌っ

た思想が流行した。彼はその中に加わったり、自らの「イズム」を創ったりしようと

はせず、古代のテクストに向き合っていた。その中で、彼の師となるウラジミール・

ジャンケレヴィッチ（Vladimir Jankélévitch, 1903-1985）の著作を知り、完璧な確実性

を語る哲学を攻撃していることにショックを受ける。それ以来、自らが絶対と考える

体系を背景に「わたしが真実を語る」あるいは「その問題にわたしが決着をつける」

というような態度を採る「考え方を知っている思想家」から距離を取るようになる。

そして、古代から始まる思想がその後どのように伝播されていったのかを探りながら、

現代とは全く異なる世界の空気を吸い、そこに生きることに愛着を持つようになった

ようである。 

 

古代ローマ人は彼らの神を空に見ていた。神話的なことと哲学的なこととの関係に

興味を持ち、神話の中に理性的な論理を見ていたため、神話と哲学の間を日常的に行

き来していたという。このシリーズでも見てきたように、古代思想の中には我々を変
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容させる力を持つものが少なくない。例えば、ディオゲネス（Diogenes of Sinope, c. 413 

BC-323 BC）（259巻 11号）、プラトン（Plato, 427 BC-347 BC）（264 巻 10号）、エピク

ロス（Epicurus, 341 BC-270 BC）（252巻 7 号）、あるいはエピクテトス（Epictetus, c. 

55-135) やマルクス・アウレリウス（Marcus Aurelius Antoninus, 121-180）などのスト

ア派（262巻 7，8号）が浮かんでくる。それは、聖アウグスティヌス（Saint Augustine 

of Hippo, 354-430）が 17歳の時にキケロ（Marcus Tullius Cicero, 106 BC-43 BC）を読

み、その人生を変えたような力、哲学への回心を促す力である。さらに、幸福な生活

とは何かを考え、そのための処方箋を用意しているものもあった。それでは、ジェル

ファニョンに哲学的回心を促したのは一体誰だったのだろうか。その一人は、後に新

プラトン主義の創始者と言われることになるプロティノス（Plotinus,  205-270）であ

る。プロティノスはエジプト出身で、哲学に一度落胆した後、20代後半に魂の師とな

るアレクサンドリアのアンモニオス・サッカス（Ammonius Saccas）に出会い、その

下で 10年ほど学び、真の哲学を知ることになる。40歳の頃ローマに出て学校を開き、

49 歳から亡くなるまでの 16 年を執筆に充てた。その遺稿は弟子のテュロスのポルピ

ュリオス（Porphyry of Tyre, 234-305）により『エンネアデス』（Enneades, ca. 270）と

して纏められている。 

 

プロティノスは世界と世界の起源を説明するために三つの原理（位格）を用いてい

る。一つはすべての存在の原因となる「一者」という最高の原理で、「善」と同一視

される。これは常に変わることがなく、超越的な神のようなものと言えるだろう。第

二の原理は魂の最高の部分を示す「知性」（nous）で、これは「一者」に由来し、プ

ラトンの言う形相（eidos）あるいはイデアに当たるものとされる。そして第三の原理

は世界に存在する「魂」で、これは「知性」に由来する。このように、世界は「一者」

から「知性」、そして「魂」へと流れる三つの階層から成り立っていると見ている。

その上で、人間は瞑想によってこの階層を逆に上り、「一者」と一体になるようにし

なければならないと考えていた。弟子のポルピュリオスが著した『プロティノスの人

生』（c. 301）によれば、プロティノスは「一者」との神秘的な合体を 4回経験したよ

うである。頓挫はしたもののプラトンの哲学を体現する町「プラトノポリス」の建設

を構想したほどプラトンに打ち込んでいたプロティヌスは、自分の書くものには独創

的なものは何もなく、すでに考えられていることを写しただけだというようなことを

言っている。この言葉の意味するところはわたしが哲学に入ってから感じ続けてきた

ものでもあり、深い共感を覚える。 
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 ジェルファニョンの弟子に当たるミシェル・オンフレ（Michel Onfray, 1959- ）は師

へのオマージュの中で、その教えを次のように語っている。それが正しいと明示され

ない限り、真とはしないこと。読んで読んでまた読んで、休みなく仕事をすること。

テクストを読み、瞑想することが最も難しいのだが、大学の研究は大事なことに目を

向けさせないと指摘。一つの主義に基づいた読み方を排し、「学術的な方法」を実践

したという。そう言えば、ジェルファニョンはウンベルト・エーコ（Umberto Eco, 

1932-2016）の『薔薇の名前』（東京創元社、1990）（Il Nome della Rosa, 1980）を 52回

も読んだと語っている。プロティノスのプラトンとの付き合いもそのようなものでは

なかったのだろうか。どんな景色が見えてくるのか、いずれ試みてみたいものである。 

 

 

プロティノス 

 

 現代は、ジェルファニョンのような生き方、あるいは彼が人生を賭けたような仕事

に価値を見出せなくなっている。経済に結び付く生き方や学問が幅を利かせているか

らだ。科学の中においても同様の傾向が見られ、科学とそれ以外の領域の間にも大き

な溝がある。そして、その利益が及ばない場所にいる人からは批判や怒りの声が上が

っている。しかし、そもそもどうしてこんなことになってしまったのだろうか。いろ

いろな分析はあるのだろうが、マーガレット・サッチャー（Margaret Thatcher, 

1925-2013）が権力に在った 1980年代に始められたネオリベラリズムによる政治が一
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つの大きな曲がり角だったのではないだろうか。イギリス生まれの理論物理学者フリ

ーマン・ダイソン（Freeman Dyson, 1923- ）はその辺りの状況を次のように語ってい

る。 

 

「ケンブリッジ大学に溢れる憂鬱な悲観論は、イギリスの階級制度の結果であるとい

うのがわたしの見方である。イギリスにはこれまで二つの激しく対立する中流階級が

あった。一つはアカデミックな（大学人、学問を重視する）中流であり、他方はコマ

ーシャルな（商業中心の）中流である。19世紀にはアカデミックな中流が権力と地位

を勝ち得ていた。わたしはアカデミックな中流階級の子弟として、コマーシャルな中

流階級を嫌悪と軽蔑をもって見ることを覚えた。それからマーガレット・サッチャー

が権力を握ったが、これはコマーシャルな中流階級の復讐でもあった。大学人はその

力と威信を失い、商業人がその地位を奪い取った。大学人はサッチャーを決して許す

ことはなかったし、それ以来大学人は悲観的になったのである」 

 

サッチャーと時を同じくしてネオリベラリズムとグローバリゼーションが広がり

始め、1990年代後半にはそれが加速して行った。その過程で人文系の学問を価値のな

いものとして疎外する動きが起こったのである。1998年に国際連合教育科学文化機関

（UNESCO）がパリで開催した会議において、世界銀行が 90 年代にいくつかの国に

おいて行った大学改革の政治的アジェンダをどのように実行したのかについての報

告があった。公的投資を減らすという政治的な決定により、大学は否応なく市場を視

野に入れた道を模索せざるを得なくなった。また、世界銀行の関係者は大学に必要と

なる新しいパラダイムを理論化しなければならないと考えていた。その結果、大学は

経済に役立つような人材を如何に効率よく教育し、そのために求められる知だけを生

み出すことがその主要なミッションとなったのである。このパラダイムシフトにより、

大学の姿はそれまでの純粋な真理追及を進める学問の園から経済が前面に出る事業

家が跋扈する場に大きく変容することになり、科学者も役人やビジネスマンのような

言葉遣いをするようになってきた。このような背景の中、人文系の学問が脇に追いや

られるのは自然の流れであった。 

 

日本で国立大学法人化が進められるようになるのは、この時期に一致している。こ

れは日本が独自に考えてそうしたというよりは、単に世界の流れに乗っただけのよう

に見える。その背後には、以前に指摘したように、我々はすでに技術や計算に基づく

思考に侵され、根源的な思考、瞑想的な思考ができなくなっていることがあると考え
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ている（267巻 10号）。状況の中でしか考えられなくなっているのである。そのため、

このような世界の流れがある時、それを一旦受け止めた上でその問題を根源から考え

本質に至る思考が求められるが、それができなかった。また、早い段階であればある

ほど有効な抗いとなるはずだが、それも見られなかった。このような歴史の流れを見

るといつも感じることがある。それは、一体誰が最初の波を起こし、世界をある方向

に導いているのかという疑問である。多くの場合、それを特定することは難しいのか

もしれない。計算に基づく思考によれば、そのことで利益を得る人の塊があると考え

るのが理に適っているのだろう。いずれにせよ、我々は誰かが決めた大きな流れの中

を自分の意志で歩んでいると錯覚しているだけなのだろうか。それが時に予想もしな

いような方向に進むことだってあることも含めて、我々は歴史の渦の中に投げ込まれ

た存在に過ぎないのかもしれない。 

 

 

フランス国立図書館、リシュリュー館にて 

（2009 年 4 月 27 日） 

 

 亡くなる前のインタビューで、現代に生きることはあるのかと訊かれたジェルファ

ニョンは、現代は魅力に欠け退屈なので、古代に関する本を買う時以外は戻ってこな

いと答えている。勿論、新聞を読むこともないらしい。なぜなら紀元前 8世紀から 19
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世紀までに生きた人間がいつでも待ってくれているからだという。わたしがフランス

生活を始めてからの生活スタイルを顧みると、動と静を明確に意識して瞑想と行動を

割り振り、動と静の割合から言うと圧倒的に静に比重を置いたものになっている。特

にジェルファニョンを意識したわけではないはずだが、彼の生き方に極めて近いこと

が分かる。科学者として仕事をしている時にはこのような生き方には何の魅力も感じ

なかったのだが、この間に生の捉え方が大きく変わったのだろうか。あるいは、実は

深いところにすでにあった願望のようなものが、外からの制約がなくなった途端に噴

き出したのかもしれない。そう思ってさらに記憶を遡ると、20 代後半から 30 代前半

のアメリカ生活、特にニューヨークの恩師エドワード・ボイス（Edward Boyse, 

1923-2007）博士（257 巻 7号）の生き様を通して同様のことを掴んでいたことが分か

った。博士はマンハッタンの喧騒の中に生きる世捨て人のような感じで、表向きの学

会活動などは全くせず、只管研究に打ち込むことだけに満足しているようであった。

最初はそれで満足できるのかと思っていたが、5 年の時を経てそういう生き方もある

のか、さらに、そう生きても満足は得られるのかもしれないということを感じ取るこ

とができるようになった。このことについていまの時点で付け加えるとすれば、ここ

ろからの満足を得るためにはそう生きるしかないということだろうか。これはハイデ

ッガーについて触れた最近のエッセイのテーマとも繋がるものである（270 巻 2 号）。

このような認識に至るためには、一つの人生が必要だったということになる。時の流

れは興味深い。しかし、そう感じるには細心の観察とその記憶の保持、そして記憶の

中を嬉々として行き来するジェルファニョンのような精神が欠かせないのかもしれ

ない。 

 

（2019年 8月 7日） 

 

 


