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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 84回 哲学者ミシェル・セール、あるいは「橋を架ける」ということ 

 

矢倉英隆 

 

「わたしの職業に何か特別なことがあるとすれば、それは 

省察が齎してくれる途切れることのない至高の悦びである」 

――ミシェル・セール 

 

 現代フランスを代表する哲学者のお一人で、自らをあらゆることに興味を持つ「哲

学の語り部」と称するミシェル・セール（Michel Serres, 1930-2019）氏がこの 6月、

88 歳で亡くなった。ソルボンヌ大学とスタンフォード大学で教鞭を執り、アカデミ

ー・フランセーズの会員でもあった。最初にそのお名前を目にしたのはフランスに向

かう前の 2007 年、ウィキペディアの賛否について闘わされた論争の中でのことであ

った。実はいまでもそうなのだが、フランス人の名前をカタカナ表記する時に無意識

のうちに英語読みしていることがあり、当時この哲学者を「セレス」としてブログ記

事を書いていた。幸い、親切な方に指摘していただき、恥ずかしい状態は長続きしな

かったが、苦い思い出である。その次にご縁が生まれたのは 2010 年のアヴィニョン

でのことだが、これについては後で触れることにしたい。そして 3 回目は 2015年で、

本シリーズ第 36 回「記憶の探索、あるいは『考える』という精神運動」で、パソコ

ンやスマートフォンと考えることとの関係についての氏の見方を紹介した時であっ

た（252巻 2号）。わたしが哲学者を選ぶときの基準は単純で、著作を読んだときに頭

の中にすんなり入ってくるかどうかの一点である。哲学を勉強しようという気がない

ことが明らかである。その基準によれば、セール氏はわたしの哲学者ではなかった。

ただ、哲学に対する見方や姿勢にはわたしの中で固まってきたものと共通するところ

が多いことが分かった。今回は、現代のエンサイクロペディストとも形容されるこの

哲学者が考えていた哲学に対する姿勢とこれからの知の在り方について振り返りな

がら、思索を進めて行きたい。 

 

最初に、2007年にあったウィキペディアに関する議論の概略を見ておきたい。この

問題に対する代表的な見方がそこにあると思われるからである。ウィキペディアに批
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判的な立場からはフランス国立図書館の元館長ジャン・ノエル・ジャンヌネー

（Jean-Noël Jeanneney, 1942- ）氏が登場。その主張は次のようなものであった。 

 

――ウィキペディアは賞賛すべきよいアイディアだが、知を無料で提供し、そこに客

観性があり、それが自主管理されるという三つのユートピアに依存する苦しみを味わ

っている。まず、無料のものは何もない。実際、ウィキペディアは第三者が書いたテ

キストで埋まっていて、その原典を示すことは稀である。客観性にしても無邪気な主

張で、あるテーマについて書く場合、数え切れないやり方があり、中立性を担保する

ために一つの方針に基づいた選択が行われる。しかし、複数の人が書いたものを羅列

することにより、重要性の序列があやふやな記述になる。百科事典では事前の検討が

あり、この問題は避けられる。また、ウィキペディアは他人に訂正させて信頼できる

情報を提供していると主張しているが、受けた教育も才能も異なる人による訂正が信

じるに足る情報源になるとは思えない。インターネットは知の伝播の素晴らしい手段

で、そこから重要なことが生れる。わたしが発した宣言に沿って何十万という作品が

自由に無料でアクセスできるヨーロッパ電子図書館（The European Library）が始まっ

ている。―― 

 

 

アヴィニョン教皇庁、「橋」展でのミシェル・セール氏 

（2010年 12月 26日） 

 

 これに対して、ウィキペディアの熱烈な支持者であるセール氏は次のように考えて
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いる。 

 

――ウィキペディアは情報を作り出さないといって非難されるが、最早教師も同じで

ある。教師やジャーナリストと同じように、ウィキペディアは知の伝達者であり、運

び屋である。勿論、間違いはあるが、エンサイクロペディア・ブリタニカより少ない。

フランス国立図書館にある本の間違いは驚くべき数になるが、誰がそれを確かめ、訂

正するのだろうか。少なくともウィキペディアは匿名のボランティアによって真実が

回復される。たとえ間違いがあるとしても、ウィキペディアはうまく行っていると思

う。ただで、自由に、万人がアクセスできる絶対自由主義的で無政府主義的でさえあ

る百科事典になっている。ウィキペディアは人間の集団に信任を与え、専門家に支配

されない事業である。知識のある者がものを知らない者に上から説明するという時代

は去り、科学の民主主義の時代が来たのである。知識は上から下に伝達されるのでは

なく共有されるものであり、それが行われる場がウィキペディアである。―― 

 

この二つの見方を読むと、わたしの立場はセール氏に近いことが分かる。ジャンネ

イ氏の考えには、やや権威主義的な匂いも感じる。冒頭で触れたフランス人の名前と

生没年だけではなく、ちょっとしたことを日常的に確認するのもウィキペディアにな

って久しい。少しおかしいと思われる内容に関しては別のソースに当たることで補正

するようにしているが、いまのところ大きな問題には遭遇していない。 

 

 ここで、わたしが共感したセール氏の哲学に対する姿勢といま求められる知の在り

方について見ておきたい。第二次大戦が終わった時 14 歳だったセール氏に大きな影

響を与えたのは、広島と長崎に落とされた原子爆弾であった。我々の生活に利便性を

齎すものとして偶像化されていた科学が、突然恐るべき犯罪的行為に加担することに

ショックを受けたようである。ソルボンヌでの師であったガストン・バシュラール

（Gaston Bachelard, 1884-1962）が広島の 20 年後に現代物理学に賛歌を捧げているよ

うに、当時はものがよく見えていなかったと考えている。一世代を経て良心の危機が

訪れ、セール氏は科学の哲学をやることにしたようだ。その執筆スタイルだが、引用

文献や脚注を多用してひけらかす「学問的な」ものではない。それは独自のものでは

なく、モンテーニュ（Michel de Montaigne, 1533-1592）以来のフランス哲学の伝統に

則っているだけだという。百科全書派の元祖ドゥニ・ディドロ（Denis Diderot, 

1713-1784）は、偶然と必然について語るために『運命論者ジャックとその主人』（白

水社、2006）（Jacques le Fataliste et son maître, 1796）という小説を書いた。いろいろ
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な概念について哲学的に分析するのではなく、運命論と自由を信じる二人の人物を登

場させ、この問題を語ったことを高く評価している。セール氏がものを書く時の「語

り部」としての姿勢が透けて見えるようである。 

 

 さらに、哲学に特徴的なことは何かと問われ、世界のどこにでも出かけることだと

答えている。あらゆる科学の中を歩き、あらゆる人間の中を進む。専門家にならない

ために、あらゆる専門に通じなければならないと考えているのである。このような特

質を持つ哲学は、多くの問題が複雑に絡み合ってきた現代において欠かせないものに

なっている。大学は未だに理系と文系に分け、しかも最近は理系に偏った教育してい

る。そこに哲学者が果たす役割があるとセール氏は見ている。これはわたしも共有し

ている考えだが、アメリカの哲学者ウィルフリド・セラーズ（Wilfrid Sellars, 

1912–1989）の次の言葉とも響き合うものである。 

 

「哲学に専門はない。専門ができると哲学から離れていく。哲学者の目標はすべての

領域の事象について知るように努め、その上でそれぞれの間に橋を架けることであ

る」 

 

 先日、セール氏が亡くなったことを知りリブレリーに行ったところ、30年ほど前に

出た本が装いも新たに昨年再出版されていた。一つは Le contrat naturel（Bourin, 1990; 

Le Pommier, 2018）（『自然契約』、法政大学出版局、1994）で、もう一つは Le tiers-instruit 

（Bourin, 1991; Le Pommier, 2018）（『第三の知恵』、法政大学出版局、1998）である。

この二つの著作には、現代の問題を提起し、その回答を示すというマニフェストの意

味が込められている。それは同時にセール氏の遺言になったとも言えるのではないだ

ろうか。いずれの新版の序においても、現代の教育が内包する「二つの文化」の問題

を指摘している。つまり、文系の知は持っているものの科学には無知の人間とその逆

の人間を生み出しているという問題である。その上で、社会的に影響力を持つ人間や

政治を担う人間が、社会に対する正確な判断も実際に社会を変える力もない前者のタ

イプで占められていることを憂いている。その背後には、社会を変える力は科学の方

にあるという氏の確信があるように見える。例えば、哲学者サルトル（Jean-Paul Sartre, 

1905-1980）とペニシリンの発見者アレクサンダー・フレミング（Sir Alexander Fleming, 

1881-1955）、社会学者ピエール・ブルデュー（Pierre Bourdieu, 1930-2002）とコンピュ

ータ科学者アラン・チューリング（Alan Turing, 1912-1954）を対比し、前者は失敗し

たが、後者は我々の日常や仕事など、実際に世界の在り様を変えたとして、人文科学
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の価値を過小評価し、厳密科学に高い価値を認めている。ただ、この点に関しては、

このシリーズで何度も取り上げてきたように異議を差し挟まなければならないが、セ

ール氏も最終的にはこの世界の問題を解決するためには二つの領域が必要だと考え

ている。 

 

 

ロベール・ボナール 『1700年のアヴィニョンの眺め』 

アヴィニョンのカルヴェ美術館にて 

（2010年 12月 30日） 

 

このような認識の下、『第三の知恵』では教育やこれからの知の在り方を論じ、『自

然契約』では人類の未来にとって重要になる生態学的問題について考えている。ただ、

後者では「エコロジー」という言葉は使っていない。それが権利に関する哲学書だか

らである。人間社会の中で時を経て解放されてきた権利の主体が人間だったところか

ら自然全体に及ぶにつれ、契約が人間を含む自然と物、自然と社会・国家の間で結ば

れる時代に入っていること、しかもその契約は双方向性の「共生の契約」（contrat de 

symbiose）でなければならないと指摘している。集団の死が迫る中、このような新し

い認識を持つ人間はどのようにして生まれるのだろうか。そこで必要になるものを比

喩的に言えば、旅行者と目的地というこれまでの教育が考えた二つ要素ではなく、そ

の間にある不確実でバランスを取るのが難しい第三の場である。学ぶとはこのような

状況に身を晒すことだという。さらに、自らの時間が限られてきたと感じていたセー

ル氏は、哲学が抱える問題の大きさと哲学者の責任についても触れている。世界の問
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題を前にして明晰な分析をすることは重要でそれだけでも大変な仕事だが、そこに止

まらず、問題を生み出している現在のモデルに変わる新しい哲学を提示しなければな

らないと言っている。この言葉は「哲学するとは、新しいものを生み出すこと、発明

することだ」と考えている哲学者の遺言に聞こえてくる。 

 

2010 年暮れ、年を越すために初めてアヴィニョンを訪れた。フランス語を始めた

17—18 年前、家の近くのフランス語学校に通っていたことがある。そこでわたしの前

に初めて顔を出したフランスがカマルグ（Camargue）であり、アルル（Arles）であり、

アヴィニョン（Avignon）だった。その時、この地方特有の北風ミストラル（Le Mistral）

のことも聞いた。この滞在は、わたしの中のフランスの原点に還るという意味があっ

たのかもしれない。実際、初日から激しいミストラルに見舞われ、嬉しくなったのを

思い出す。また、「アヴィニョンの橋の上で」に歌われているサン・ベネゼ橋（Pont 

Saint-Bénézet）も見ることができた。そして、特に印象に残ったのがアヴィニョン教

皇庁の中を散策している時に出合った大聖堂を会場にした贅沢な展覧会であった。そ

れがどんな展覧会なのかを知らないまま、まだ評価が定まっていないであろう現代に

生きる芸術家による絵画や写真だけではなく、わたしでも知っているいろいろな人の

言葉が溢れる中を歩いていた。そして、途中まで来た時、それまで観ていたものが一

つの糸（意図）で繋がっていることが見えてきた。それは、二つの場所を繋ぐ「橋」

であった。そして、この町を世界的に有名したサン・ベネゼ橋へのオマージュにもな

っていた。 

 

会場を何度も歩き回り、最後に辿り着いたところに据えられたビデオにはセール氏

の語りが流れ、スクリーンの横にはセール氏の哲学を総括するような言葉が添えられ

ていた。 

 

「わたしは橋だけを夢み、橋だけを書き、橋の上か下だけで考えてきた。つまり、橋

だけを愛してきたのである」 

 

オーガナイザーがミシェル・セール氏の著作『橋渡しの技術－ホモ・ポンティフェク

ス』（L'art des ponts. Homo pontifex, Le Pommier, 2006）に気付いたことが、その思想を

展覧会の基調に据えた理由のようであった。全くの偶然で入った教皇庁で予想もして

いなかった「橋」をテーマにした展覧会に遭遇し、わたしは少々興奮していた。当時、

フランスに渡って 3年目。異なる領域に接するインターフェースに身を置いてものを
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観るということ、境界の内側にあるマージナルな場所からではなく、他の領域との接

点を探れる外側まで出てものを観ることを自分のテーマにしてはどうかと考え始め

た時だった。そのことが感情を昂らせたのかもしれない。自らのテーマを確認するた

めにわざわざこの町に来たのではないかという、いつもの運命論者の声まで聞こえて

きて驚いたことを思い出す。 

 

 

サン・ジェルマン・デ・プレのドゥニ・ディドロ 

（2014年 6月 29日） 

 

 セール氏のことを現代の百科全書派と呼ぶ人がいる。ディドロとダランベール（Jean 

Le Rond d’Alembert, 1717-1783）が 20 年に亘って纏めた『百科全書』（1751-1772）は、

一体どのような精神に貫かれているのだろうか。ウィキペディアには、哲学精神

（Esprit philosophique）、科学精神（Esprit scientifique）、批判精神（Esprit critique）、ブ

ルジョア精神（Esprit bourgeois）の四つが挙げられている。ディドロは好奇心旺盛で、

何にでも手を出し（touche-à-tout）、教養があり、後世の評価だけを求めた疲れ知らず

の働き屋だったと言われる。哲学精神、科学精神、批判精神と共にどこにでも出かけ、

何にでも手を出すエンサイクロペディストの心意気は、わたしにも活力を与えてくれ

る。サン・ジェルマン・デ・プレのディドロ像を見る度に元気になるように感じてい

たのは、そこから発せられるディドロ自身の精神のためだったのだろうか。 

 

（2019年 9月 9日） 

 


