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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 92回 COVID-19パンデミック、あるいは一観察者に見えてきたもの 

 

矢倉英隆 

 

「この危機は、我々の生き方や我々が本当に必要としている、日常生活の疎外の中で 

覆い隠されているものについて、自分自身に問い掛けるように迫っている」 

――エドガール・モラン 

 

その日、わたしはトゥール駅に向かうために乗ったトラムの中から、人影が消えた

街並みを眺めていた。今年の 3月 16日のことである。その数日前、マクロン（Emmanuel 

Macron, 1977– ）大統領から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対策が出され

たため、ブランジュリーやタバ・プレスを除くすべての店は閉まっていた。まさに「一

夜にしてすべてが変わった」のである。忘れ物をしたことを思い出し乗ったタクシー

のドライバーにそう話しかけると、「全くその通り」と返ってきた。実はその翌日に日

本に着いたのだが、フランスではその日からさらに厳しい外出禁止令が出され、証明

書なしの外出は罰せられることになった。何というタイミングで戻ってきたのかとい

う思いであった。 

 

振り返れば、今年の 2 月から 5 月までの本シリーズのテーマは、大きく言えば近代

文明の問題について論じるものになっていた（272 巻 6 号、272 巻 11 号、273 巻 2 号、

273巻 7号）。そして 1 月には、“One Health”やルドルフ・フィルヒョウ（Rudolf Virchow, 

1821–1902）の人獣共通感染症（zoonosis）などの微生物に纏わる話題について触れて

いた（272巻 2号）。これらすべての話題が今回の COVID-19 パンデミックによって一

つに繋がることになろうとは、一体誰が予想しただろうか。そう言えば、現在の様相

が想像もできなかった 3 月上旬に書いたエッセイの最初の写真は、オシップ・ザッキ

ン（Ossip Zadkine, 1890–1967）の『預言者』（1914）であった（273 巻 2号）。今回は、

普段遊んでいる天空から一気に地上に引き戻されるような出来事の中にいて、この目

に写った現実を振り返り、これから進めることになるであろう新たな思索の糧とする

ことにしたい。 
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 アラン・バディウ（Alain Badiou, 1937- ）氏は、哲学について次のようなことを指摘

していた（261巻 11号）。真の哲学とは、ある問いに対して答えを提供することではな

く、すべての人にとって重要な新しい問題を創り出すことである。そして、哲学が必

要になるのは「哲学的状況」が生まれた時だという。そこで言われていた「哲学的状

況」とは、相容れない主張が出され、どちらかを選択しなければならない時、権力と

創造的精神との間に超えられない溝が生まれた時、そして社会の規範とその例外との

対立が見られる時であった。その上で、その状況を省察し、そこに光を当て、権力か

ら距離を取って自らも選択し、その決定に断固従うことを哲学者のミッションとした。

今回のパンデミックは個人の存在だけではなく、この世界の存在そのものをも脅かす

可能性があり、バディウ氏が指摘した意味においても重大な「哲学的状況」とするこ

とに異論はないであろう。 

 

 

トゥールの聖ガシアン大聖堂 

（2012年 12月 29日） 

 

 わたしが COVID-19 のことを追い始めたのは、2 月の終わりであった。丁度その頃、

アメリカ大統領民主党予備選挙が面白くなったとのニュースが目に入り、2017 年のフ

ランス大統領選挙を追った時のことを思い出し、地上に降りることにした。残念なが
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らアメリカの情勢は不自然な形で一挙に決着がつく方向に流れたが、COVID-19の方は

収まる気配がなかったので信頼できそうな情報を探すことにした。その時、偶然目に

付いたのがイギリスのジョン・キャンベル（John Campbell）博士が毎日発信している

Youtubeであった。そこで感じたのは、衒いなく事実や数字と向き合う時の距離感のよ

さであった。科学的態度とか理性的態度というものを見たと思ったのだろう。それ以

来、折に触れて参考にさせていただいている。博士は 3 月初めから厳しい状況にある

ことを多くの人が認識していないことを危惧し、何かが起こってから対策を講じる

“reactive”な姿勢ではなく、将来を予見して対応する“proactive”な姿勢が求められると言

っていた。COVID-19 の対策は大きく見ると二つあり、一つは無差別に集団を隔離する

方法、もう一つは感染者を特定してその個人を隔離することである。そのためには検

査が大前提になり、その後に追跡と隔離が続くことになる。この単純明快なやり方が、

わたしの基本認識となった。 

 

 そのうち日本から、検査をしてもらえないとか、検査をすると医療体制に負担が掛

かるというような本末転倒の声が耳に入るようになった。どうしてそんなことになっ

ているのか不思議に思っていたが、日本に戻ってみてその理由が分かった。マスコミ

ではそのような意見が当たり前のように流され、3月下旬に見たBSの番組でCOVID-19

対策責任者が、検査をすると病院が込み合って寧ろ感染を広げることになるので検査

を抑制している（「感染が広がっていないのは、検査をしていないためである」）と言

っているのを聞き、違和感を覚えたことを思い出す。驚くべきは、科学的妥当性を欠

く方針が未だに変更されていないことだが、より高いレベルでの判断がその背後で働

いている可能性は否定できない。たとえそうだとしても、科学者がやるべきことには

変わりがないはずである。 

 

こんな時に浮かんできた言葉がある。「インテグリティ」である。前回、スピノザ

（Baruch Spinoza, 1632–1677）の『知性改善論』（畑中尚志訳、岩波書店、2019）を取

り上げたが、その中で「自分の本性より遥かに力強い人間本性」に対して「完全性」

という言葉を使っていた（273巻 7号）。「完全性」などこの世に存在しないが、そこを

目指すことをスピノザは最高善とし、それは幸福に繋がると考えた。一方、英語には

“integrity”という言葉があり、「誠実さ」、「真摯さ」、「高潔さ」などと訳されるが、も

う一つの訳語として使われているのが「完全性」である。全体を視野に入れているこ

とが前提になる状態である。『知性改善論』で「完全性」という言葉を目にした時、英

語の“integrity”がそこに繋がり、現状に満足することなく今の自分を遥かに超えるとこ
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ろを目指している人間をインテグリティがある人間として再定義してはどうかという

アイディアが浮かんできた。意識の三層構造理論によれば、第二層が第三層によって

支えられた状態、つまり、専門性が非専門性、より具体的に言えば全人的思索によっ

て包み込まれている状態が完全性を目指す上で不可欠な要素になると考えている。こ

れを組織に置き換えれば、現状を常に広い視野から見直し、人間的に最適な対応がで

きるよう変容することがインテグリティを持つ組織の条件になるだろう。そもそもオ

ーガニズムとは、内外の環境の変化に応じて変容するものであった。それができなけ

れば存在し得ないものであった。 

 

 

ボルドー美術館にて 

（2009年 2月 7日） 

 

日本の対応のごたごたを目にしている 4 月中旬だっただろうか。フランスの友人が

不思議の国日本についての論文があると言って、プレプリントを送ってきた（文献を

参照）。この論文は、高い人口密度と 65 歳以上のハイリスク・グループが多い東京の

患者数と死者数が異常に少ないことを挙げ、そこに欧米でも参考になるヒントが隠れ

ているのではないかと検討したものである。その原因として、以下の可能性を考えて

いる。 

（１）日本文化には、挨拶の際に体の接触を伴うことが少ないなど、物理的距離を保

つ上で有利な性質が内在し、欧米では珍しいマスクの着用にも抵抗を示さないことが
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感染拡大の抑制に寄与している。ただ、ラッシュアワーの満員電車は、必ずしもこれ

に当て嵌まらないように見える。2009 年の H1N1 ウイルスによる新型インフルエンザ

の際の基本再生産数（R0）（一人の感染者が何人に感染を広げるのかを示す数値）は、

アメリカの 1.7–2.0に対して 1.28と低かったという。 

（２）日本に広がっているのは、原因となる SARS-CoV2ウイルスが変異して病原性が

低くなった株である。しかし、ゲノムを調べたところではこの可能性は低い。 

（３）SARS-CoV2が宿主細胞に侵入する際に使う受容体である ACE2 の発現が、日本

人では低い。この可能性は更に調べる必要があるだろう。 

（４）日本人は、SARS-CoV2に対する抵抗性を付与する特別のヒト白血球抗原（HLA）

を持っている。過去に、重症急性呼吸器症候群（SARS）に罹りやすい型として

HLA-B*4601 が報告されているが、COVID-19 に関しては不明である。 

（５）BCGが COVID-19の抵抗性を付与している。そのメカニズムとして、ある刺激

が非特異的に抵抗性を上昇されるとする自然免疫記憶（innate immunity memory; trained 

immunity）を唱える人がいる。BCG 接種によりウイルス血症が減少するという。新し

い研究も始まっているので、その結果を待ちたいとしている。 

 

 ところで、フランスでは 3 月中旬から都市封鎖が始まったが、それはフランス国民

を「監禁状態」に置くことを意味していた。丁度その頃からではなかったかと思うが、

哲学雑誌から毎日のように『愉快な戦争手帳』と題するレターが届くようになった。

その中で、哲学者、社会学者、作家、編集者などがそれぞれの日常や隔離された中で

の思索の跡を綴り、過去の哲学者の言葉について省察し、時にパンデミックの科学的

側面についても論じていた。そこにはいくつもの思索を刺激する言葉を見つけること

ができたが、ここではアンドレ・コント・スポンヴィル（André Comte-Sponville, 1952– ）

氏の考えについて触れておきたい。氏はこのシリーズにも登場したことがあり、生き

ることに最高の価値を置くのか、尊厳死の自由なのかの議論において、自由を尊重す

る立場から力強く論じていた（249 巻 2 号）。今回のパンデミックでは、健康か自由か

という対立に身を置いて議論しているが、予想通り、自由を採る立場で主張を展開し

ている。氏は現状を、「汎医学主義」（pan-médicalisme）と特徴付け、本来は何か特別

なもの（例えば、幸福とか自由など）のために健康であろうとするところが、健康で

あることが自己目的化し、そのために医学に全面的に頼る心理が生まれているという

のである。日本に戻り、健康番組が溢れるテレビを眺める時、氏の主張には一理ある

と思わざるを得ない。また、正常と病理の間の境界は不明瞭で、連続性がある（251

巻 6号）。従って、明確に病気とは言えない倦怠感や不安や悲しさなどは自分で対処し



医学のあゆみ（2020.6.13）273(11): 1115-1118, 2020 
 

6 
 

なければならない。それらは人生の一部であり、医学に頼ることはできないのである。

コント・スポンヴィル氏の指摘は、我々の生にとって“vital”な（生命に関わる、極めて

重要な）こととは何なのかということを改めて問いかけるものでもある。例えば、身

体的な生き残りや健康だけが優先される価値なのか、人と会うことを含めた人間関係

は贅沢なことなのか、寧ろ最小限の生きる条件ではないのか、あるいは、生きるため

の経済活動をすることはそこに含まれないのかなど、自問すべきことは多い。しかし、

汎医学主義はこれらの疑問を捨象する可能性がある。 

 

 
ミケランジェロ 

ダニエレ・ダ・ヴォルテッラ（ca. 1509-1566） 

ルーブル美術館（2018年 7月 26日） 

 

 もう一つだけ。この『手帳』には、哲学者などの短い文章を引用した “MÉDITER”

（瞑想する）というセクションがある。“méditer”という言葉は “réfléchir”（省察する）

と共に、哲学に入って暫くして強い印象を残すことになった（252 巻 2 号）。その時、

“réfléchir”の意味を調べ、それまでこの精神運動をしてこなかったことに気付き、愕然

としたからである。試行錯誤の結果、この二つの言葉を上のように訳すことに決め、

次のように定義することにした。“méditer”とは、囚われのない状態に精神を置き、そ

こで自然に浮かび上がってきた考えやイメージに繋がるものを記憶の中から探し出す

という運動で、精神は活発に動いている。それに対する“réfléchir”は、最初にテーマを

決めて同じ運動をやることとした。わたしの定義によれば、『手帳』を見てやることは
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省察に当たるが、運動の実質は変わらない。そのイメージはこんな具合である。そこ

に書かれてある言葉の繋がりを広い空間に投げ出し、それを上から、横から、下から

と角度を変えて眺め、記憶の中にあるものと繋げて遊ぶのである。ここで言う空間は、

意識の第三層に当たる。これは全くの主観だが、この空間が広くなればなるほど、省

察や瞑想に深みが増すように感じている。いずれにせよ、このような運動をするには、

第一層、第二層から離れた自由な時間が不可欠である。仕事が制限されている状態は、

この運動を始めるのに適していると思われる。それは同時に「知性改善」にも繋がる

可能性があるだろう。実は、わたしの日常はかなり前から非常事態宣言とあまり変わ

らない状態にあったとも言えるので、パンデミックが起こってからいろいろなところ

で議論されていることはよく理解できるようになっている。今回のエピグラフは、昨

年 700 ページを越える回想録を出し、来年 100 歳になろうかというエドガール・モラ

ン（Edgar Morin, 1921– ）氏の言葉とした。その内容は、わたしが哲学に入る時に抱い

た内的欲求と完全に重なる。それは、当時わたし自身が危機の中にいると感じていた

ことを示すものでもある。 
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