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無限の空間の永遠の沈黙 

 

 ｢無限の空間の永遠の沈黙が私に怖れを抱かせる」（L201、B98) 

 

 このことばの背景には、パスカルの時代の宇宙観の変化がある。中世にあっては、プト

レマイオス的世界観が支配的であった。その世界観によれば、空間的な位置というものが

価値の階段的な順位と一致していた。頂点には神がいまし、ついで天使たち、諸聖人た

ち・・・というふうに。コスモスとしての宇宙である。それは中世的な価値秩序の空間で

あった。プトレマイオス的宇宙は価値についてさかんに語っていたのである。 

 

 ところが、１７世紀、ガリレオやケプラーが出現し、この宇宙は実は無限の空間である

ということが明らかにされてきた。コスモスの崩壊である。等質な無限の空間においては、

どこにも特定の点は存在しない。どこでも任意である。特定の点がないということは、ど

こに私が存在しようと特別の意味はないということである。かつて価値について饒舌に語

っていた宇宙は、いまや沈黙してしまった。私の存在の意味も価値も語らなくなってしま

った。そこでパスカルは己の存在の無意味さに恐怖を抱いたというのである。 

 

「人間の盲目と悲惨を見、沈黙した宇宙を見つめるとき、人間が何の光ももたずただ独り

放置され、いわば宇宙のこの一隅に迷い込んだように、誰が自分をそこに置いたのか、自

分は何をしにそこへ来たのか、死ぬとどうなるかをも知らず、あらゆる認識を不可能にさ

れているのを見るとき、私は眠っているあいだに荒れ果てた恐ろしい島に連れてこられて、

目覚めてみると、そこがどこなのかわからず、そこから脱出する手段もない人のような、

恐怖におそわれる。」（パンセ L198、B693） 

 

 これは宇宙空間を指すととともに、中世の封建的社会秩序（コスモス）の崩壊のなかで

一人一人の人間がその秩序から放り出されて孤立していく、そういう時代文脈のなかで理

解されるべきことではないかとも思われる。中世における人間を、ある学者は浮き彫りと



しての人間と表現した。大きな石に施された多くの人間が浮き彫りにされている、そうい

う人間像が、封建的秩序のなかに自分を位置づけることができた中世的人間である。それ

が、教会の堕落・十字軍の失敗・ペスト蔓延・封建的秩序の崩壊の結果、近世にはいると

人間は大きな石の浮き彫りから彫りだ出されて立像のようになって、一人一人が孤立した。 

 

 こんな説明はかえって陳腐か。パスカルはもっとずっと先を見ている。見て慄いている

ようにも見える。もっずっと先というのは大革命時代の終わりころ、すべての存在を原子

の塊に還元してしまう無神論･唯物論が出現することである。原子という等質の無限の中で、

人も、獣も、花も、機械も、石ころもみな呑みこまれて、すべてが無意味になってしまう。 

 

 現代はさらに下卑た時代になってしまった。すべての存在はカネに換算されてしまうと

いう、「カネという等質の無限」のなかで、人は天空に輝く星星への感動も、小さな花の可

憐さにも驚く心を失い、そして自分が人として存在する意味も、見失ってしまった。 

 

 

 

考える葦の真意 

 

>> 

 「人間は自然のうちで最も弱いひとくきの葦にすぎない。しかし、それは考える葦である。

これをおしつぶすのに、宇宙全体はなにも武装する必要はない。風のひと吹き、水のひと

しずくも、これを殺すに十分である。しかし、宇宙がこれを押し潰すときにも、人間は、

人間を殺すものよりもいっそう高貴であろう。なぜなら、人間は、自分が死ぬことを知っ

ており、宇宙が人間の上に優越することを知っているからである。宇宙はそれについては

なにも知らない。 

 それゆえ、我々のあらゆる尊厳は思考のうちに存する。われわれが立ち上がらなければ

ならないのはそこからであって、我々の満たすことのできない空間や時間からではない。

それゆえ、我々はよく考えるようにつとめよう。そこに生きることの根源がある。」

（L200,B347)   

<< 

 

１．無限の空間の永遠の沈黙－－コスモスの崩壊－－－ 

                                                                                                               

 「私」を押しつぶすのはなぜ宇宙なのだろうか？ほかにも『パンセ』には次のようなこ

とばもある。  



 

 「誰が私をこの世界に置いたのかを私は知らない。世界が何であるか、私自身が何であ

るかを私は知らない。私はすべての事物について恐るべき無知の中にいる。・・・私は私を

取り巻いている宇宙の恐ろしい空間を見る。私は私がこの広大な広がりの一隅に結びつけ

られているのを見出す。しかも、私はなにゆえ私がかしこではなく、ここに置かれている

のか、何故、生きるために私に与えられているこのわずかな時間が、私に先立つすべての

永遠と私のあとに続くすべての永遠のなかの他の地点に指定されずに、この地点に指定さ

れたのかを知らない。私はあらゆる方向に無限を見るばかりである。この無限は私を、一

つのアトムとして、一瞬ののちには去って再び帰らない一つの影として、包んでいる。」(Ｂ

１９４)  

 

  パスカルの宇宙観の背景には中世から近世への宇宙観の変革があった。すなわち、価値

の階段的秩序としてのプトレマイオス的なコスモスとしての中世の宇宙観から、「無限の空

間」としての近世的宇宙観への変革である。これを思想史家アレクサンドル・コワレは「コ

スモスの崩壊」と呼んだ。中世まで宇宙は「有限で閉ざされた、階層秩序を持つ全体とし

ての世界」と見られていた。「その全体の中では、暗く重く不完全な地（球）からより高い

完全性を持つもろもろの星と天球に至るまで、価値の階梯が存在の階梯と構造を決定して

いる」ものであった。いわば中世の宇宙は存在の意味についてペラペラとしゃべっていた

わけである。宇宙のなかでどこに位置するかということが、それぞれの存在の意味であっ

た。 

 ところが、ガリレオ、ケプラー以来、近代天文学は宇宙は無限の空間であると教えるよ

うになっていた。つまり、宇宙は「基礎的な成分と法則の同一性によって結ばれ、そのな

かではこれらすべての成分が存在の同一レベルに位置付けられる無際限の宇宙、さらには

無限の宇宙が登場し」たのである。等質の無限の宇宙のなかに特定点はなく、したがって

ここにいる自己の存在の意味を聞き取ることはできない。無限の空間にすぎぬ宇宙は沈黙

している。 

 等質の無限のなかで個物は無意味である。近代の合理主義・唯物主義がもたらす人間疎

外をこの断章は暗示している。合理主義･唯物主義は、人間は結局のところアトムの集まり

にすぎず、石ころも人間もみな同質であるという。モノという等質の無限のなかに個物が

埋没してしまっているのである。パスカルの次の世紀フランス革命時には、「人間機械論」

が登場するし、より現代的にいえば人間とは遺伝子の束にすぎず、遺伝子の束の組み合わ

せでいかような人間でも造り出せるということになる。いずれにしても、人間を物質に還

元できてしまうという見方である。 

 ここには人間の生きる場を見いだすことができないので、人々は不合理な飛躍をするよ

うになる。合理主義的に「考える」ならば、人生は無意味になりシラケるから、ただ「感

じる」ことのみに走るのである。20 世紀のキリスト教思想家フランシス・シェーファーが



『理性からの逃走』という書物であきらかにしたのはこのことである。 

 

 

２．「考える葦」の意味 

 

 このように人間存在を無意味にしてしまう無限の空間としての宇宙の中にあって、「思考

が人間の偉大をなす」とパスカルは言う。人間は肉体は宇宙に押しつぶされるとしても、

思考をもって宇宙を包むゆえに、宇宙より高貴だという。このことばから、ある人々はパ

スカルも「われ思うゆえに我あり」を全哲学の土台としたデカルトと同じように、理性を

称揚している近代人であるかのように主張する。たとえば岩波の哲学小辞典には、つぎの

ようにある。「（考える葦とは）自然的な存在としての人間の高貴さ、偉大さを一言であら

わしたもの。近代人の＜実存＞の一側面を示している。」 

 けれども、パスカルの文章を虚心坦懐に読むならば、彼がいう思考は、デカルト的な傲

慢な自律的理性による思考ではない。パスカルはなにを思考するといっているのか。彼は、

自分が死ぬべきちっぽけな存在にすぎないという事実を自覚するといっているのである。

人間の悲惨を知ることが、聖書的なキリスト者であったパスカルの思想の特質である。パ

スカルの思想はこの点で近代ヨーロッパの思想史に異彩を放っている。 

 近代思想の根本的特徴は、その人間に関する楽観主義にほかならない。近代合理主義思

想のドグマは、人間理性の自律ということである。合理主義ｒａｔｉｏｎａｌｉｓｍであ

るが、ｒａｔｉｏはラテン語で理性を意味し、ｉｓｍとは「主義」「論」「中毒」を意味す

る。したがって、ｒａｔｉｏｎａｌｉｓｍとは理性中毒にほかならぬ。大陸合理論にせよ、

英国経験論にせよ、それらを統合したと言われるカントにせよ、更にヘーゲルにせよ、そ

の根底には理性中毒がある。しかし、パスカルは人間の悲惨を述べ、人間理性の限界をわ

きまえていた。 

 「考える葦」とは己が、神の御前にかよわい葦にすぎないことを自覚する人間である。

その悲惨な自己を認識できるゆえにこそ、人間は偉大なのである。自己の悲惨を認めてこ

そ、人はキリストにあって神を知ることができるからである。「理性の最後の一歩は、理性

を超える事物が無限にあるということを認めることである。それを認めるところまで至り

えないならば、理性は弱いものでしかない。」（Ｌ１８８） 

 「人間の偉大は、人間が自己の悲惨なことを知っている点において、偉大である。樹木

は自己の悲惨なことを知らない。それゆえ、自己の悲惨を知るのは悲惨なことであるが、

しかし人間が悲惨であるということを知っているのは、偉大なことである。」（Ｌ１１４） 

 近代人の特質は、人間本性は善であるとし、人間理性を高調し、ゆえに、救いは人間自

身から出てくると主張した点にある。ルネサンス人はギリシャ・ローマ時代に人間世界の

理想的な状態があったと信じて、その復興を図った。フランス革命は理性の女神を祭り上

げて非合理なもの一切を葬り去ろうとした。十九世紀人は、世界の現状には悪があっても、



それは人間理性が進化途上であるからであり、人間理性の進化によってすべての悪は解決

すると信じた。過去に理想を見るか、未来に理想を描くかというちがいはあっても、彼ら

は人間本性の善と理性の高調という点では共通していた。 

 しかし、パスカルは人類史上、最高の知性の一人でありながら、近代のむなしい夢に酔

いしれることはなかった。彼は人の本性が罪に汚れ、かつ理性には限界があることをしか

とわきまえていたのであった。それはパスカルが、福音書を通じて主キリストと出会った

からである。 

 

 

 

>> 

メモリアル（覚え書き） 

 

キリスト紀元１６５４年 

 

 １１月２３日月曜日、教皇で殉教者の聖クレメンス、および殉教者伝に出ている 

 他の殉教者たちの祝日、殉教者、聖クリソゴノス、および他の殉教者たちの 

 祝日の前夜、夜１０時半頃から、１２時半頃まで。 

 

     火 

 

 「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」。（出エジプト３：６） 

 哲学者や、学者の神ではない。 

 確実、確実、直感、よろこび、平安。 

 イエス・キリストの神。 

 

 「わたしの神、またあなたがたの神（ヨハネ２０：１７） 

 Deum meum et Deum vestrum.」 

 「あなたの神は、わたしの神です」。（ルツ１：１６） 

 この世も、なにもかも忘れる、神のほかは。 

 神は、福音書に教えられた道によってのみ、見出される。 

 人間のたましいの偉大さ。 

 

 「正しい父よ、この世はあなたを知っていません。 

 しかし、わたしはあなたを知りました」。（ヨハネ１７：２５） 

 よろこび、よろこび、よろこび、よろこびの涙。 



 

 わたしは、神から離れていた。 

 「生ける水の源であるわたしを捨てた（エレミヤ２：１３）  

 Dereliquerunt me fontem aquae vivae.」 

 「わが神、わたしをお捨てになるのですか」。（マタイ２７：４６） 

 どうか、永遠に神から離れることのありませんように。 

 

 「永遠の命とは、唯一の、まことの神でいますあなたと、 

 あなたがつかわされたイエス・キリストを知ることであります」。（ヨハネ１７：３） 

 イエス・キリスト。 

 イエス・キリスト。 

 わたしは、かれから離れていた。かれを避け、かれを捨て、 

 かれを十字架につけたのだ。 

 もうどんなことがあろうと、かれから離れることがありませんように。 

 かれは、福音書に教えられた道によってのみ、保持していられる。 

 すべてを捨てた、心の和み。 

 イエス・キリスト、そしてわたしの指導者へのまったき服従。 

 地上の試練の一日に対して、永遠のよろこび。 

 「わたしは、あなたのみことばを忘れません」。（詩篇１１９：１６）アーメン。 

 

 （田辺保訳） 

<< 

 

 

 

被造世界の多様な秩序とその認識 

 

おなかの調子が悪いので医者にかかったら、「私は呼吸器の専門でして、消化器のほうはど

うも・・・。」と言われた経験があるだろう。医学は外科、内科、整形外科程度の分類では

なくなり、各器官の専門化が進んでいる。医学のみならず、現代はあらゆる分野で専門分

化が進み、全体を見渡すことができなくなり、それぞれの専門家が自分のタコ壺のなかで、

おれが一番偉いと思い込んでいる。 

 

 パスカルの思想の特色の一つは、世界には多様な存在の秩序(ordre)があり、それぞれに

ふさわしい認識の方法があるということをわきまえていたことである。たとえば、神学や



歴史のように文書資料に依拠する学問の場合、権威と真理が不可分の関係にある。つまり、

その著者と書物の権威によって真理が保証される。このことをパスカルはプロヴァンシャ

ル論争で身につけた。 

 

 また、自然学においては、実験が唯一の原理である。当時は、権威あるアリストテレス

の書物が「自然は真空を嫌悪するゆえに、真空は実在しない。」と言うことを根拠として、

真空はないと主張されていた。彼らの誤りは、自然学に権威を持ち出した点にあった。し

かし、パスカルは実験をもって真空の実在を証明した（「真空論序言」）。 

 

 また、パスカルは純粋論理の対象である幾何学の分野と、感覚対象となる自然を分野と

するばあいにも、認識原理の違いがあることを明らかにした。デカルトは幾何学的推論を

自然の理解に持ち込んだ。世界は精神と物体から成っているとし、精神の本性は思考であ

り、物体の本性は延長（ひろがり）であると前提した。すると、延長がありながら物質が

存在しない「真空」は論理的にありえないから、真空は実在しないと主張した。つまり幾

何学の論理を自然学に持ち込むという過ちを犯した。しかし、パスカルは、実験によって、

真空が実在することを証明した。幾何学においては論理だけが認識原理だが、自然学の認

識原理は実験である。デカルトは、一世代下の天才青年パスカルから真空論についての論

文をよこされて、それを受け入れられずに不機嫌になったという。 

 

 また、パスカルは人間の生の全体については、「幾何学の精神」の分析によってでなく、

「繊細の精神」によって把握されるという。定義と原理を立てて推論する「幾何学の精神」

では、美や道徳的価値を含む人間の生のありさまは捕らえられない。デカルトは幾何学の

精神でもって世界全体を捕える普遍学ができると思ったが、実際には世界の幾何学的論理

的側面の絶対化による妄想を見ただけだった。 

 

 「繊細の精神」が具体的な生を把握する。パスカルは、モラリストの一人として、人の

世の移り行き passage をそのままに把握する「繊細の精神」をもって、人の生のありのま

まを写し取ることができた。モラリストというのは、人間の生活の風俗、心理、はかなさ、

醜さ、美しさをありのままに描きとり、そこに人間の生き方について省察を深めたフラン

スの思想家たちのことである。彼らは抽象的な形而上学に価値を置かない。モンテーニュ

はその代表であり、アランは現代のモラリストである。 

 

 このようにパスカルは、現実には多様な秩序があり、それぞれに応じた認識の原理があ

ることをあきらかにした。まとめると次のようになる。 

 

      （分野）          （認識の原理） 



 

      神学・歴史など・・・・書物・著者の権威 

 

      幾何学・・・・・・・・・・演繹的論理 

 

      自然学・・・・・・・・・・帰納的実験 

 

      人間の生・・・・・・・・・繊細の精神 

 

 さらにパスカルは、肉体の秩序、精神の秩序、愛の秩序という三つの秩序について述べ

ているが、それは別の機会に書きたい。神はパスカルに、数学者、自然科学者、文章家、

モラリスト、神学者としての天分をお与えになり、パスカルはそれぞれに認識原理の違い

があることを見いだした。ただ惜しまれるのは、自然科学界は彼の功績を十分に取り入れ

たが、近現代にいたる哲学思想の流れは、パスカルからほとんど学んでいない点である。 

 

 

専門知の問題性 

 

「人から彼は数学者であるとか説教家であるとか雄弁家であると言われるのでなく、彼は

オネットムであると言われるようでなければならない。この普遍的性質だけが私の気に入

る。」パスカル 

 

 現代社会は、専門家を重んじる。専門分化というのは、デカルト以来、近代的知性の特

徴である。デカルトは、『方法序説』で、複雑な問題もいくつかに区分して、それぞれの部

分を解決して、あとで総合すればかんたんに解けるのだと教えた。たしかに、一人で複雑

な数学の問題を解くとき、問題を部分にわけて、それぞれの部分を解決し、それから総合

するというのは有効な方法である。 

 

 だが、数学の問題ではなくさらに複雑多岐にわたることがらが対象である場合、それを

多くの部分に分けて、それぞれの部分を別々の専門家が担当するようになると、全体が見

えにくくなるという問題が生じる。専門家が、自分の担当する部分以外のことは知らなく

てよいのだと考えるようになると、すでにものの考え方がおかしくなっている。 

 

 このごろは病院に行っても、自分は肝臓の専門なので肺のことはわかりませんとか、自

分は循環器専門なので消化器のことはわかりませんとか言われるのと同じである。からだ



全体の中で、それぞれの器官があって機能しているのに、からだ全体のことがわからなく

て、自分の担当する臓器だけを治療しようとする。その結果、他の臓器を傷めてしまう。

臓器の手術は成功しましたが、患者は死にましたというふうなことが起る。人間は肉体と

ともに心を備えた存在であるということをまるで意識しない医学者だっている。 

 

 今回の地震の被災地への対策が遅々として進まない理由の一つは、霞ヶ関の縦割り行政

があると指摘されている。脱官僚をした知り合いに聞いたのだが、官僚たちの唯一の関心

は自分たちの部署にどれだけの権限とカネを引っ張ってくる法律を作ることができるかと

いうことだけで、その法律が国民生活にどれほど役に立つか、あるいはかえって迷惑かな

どという最も本質的なことについては関心外だという。 

 

 原発のエンジニアが、自分は格納容器の専門ですとか、自分は圧力容器の専門ですとか、

自分は配管の専門ですとかいう。自分は専門家ですから、素人の皆さんのようにほかのこ

とは言えません、と胸を張る。大橋という東大教授は、佐賀原発のプルサーマル化にあた

っての市民に対する説明会で、「工学的に」ということばを連発して、プルサーマルは工学

的に問題ないと主張していた。使用済み核燃料が六ヶ所村にどうとかいうことを質問され

ても、そんなことは原発と関係ないとか、プルトニウムの健康被害なんていうことは原発

と関係ないとうそぶいていた。すると、怒った会場から「何で関係ないんだ？」と問われ

た。すると、「何で関係あるんですか！」と怒鳴り返していた。「自分の専門である原子力

工学とは関係ない」と言いたかったのだろうが、要するに専門馬鹿である。 

 

 原子力の専門家たちは、地震があると「原子炉（圧力容器）は守られたか」ということ

を聞き、圧力容器が守られればそれでよいという風に思う習性がある。それで、原発は、

原子炉建屋とタービン建屋とその他変圧器など電源関連施設で、耐震基準が A,B,C とレベ

ル分けがしてある。これはもっともらしいが、愚かなことであることが、福島の事故で立

証されてしまった。さほど重要でないと考えられていた非常用電源であるディーゼル発電

機を稼動させるための軽油タンクが、津波でもっていかれて、発電不能→冷却不能→炉心

メルトダウンにいたったことは、周知のことである。システムというものは、それが精密

にできていればいるほど、小さな部分の全体への影響は大きい。 「むしろ、からだのうち

で他よりも弱く見える肢体が、かえって必要なのであ」る（1 コリント 12：22）。 

 

 昨日話題にした浜岡原発の防潮堤も、土木工学の専門家は、素人にはわからない構造計

算などをして、精密に設計するのだろう。しかし、どんなに丁寧に設計したとしても、津

波が岸辺からはるか 5 キロメートルも入り込んで、原発を横や裏から攻撃してくるといっ

たことは考えもしない。彼もまた「私は土木工学の専門家であって、津波の専門家ではあ

りませんし、まして原発の専門家ではありませんから」などというのであろう。 



 

 デカルト的な知のありかたの問題性は、20 世紀に入ってからの哲学、そして医療の世界

ではある程度反省され、一部で、心身の総合として人間を見ようとする全体医療というこ

とが提唱・実践されるようになってきている。だが、どうも原発の世界ではまったく無反

省の専門家だらけになっているように思える。原発の問題は、単に「工学的」「物理的」な

問題ではなく、国民の命と健康にかかわる倫理的問題であり、差別を作り出す社会的・政

治的問題であり、生物環境に甚大な影響を与える環境学的問題であり、経済学的な問題で

あり、神に対する人間の知のありかたにかかわる神学的問題である。原発はきわめて総合

的な問題なのである。したがって、専門馬鹿に原子力は扱えない。 

 

 そういう中で、京都大学原子炉実験所の小出助教は、まったく異色の知性である。小出

氏は、この資源の乏しい日本で原発は非常に有効なものだと思って大学で学び始められた

のだという。しかし、原発は本質的に非常に危険なもので、その危険は過疎地域、最もま

ずしい労働者たちに押し付けることによって、日本という国・都市は経済発展を遂げてい

くのだ、という国のありかたを知って、原発はやめるべきなのだと思うようになられた。

こういう差別はあるべきではないという意識が氏の原発反対の原点だという。また、福島

原発事故収束の現場作業のために、エンジニアたちが立ち上がって、「シニア決死隊」を編

成して、政府に自分たちを用いてくれと申し入れている。小出先生も、そのメンバーとし

て手を挙げていらっしゃる。氏にあっては、知ることと生きることとが密接に結びついて

いる。 

 

 アダムとエバが善悪の知識の木から実を取って食べて以来、知性は神の定めた分を越え

て好き勝手に振舞うようになった。知性は、「神を畏れ隣人を愛して生きる」という人生の

目的から遊離して暴走し、人間自身と地球環境を滅ぼそうとしている。パスカルがいうよ

うに、本来、知は神を畏れ自らの限界をわきまえることができてこそ、すぐれた知性なの

だが。 

 

 知識のありかたについて、いつも教えられる聖書のことば。 

 

「知識は人を誇らせ、愛は人の徳を高める。 」1 コリント８：１ 

 

 専門馬鹿に陥らないための、存在のありようについて示唆することば。もともと教会の

ありようについて教えている断章。 

 

「神は劣っている部分をいっそう見よくして、からだに調和をお与えになったのである。

それは、からだの中に分裂がなく、それぞれの肢体が互にいたわり合うためなのである。



もし一つの肢体が悩めば、ほかの肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、ほかの

肢体もみな共に喜ぶ。あなたがたはキリストのからだであり、ひとりびとりはその肢体で

ある。 」1 コリント 12：24-27 

 

 また、パスカルはデカルト的な知のありように警告を鳴らしていた。 

 

「人から彼は数学者であるとか説教家であるとか雄弁家であると言われるのでなく、彼は

オネットムであると言われるようでなければならない。この普遍的性質だけが私の気に入

る。」 

 

 


