
感染症と「哲学者」
諸学の（⾮）専⾨家としての哲学者は、感染症の蔓延という事象
に対し何を⾏いどのような⾔及を残したのか、また、我々はどの

ように貢献することができるのか、
ライプニッツとカントをモデルにしつつ、今⽇的状況を考える
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シンポジウム「ライプニッツとコロナ」
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１、はじめに
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背景①（様々な「哲学者像）
•「哲学者」といっても、様々なタイプがいる

•職業に着⽬しても多様
•例えば、

• ライプニッツ→宮廷顧問官や図書館館⻑
• カント→哲学部の⼤学教員を経て学⻑

•異なる職業についている彼らにも共通することがある 何か？
Ø感染症に対する⾔及を残している！
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背景②（時代背景と⾔及理由）
•初期近代⻄欧世界において若年者の死亡率は今⽇にくらべはる
かに⾼く、その⼤きな理由は感染症による脅威であった

•例えば、16世紀から17世紀にかけて、天然痘、ペスト、⾚痢、
結核、ジフテリア、猩紅熱、百⽇咳、インフルエンザ、肺炎な
どの感染症によって、15歳になる前の⼦供の40%から50%が亡
くなっていた

Ø⾝の回りにある⾃然の脅威に対する反応
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背景③（専⾨領域の細分化）
•彼らが⽣きた初期近代から近代にかけての⻄欧世界では、学問
における専⾨領域の細分化が進んでいた

•したがって、⼀⼈の⼈間が学問領域の全体を⾒渡し、各⼩領域
での成果を⼗分に受け⼊れることは困難な事態に

•しかし、今⽇ほどには細分化が進んでいなかったのもあり、そ
の可能性は皆無ではなかった
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ライプニッツとカントに着⽬した理由
•こういった時代に活動し、必ずしも専⾨的な教育を受けたわけ
ではない学問領域、とりわけ感染症の蔓延という事象に対して
も⾔及を⾏った⼆⼈の「哲学者」の歴史を紐解くことで、すで
に常套句と化した我々の時代の「ますます細分化が進んでいく
今⽇の学問状況」にあって、「哲学者」が⽇常的にはあまり考
察を⾏わなくなってしまった感染症の蔓延という事象に対し何
らかの⾔及を⾏うことの意義や「哲学者」のあり⽅を歴史的展
望の下、俯瞰することができるのではないか
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2つの⽬的−①歴史的観点−

１）歴史的観点からの探究
Øライプニッツとカントが感染症の蔓延という事象に対し実際に
何を⾏いどのような⾔及を残しているのかを探る

Ø「哲学者」は感染症に対しどのように対応したのか、アプロー
チの仕⽅を抽出
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2つの⽬的−②想像的／創造的観点−

２）想像的／創造的観点からの探究
Ø今⽇の「哲学者」は、新型コロナウイルス（COVID-19）に対
し何を⾏いどのような⾔及をすることができるのか、ライプ
ニッツとカントのアプローチを踏まえつつ創造的に探る

Øライプニッツとカントが現代に⽣きていたら、どのように対処
していたのかを想像
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２、ライプニッツと感染症
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ライプニッツと医学
• ライプニッツは医学の様々な⾯に⾔及

• 医学の改善に向け、製薬法・症例報告・治療法の収集、いわゆる⼼⾝問題に
関する議論、公衆衛⽣政策の⽴案、医学の位置づけの提⽰と医学の下位区分
の整理など

ライプニッツは、
• 初期近代⻄欧世界においてなお猛威を振るったa. ペスト
• ⽇常的な脅威の⼀つであったb. ⾚痢
に対して⾔及

• 以下、この⼆つに対する⾔及を考察
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a、ペストに対して
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ペストの歴史的⽂脈
• 14世紀半ばの⼤流⾏後も完全に収束することはなかった

• 1665年4⽉から1666年1⽉にかけてロンドンで流⾏した腺ペス
トは多くの死者をもたらしたロンドン郊外も含めおよそ46万⼈
の⼈⼝のうち、およそ7万5000⼈から10万⼈が亡くなったとさ
れる

•ロンドンでの流⾏の後にも各地でペストは広がりを⾒せており、
およそ1681年頃には今⽇の北ドイツをなすオーバーザクセンか
らブラウンシュヴァイクの諸地⽅にまで感染が広がっていた
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ペスト対策の提⾔
• ライプニッツはこういった⽂脈において、エルンスト・アウグスト公爵に
対するペスト対策の提⾔（1681?年）を執筆

•本発表で考察したい観点
• ライプニッツが感染症に対しどのように対処したのかを取り出すとい
う本発表の趣旨からすると、この提⾔を⼆つの観点から整理可能

１）ペストやその対策のための概念整理
２）政策提⾔
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１）ペストやその対策のための概念整理
•ライプニッツは以下のように数多くの概念を整理

１）ペスト対策の最も⼤きな枠組み−「予防」と「保護」
２）⼆つの予防法−「確実な予防法」と「政治に基づく予防法」
３）⼆つの感染経路−「空気」と「接触」
４）⼆つの警戒−「⼀般的な警戒」と「個別的な警戒」
５）⼆つの⼀般的な警戒−「⼊り⼝の監視」と「⼈物の発⾒」
６）⼆つの⼊り⼝の監視−「固定的な監視」と「可動的な監視」
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予防に対する概念整理の表

予防 保護

確実な予防法 政治に基づく予防法

※医者によっ
て⾒つけられ
るべきだが、
まだ⾒つかっ
ていない

警戒 感染経路

⼀般的な警戒 個別的な
警戒

空気 接触

⼊り⼝の監視 ⼈物の発⾒

固定的
な監視

可動的な
監視
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概念整理の効⽤
•ライプニッツは、このように概念の整理をし、様々な可能性を
枚挙することで、具体的な「政治に基づく予防法」をできる限
り漏れなく提⽰することに成功している

•このようにライプニッツが概念整理を綿密に⾏うのは、感染症
に対する提⾔に限られたものではない

Øしかし、対策に漏れがあっては感染が広がってしまうため、提
⾔に向けた概念整理に労⼒を費やしていたことが⾒て取れるだ
ろう
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２）政策提⾔
• 概念整理に基づきつつ、予防と保護に関する様々なレベルの具体的な政策提⾔
• 予防に関して

• ⼈から⼈への感染を警戒するべきこと
• 監視の必要性と具体的な監視⽅法
• ⽴法的側⾯（「最も厳密、厳格、厳正な王令を公布すること」）
• 執⾏的側⾯（「⼈々を良⼼という動機によって義務づけ、修道院⻑の命令に対し正確に
従わせること」）

• 保護に関して
• 隔離の具体的⽅法（ペスト感染者を隔離するために「最も⼀般的かつ実践的な⽅策」と
して「屋根裏部屋を⽤いる」）

• 感染者への対応⽅法（感染者を「励まし、気晴らしをさせるために」環境を整える）
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⼩括 ペストに対する⼆つのアプローチ
•提⾔に向けた周到な概念の整理→概念的アプローチ
•実際の提⾔→公共政策的アプローチ

※この⼆つのアプローチが今⽇に適⽤できるのかどうかという批
判的検討は本発表の「4.今⽇の我々から⾒た感染症」にて⾏う
※ひとまず、この⼆つのアプローチを抽出することができるとい
う点を確認
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b、⾚痢に対して
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ライプニッツと⾚痢
•ライプニッツは⾚痢に対する⾔及を少なくとも2つの時期に残
している

１）パリ期（特に1675年から76年）
２）中期（1695−96年）

以下では、この⼆つの時期の取り組みを考察
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１）パリ期の製薬法収集
•ライプニッツは1672年から1676年にかけてパリに滞在
•様々な学者との会話や読書を通じて様々な病気に対する薬の製
薬法を収集

Ø「とても正確な⼈であり実験を⾏った故アカール⽒の⼿によっ
て書かれた８ºの中の著作から引出された⼤部分に関して信頼で
きる重要な薬⽤の秘密」という出だしで始まる製薬法の抜粋集
• →痔核、瀉⾎の傷、胸膜炎、痛⾵、⽬の痛み、やけど、喘息などに加
え、⾚痢に対し効能がある薬の製薬法とその使⽤法もある。
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⾚ワインとアザミによる製薬
「⾚痢に対して
３パイントの安物の⾚ワイン⼿に⼊れなさい。それを新しい⼟器
の壺の中で弱⽕で沸騰させ、その中に少量ずつに切断された両⼿
いっぱいの綿⽑のあるアザミchardon volantを⼊れなさい。それ
を洗うことなく綺麗にし、上述したワインが半スティエになるま
で⽕にかけておきなさい。そして、病⼈を⽕のすぐそばに連れて
いき、このワインをその⼈が耐えられる限り熱くしつつ、その⼈
の⾸から背中の棘全体を通って尻まで擦りつけなさい。そして、
その⼈を、⼗分に暖かく棘と同じだけの⻑さのあるリネンを引い
たベッドの上に仰向けで寝かせ、このワインをへそから尻まで塗
り、そこに暖かいリネンを被せなさい。」
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なぜ製薬法を収集したのか？
• この引⽤では、⾚ワインをベースに薬⽤植物を加えて作る薬の製法

とその使⽤法を提⽰

Ø⾚痢に効く薬の製薬法と使⽤法そのものよりも、ライプニッツはな
ぜこの抜粋を⾏い、⼿元に残したのか、その理由が重要

Øライプニッツはデカルトの遺稿を筆写するときに、便秘への対処法
なども筆写し、⼿元に残していた

Øライプニッツは、医学における経験的知⾒の集積という⼤きな⽬標
を⾒据えつつ、この薬の製薬法と使⽤法が⾚痢の治療に役⽴つと判
断したために、「⼤部分に関して信頼できる重要な薬⽤の秘密」と
して、抜粋を⾏ない、⼿元に残した可能性が⾼い
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２）トコンの根による治療
•ライプニッツは、1695年から96年にかけて、⾚痢に対する治療
薬として、トコンの根（Ipecacuanha）に関して、広範囲にわ
たる論考を残している

• →Smithは、「ライプニッツが医学と薬学の歴史に対して最も包括的
で影響⼒のある貢献を⾏なったのは、この論考である」と評価
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トコンの根と⾚痢の歴史的経緯
•トコンの根は1641年にオランダの医師であるヴィルヘルム・ピ

ソによってブラジルからヨーロッパへ持ち帰られた

• 1648年にジョージ・マークグラフが共著者となって『ブラジル
の⾃然誌と医学』（Historia naturalis et medica brasiliae）と
題された著作において記述された

•この根は1672年にパリにもたらされ、ヘルウェティウスがルイ
14世に対する処置でその使⽤に成功し、有名になった
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ライプニッツとトコンの根
•ライプニッツによれば、ルイ14世に重⽤されたルーヴォア侯爵
は軍隊に対しトコンの根を所持するよう命令

•ライプニッツはこれを受け、ドイツの医者たちに対しトコンの
根の使⽤に注意を向けるよう助⾔したが、その効能は単なるう
わさに過ぎないと思われ、そのままになってしまった
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ライプニッツとトコンの根
•ところがライプニッツは、ドイツ医師会の指導的な⼈物にその
ことに関する⼿紙を書くのをやめなかった。すると、それ以来、
トコンの根についてもっと知らせてほしいと頼まれたようであ
り、その後『学報』（Acta eruditorum）などを通じてこの情
報を公表することになった。

Øフランスではトコンの根の効能が広く知られるところとなった
にもかかわらず、ドイツではそれが広がらなかった

Øそのようなドイツにおける現状を打破するべく、ライプニッツ
は⾃⾝の集めた情報を広く伝達
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⼩括 ⾚痢に対するアプローチ
• ライプニッツはすでに知られている⾚痢に対処するための情報（薬の製薬法とそ
の使⽤、トコンの根の効能）の収集と提供を実施

• ライプニッツは医学部を出たわけではなく、また、処置に⽤いられる薬の製薬法
を⾃ら⽣み出したわけではない。あくまで⾃⾝が収集した有⽤な知識を、それが
知られていないところへ持ってきたという役割、つまり、情報の⾮対称性の解消
という役割
→知のアマチュア的アプローチ
※概念的アプローチ、知の公共的アプローチと同様に、批判的検討は4にて

• 興味深いことに、このようなアプローチの仕⽅は次の節で考察するカントが⾏
なった試みの⼀つと同じである。次に考察の⾜場をカントに移そう。
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３、カントと感染症

32



カントと医学
• 『カント全集』の「医師たちへの告⽰」を訳した⾕⽥は、その解説で、カ
ントが医学や病気に対して持っていた関⼼を4つに分け整理

１）健康法・養⽣法としての医学への関⼼

２）「魂の座」の問題を中核とするいわゆる⼼⾝問題に関わるような形⽽上学的関⼼
３）⾃然地理学や⼈間学との関わりで病気や医学への関⼼

４）倫理学的な関⼼

• 以下で考察するカントの感染症に対する⾔及は、上述した4つの区分のう
ち、３）の⾃然地理学や⼈間学との関わりと４）の倫理学的な関⼼
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カントと医学

カントは、
•近代⻄欧世界において広く蔓延したa. インフルエンザ
•若年者が死にいたる⼤きな原因であったものの、他の感染症と
は⼤きく異なる展開を⾒せたb. 天然痘
に対して⾔及

•以下、この⼆つに対する⾔及を考察
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a、インフルエンザに対して

35



インフルエンザの歴史的⽂脈
• 1781年から82年にかけて、インフルエンザは、モスクワから⼈
間の交易を通じてバルト海沿いに広がっていき、サンクトペテ
ルブルク、フィンランド、タリン、リガ、東プロイセン、そこ
からさらに北ドイツ、ストックホルム、コペンハーゲンへと広
がっていった

•インフルエンザのパンデミックによる死者数は低かったものの、
その罹患率は⾼かったようであり、なんと1782年の最初の8ヶ
⽉で当時のヨーロッパの⼈⼝の約4分の3の⼈が罹患
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「医師たちへの告⽰」
•カントは「医師たちへの告⽰」と題した記事を執筆
• 1782年4⽉18⽇号の『ケーニヒスベルク学術政治新聞』の付録
として掲載

•この記事は2部構成
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「医師たちへの告⽰」の構成
•前半部

• 医者たちに対してインフルエンザの研究に向けた要請を⾏いつつ、イ
ンフルエンザの伝染経路に関する仮説を提⽰

•後半部
• 専⾨家が⽐較できるように、過去に発⽣したインフルエンザの観察結
果に基づく症例報告や治療法に関する記事が掲載されている。

• この後半部は、1775年にロンドンでインフルエンザが流⾏した際に、
ジョン・フォザーギルが執筆し、翌年の１776年1⽉号の『紳⼠雑誌』
に掲載された記事のドイツ語翻訳である。カントの友⼈であるクラウ
スがドイツ語に翻訳し、カントはその翻訳をそのまま掲載
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インフルエンザに対するカントの試み
•カントは「医師たちへの告⽰」において3つのことをおこなっ
ている
前半部
i）医師たちへの要請
ii）感染症の伝達経路の仮説形成
後半部
iii）医師たちへの情報提供と専⾨家の⽀援
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i.インフルエンザの研究に向けた要請
• インフルエンザに対し、「その症状やそれに対して効果のある薬剤

に関しては、なるほど本来医者の研究対象でしかありません」

• しかし、多くの地域や国にインフルエンザの感染が広がっていった
という事実は、この病気をもっぱら⾃然地理学者として眺める者に
も驚きと研究を呼びおこす

Øカントはこの観点から医者たちに病気の進⾏過程、すなわち⽂脈に
沿えば、感染症の伝達経路を特定するよう要請しつつ⾃らも推定
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ii.カントによる伝達経路の推定
「ヨーロッパが船や隊商によって世界の全ての地域とのあいだに
つくってきた結びつきが、多くの病気を全世界中に広まらせるの
です。そしてまた、かなりの程度信じられている説によれば、中
国へのロシアの陸上交易によって極東の何種類かの有害な⾍がロ
シアの地へ持ち込まれたということであり、おそらくそれが時と
共に広がって⾏ったのかもしれません。［…］今回の流⾏病は、
ペテルブルクに端を発し、バルト海沿岸づたいに連続して進んで
いき、ケーニヒスベルクにやってきて、さらには⻄プロイセンや
ダンツィヒを経由して⻄進して⾏った。」

41



iii.フォザーギルの記述を引⽤
「先⽉のはじめに私は多くの家で、ほとんどすべての召使が病気に
なっていて、⿐すすり、咳、喉の痛み、その他さまざまな発作的しょ
うじょうがある、という話を聞いた」
「そのあと１−２晩は⿊い胆汁っぽいはげしい⾃然的排便があり、多
量の濃い⾊の排尿をし、ひとりでに多量の汗が出たような⼈は最も回
復が早かった」
「この期間のあいだに、⾺や⽝も病気になった」

→カントはケーニヒスベルクの医者たち（「専⾨家たち」）がインフ
ルエンザを研究するために、フォーザーギルが報告したロンドンでの
事例を提⽰
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⼩括
インフルエンザに対するアプローチ

•⾚痢の処置に向けて有⽤な情報を提供したライプニッツとイン
フルエンザの研究に向けた医師たちへの要請と情報提供を⾏
なっているカント

Ø知を俯瞰的に⾒渡し、必要と思われる情報を必要な箇所にもた
らすという意味において同じ地平に⽴っていると⾔えるだろう

•カントはライプニッツと同様に、インフルエンザという感染症
の蔓延に対して知のアマチュア的アプローチをとっている
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b、天然痘に対して
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天然痘の歴史的⽂脈
•天然痘もまた⻄欧世界において何度かの爆発的流⾏があり、18
世紀にはロンドン、コペンハーゲン、パリ、ベルリンなど多く
の都市において蔓延

•特に⼦供への感染が多く、例えば1758年から1774年にかけて
ベルリンでは6700名が天然痘で亡くなったとされ、そのほとん
どは⼦供
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天然痘の歴史的⽂脈
•しかし、これまでに考察した、ペスト、⾚痢、インフルエンザ
とは⼤きく異なり、18世紀には、効果的な処置が確⽴
→「種痘」

Øところが、種痘はヨーロッパ中で議論の対象となっていた。と
いうのも、種痘は必ずしも成功するわけではなく、⼀定数の死
者が出ていたからである

Ø天然痘への感染という不確かな危険に対処するために、⾃ら、
あるいは、他者の⽣命を危険に晒すことは許されているのかと
いう点が道徳的な係争点であった
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『道徳形⽽上学』「⾃⼰殺害について」
•カントは、こういった⽂脈において、1797年に『道徳形⽽上
学』（Die Metaphysik der Sitten）を刊⾏

•その第2部にあたる徳論の「⾃⼰⾃⾝に対する完全義務につい
て」の「⾃⼰殺害について」論じる箇所で、その「決疑論的問
題Casuistische Fragen」として、種痘を取り上げている
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決疑論的問題としての種痘
「種痘を受けようと決⼼するひとは、なるほど⾃分の⽣命を保存
するためにそうするのではあるが、いたずらに⾃分の⽣命を危険
にさらしている。そしてそのかぎりでかれは、義務の法則に関し
て、船乗りよりもはるかに重⼤な局⾯にある。船乗りは、その⾝
をまかす嵐を少なくとも引き起こしはしないのに対して、そのひ
とは、死の危険をもたらす病気を⾃分から招き⼊れているからで
ある。それゆえ、種痘は許されるのか。」
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種痘と⾃⼰殺害の理路
• 種痘が成功すれば、天然痘にかかる危険性が減り、⾃分の⽣命
を保存することにつながる
•ところが、すでに確認したように、種痘が成功するかどうかは
確実ではなく、⼀定の割合で死に⾄る危険性も残るという認識
があった
•したがって、天然痘への感染を防ぐため、あるいは天然痘にか
かったとしてもその症状を緩和するために、⾃ら種痘を選択す
ることによって、⾃⾝の⽣命を危険に晒してしまう可能性があ
ることになる。このような状況にあって、種痘は「⾃⼰殺害」
につながってしまう可能性を残している
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カントへの⼆つの訴え
•ドーナの伯爵ファビアン・エミール

• 「⼼からのお願いです。どうか私にできるだけ早く、法則Gesetzが述
べていることを教えてください」

• ファビアン・エミールが教科書として使っていた『道徳形⽽上学』に
決疑論的問題として種痘の接種に関する問題が載っているが、その問
題にはカントによる回答が与えられていない。彼には婚約者がおり、
その婚約者が種痘をすることを決⼼し、⾃分もまた種痘をするかもし
れないので、その回答を与えてほしいという切実な依頼

• ハレ⼤学医学部教授ユンカー
• 「⼈間の天然痘を接種することは、道徳的あるいは⾮道徳的であるか
どうか、また、どの程度であるとお考えですか？」
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カントの応答（レフレクシオーン）
「道徳的問題は次のものである。すなわち、理性的⼈間は⾃ら、
および、（⼦供のように）適切な判断を持たない他者に対し、接
種によって天然痘を与えることは許されているのかどうか、ある
いはまた、死（あるいは毀損）の危険へと陥るこのような⽅法は
道徳的に全く容認できないものなのだろうか。これについて、医
者だけではなく道徳的法律家der moralische Rechtslehrerにも助
けを求めるべきであろう。」
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天然痘に対するアプローチ
•カントは種痘の接種には道徳的な問題が含まれていることを認

識し、接種を実際に⾏う「医者」だけではなく、カント⾃らも
含む「道徳的法律家」にも頼る必要性を述べている。

•このように、カントは天然痘に対しては、明らかにインフルエ
ンザの場合とアプローチの仕⽅が異なり、「道徳的法律家」と
しての対応を考えている。これを感染症に対する道徳的アプ
ローチと名付けることができるだろう。
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発表の全体像
1. はじめに
2. ライプニッツと感染症
a. ペストに対して
b. ⾚痢に対して

3. カントと感染症
a. インフルエンザに対して
b. 天然痘に対して

4. 今⽇の我々から⾒た感染症
a. 概念的アプローチ
b. 知のアマチュア的アプローチ

5. おわりに
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４、今⽇の我々から⾒た感染症
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我々に何ができるのか
•ライプニッツとカントによる感染症に対する4つのアプローチ
→概念的アプローチ、公共政策的アプローチ、知のアマチュア的
アプローチ、道徳的アプローチ

•これらのアプローチを吟味しつつ、COVID-19の蔓延という事
象に対し、「哲学（者）」は何を⾏いどのような⾔及をするこ
とができるのか考察
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COVID-19の複雑さ
• 複合的な事象としてのCOVID-19

• 医学・⽣理学的な影響、政治・経済的、社会的、⽂化的影響

•学際的研究が必要である

• COVID-19に対する学際的研究において、「哲学（者）」が貢
献しうる領域はあるのだろうか？
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「哲学者」の仮の定義と貢献の余地
•「何らかの⾼等教育機関において「哲学」や「哲学史」と名指
される学問領域の教育を受け、かつ、「哲学」や「哲学史」に
関する⽂章を執筆し何らかの媒体に掲載されたことがある者」

•今⽇の学問領域としての「哲学」や「哲学史」の多様性を考え
れば、このような定義に該当する「哲学者」は、おそらく上述
した4つのアプローチのいずれか⼀つ以上を⽤いてCOVID-19を
考察することができ、学際的研究にも貢献することができるだ
ろう
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専⾨家の⽅が良いかも…

•ただし、公共政策的アプローチを通じて⽐較的速やかに、かつ、
⼗全に対象に迫るには、今⽇では「政治哲学」と称される学問
領域を専⾨とする哲学者が好ましいだろう。また、道徳的アプ
ローチを通じて⽐較的速やかに、かつ、⼗全に対象に迫るには、
「倫理学」や「医療倫理学」と称される学問領域を専⾨とする
哲学者が好ましいだろう。
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専⾨家の⽅が良いかも…

•これらの領域は⾼度に専⾨化が進んでおり、先ほどあげた哲学
者の定義に該当する⼈がこれらの領域に取り組もうとする場合、
その多くの⼈は、政治や医学そのものの専⾨的知識に加えて、
さらに政治哲学や医療倫理学の専⾨知識をも習得する作業から
始めなければならないから
•これらの研究を、⽐較的速やかに、かつ、⼗全に⾏うという限
定があるならば、それぞれの専⾨家に任せた⽅が学者の知⾒や
技能といった資源の分配の観点からも好ましい
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（⾮）専⾨家からのアプローチ
• したがって以下では、「哲学者」が共通して⽤いることができるで

あろう2つのアプローチ、
すなわち、
a. 概念的アプローチ
b. 知のアマチュア的アプローチ

から、今後の学際的研究における哲学者の役割を考えてみよう。いわ
ば、諸学の(⾮)専⾨家の観点からの取り組みである
※なお、この⼆つのアプローチは排反関係にはなく、相互に重なりを
持つだろう
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a. 概念的アプローチ
•ライプニッツはペストの伝達経路や対策のあり⽅の概念を整理
→今⽇の哲学者もまた、彼のやり⽅をそのまま模倣することはで
きる。しかし、それは感染症を専⾨とする医学者や政策決定に携
わる役⼈の⽅が適任であろう

Øむしろ、学際的研究の遂⾏によって、最終的には多様な専⾨的
知⾒を統合することを念頭に置きつつ、各専⾨家が感染症とい
う事象を多⾓的に分析するための共通の道具である「研究の基
礎的概念の整理」という役割に着⽬
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『新型コロナ対応⺠間臨時調査会 調
査・検証報告書』の「検証原則」
１ あくまで証拠に基づき、実証主義の精神に徹する。
２ 直接の当事者の話をしっかり、丁寧に聞く。それを踏まえて、帰納的に結論を導く。
３ 善⽟・悪⽟の構図を描くのではなく、クリティカル・レビューを⾏う。
４ 当事者意識を持つ。我々は検事ではない。裁判官でもない。⾃分がその時、政策当局者で

あったならば……の視点と想像⼒を持つ。
５ 因果関係には近因、中因、遠因がある。中因と遠因は、意思決定において決定前の⼈間の

判断に影響を与える社会的、歴史的背景、そしてシステミックな要因である。そこにメスを⼊
れる。

６ 国家的危機における政府と国の対応については、主にリスク、ガバナンス、リーダーシップの要
素を⾒据え、分析、評価する。

７ どんな政策・施策にもトレード・オフがある。それらを勘案し、費⽤対効果を押さえた上で提
⾔する。
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概念整理の役割①
•これらのキーワードのうちそのほとんどのものは、哲学という
学問が⻑年にわたって取り組んできた概念

Ø哲学者は、こういった、複数の⼈間が共同して作業を進めるた
めの道具としての検証原則に含まれる概念を、直近の共同作業
に向け整理することで共通の基盤を作る役⽬を果たしつつ、さ
らに⾃らの専⾨としてそれらの概念を磨くことができるのでは
ないだろうか。
•つまり、
1. 学際研究のために実⽤的に役⽴つ概念の整理
2. 専⾨家としてそれらの概念を深めるという作業
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概念整理の役割②
• さらに、学際的研究において、事象をより包括的に理解するために

は、つまり、各学問領域の専⾨的知⾒を⽤いつつ、それを統合する
ためには、まず各学問領域で共通する概念や理論という基盤を作り
出す必要がある

• すでに⾏なった仮の定義に当てはまる「哲学者」は、抽象的な概念
や理論の扱いに慣れているので、すでに確認した作業のための⼿段
としての概念整理（例えば、証拠、因果関係、分析などの整理）に
加え、統合に向けた準備として、共通する概念や理論の基盤整備に
も貢献できるかもしれない（例えば、学際研究を共に遂⾏する学者
が⽤いている⽤語の対象、抽象度を⽐較し、不⼀致を特定し、明確
化することで会話が成り⽴つようにする、など）
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b. 知のアマチュア的アプローチ
• ライプニッツは、⾚痢に効く可能性のある薬の作り⽅や効能を集め、その情報を広く公
開

• →残念ながら、ライプニッツと全く同じやり⽅が通⽤する可能性は低い。薬の製薬法や
効能は専⾨家の⽅が効率的に、かつ、確実に、知を提供することにむいている

• カントは、⾃らが有しているインフルエンザに関する報告を医者たちが役⽴てることが
できるよう、公開
→このカントと全く同じやり⽅を⾏うことも難しい。今⽇、感染症に関する論⽂は広く公
開されており、数多くの論⽂がある。その無数にある論⽂の中から有⽤なものを⾒つけ出
し、医学の専⾨家たちに勧めるのは、できれば感染症の専⾨家の⽅が良いだろう
Øでは、今⽇の「哲学者」は何をすることができるのか？
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知の移動を⾏うアマチュア
•ここで注⽬したいのは、彼らがなした「知の移動」という操作

• 俯瞰的に事象を⾒渡し、現況を評価し、⾜りない部分を補う試み
• 例えばCOVID-19の学際的研究において、その初期段階では、知⾒の
統合に向けどのような専⾨的知⾒を⽤いることができるのかを特定す
る必要がある

Øつまり、各領域の専⾨家を集める段階では、どの分野でどのようなこ
とが⾏われているのか⼤体の⾒取り図が必要となる

Øもしある領域のある知⾒Aを別の領域の別の知⾒Bと繋げたら、より包
括的な理解Cがえられるかもしれないという⾒通しを事前に持ってお
くことが好ましい
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「哲学者」の広い定義とその役割
• このように、あえて⾃⾝の「専⾨領域」から外れて、知を俯瞰的に眺めることも
また「哲学（者）」の⼀つ使命であるかもしれない。⾔い⽅を変えれば、⾮専⾨
家の専⾨家あるいはプロの学問愛好家

• もちろんこの役割は、すでに定義した狭い意味での「哲学者」の捉え⽅だけでは
捉えきれない。本⼈が哲学や哲学史の教育を受けたという経歴や⾃らの成果物を
公表するといった要件は必須ではないから

Øむしろ、「知⼀般を愛するという態度、および、知の統合を試みるために専⾨的
な知⾒の概要を有していること」が要件となるだろう。このようなあり⽅もまた
広い意味での今⽇の「哲学者」の定義であり、専⾨家集団を束ねる学際的研究に
おける役割の⼀つということができるではないだろうか
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５、おわりに
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発表全体の振り返り
1. はじめに
2. ライプニッツと感染症
a. ペストに対して
b. ⾚痢に対して

3. カントと感染症
a. インフルエンザに対して
b. 天然痘に対して

4. 今⽇の我々から⾒た感染症
a. 概念的アプローチ
b. 知のアマチュア的アプローチ

5. おわりに
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ライプニッツとカントが東京にやってき
て30歳の私に哲学のことを教えてくれた。
• 想像の範疇を超えることはないが、ライプニッツやカントが現代に
⽣きていたならば、COVID-19に対しこういったアプローチの仕⽅、
• つまり、
公共政策的アプローチや
道徳的アプローチといった専⾨的な貢献に加え、
事象のより包括的な理解を得るべく、
哲学が蓄積してきた概念整理の作法や
知を愛するという態度を活かし共通の基盤を作ること
を⾏なっていたのではないだろうか。
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ライプニッツとカントが東京にやってき
て30歳の私に哲学のことを教えてくれた。
•特にライプニッツの場合は時代的な背景もあり、⼀⼈で多くの
学問領域を探究し、さらにそれらの知識の総合をも試み、今⽇
でいうところの学際的研究を⾏っていた。

•とはいえ、⼀⼈で研究を⾏う限界も知っており、学者の共同体
であるアカデミーの創設も⾏った。
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ライプニッツとカントが東京にやってき
て30歳の私に哲学のことを教えてくれた。
Ø今⽇の⾼度に専⾨化が進んだ世界において「哲学者」がとりう
る道も、⼀⼈であらゆる分野の研究を専⾨的に⾏うのではなく、
学者の共同体における役割の⼀つとして、専⾨的研究を⾏うこ
とで貢献しつつ、学者の共同体をコーディネートすることにあ
るのではないだろうか。

•もちろん、⾮専⾨家と専⾨家の境界は極めて曖昧なものにとど
まるものの、諸学の(⾮)専⾨家としての「哲学者」は、上述し
たやり⽅でCOVID-19の研究に貢献する可能性を秘めている。
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ご清聴
ありがとうございました。
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