
茶番も、学問も、夢想も、烏有も、すべてよし、と。わたしはあなたとのお話にあったすべて

がなくては、とゆずりません。花壇はフローラ神が幸をふりまいてくださったところ。花から花

へとミツバチが憩い、あらゆるものから蜜をつくります。これを礎としている以上、あの寓話に

もまたわたしがある哲学の、明敏かつ魅惑的で大胆なある哲学の委細をまぜこんでいるとしても

悪くお思いにならないでください。「新哲学」と呼ばれるあれです。本はおもちですか、それとも

お聞きおよびでしょうか。彼らはかくのたまうのです、「動物は機械である」と──、これはラ・

フォンテーヌ『ラ・サブリエール夫人への麗辞』（1673?）のほぼ冒頭にみられる一節で(1)、ここで

いわれる「新哲学」とはデカルト哲学、「彼ら」とはカルテジアンのことだが、この『麗辞』が書

かれたちょうどそのころ、動物の魂の本性と機能をめぐる哲学論議が、学識者および知的好事家

たちのあいだにブームをまきおこしていた。「動物は魂をもつか、もたないか」を主題とし、とき

に神学問題にも迷わずふれる文字どおりの侃侃諤諤の議論である。

そんななか、数学、天文学といった自然学を愛好し、動物解剖実験の場をもしばしば自邸にも

うけていたラ・サブリエール夫人（1640-1693）の「科学サロン」は、そうした議論に恰好の場と

して衆目を集め、にぎわっていた。当代随一のインテリ女性と世に仰がれた──あるいはそれゆえ

ボワローに『諷刺詩』(1657-1665)のなかで「女学者」と揶揄された(2)──このラ・サブリエール夫

人をパトロンとしてその館の隣家に住んでいたラ・フォンテーヌ（1621-1695）は、夫人のサロン

に連日出入りする多くの学者、哲学者、文人たちの議論のようすを目のあたりにし、それに『麗

辞』の材をえたのである(3)。

ただここで、このサロンの常連の多くがガッサンディストであったことを見逃すわけにはいか

ない。知られるとおりガッサンディ（1592-1655）は、「エピクロスのライバル」とも綽名され、そ

の哲学は、異教のエピクロスの原子論的哲学
ア ト ミ ス ム

をキリスト教のコンテクストにおいて再解釈・刷新

しようとしたものとして、あくまで唯物主義
マテリアリスム

の立場をゆずらない。また彼は、デカルト（1596-

1650）と生没年をほぼ同じくする過激な反デカルト主義者で、デカルト『省察・反論と答弁』で

は第五反論執筆者としてただひとり実名をかかげて長大なラテン語反論文をものし、そこでデカ

ルトを「おお、霊魂よ ô anima」と嫌味もあらわに呼びかけるなどしてまっこうから立ち向かって
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いる（このガッサンディをデカルトがその「第五答弁」において「おお、肉なる人よ ô caro」とふ

ざけ半分に呼びかけ軽くあしらっているさまは、きまじめな読者の相好を崩すエピソードとしてと

きおり引かれる。ついでにいえば、ガッサンディは、デカルトのこのあまりに疎意にみちた答弁に

がまんがならず、後日「再抗論 Instantia」をもって再反論のかまえをみせたが、デカルトはまるで

相手にせず、これにはもはや答えなかった）。

認識の源泉を身体・物質・感覚におくガッサンディのマテリアリスムはまた、魂 âmeを二形態

からなるものとして考察したところに特徴がある。ガッサンディによれば、魂には「物質的魂 âme

matérielle」と「精神的魂 âme spirituelle」の二つがあり、前者は人間と動物に共通のもの、後者の

みが人間に特有のものであって、種類こそ違え、ともに魂をもつものである以上、動物にもいくら

かの感受性と知性をみとめるべきであるとされる(4)。たとえばイヌは、ときとして脅しや殴打をも

のともせず、見つけた食物にとびかかっていくことがあるではないか、このときイヌはその行為を

目的物の考慮のうえに情知の秤にかけて選択
．．
しているのであって、それはけっしてたんなる機械的

な衝動のみから結果するものではない、云々(AT, VII, 270)、との説明が「物質的魂」の存在を仮定

することで可能となる。

ラ・フォンテーヌの『ラ・サブリエール夫人への麗辞』は、このガッサンディ哲学へのオマージ

ュでもある。『寓話』（1668-1678）のなかで動物に語らせ、動物をつうじて人間にモラルを説いた

ラ・フォンテーヌが、「動物は思考をもたず、言葉をもたない、動物は機械にすぎない」と冷やや

かに言い放つデカルトにくみするわけがない。もちろんラ・フォンテーヌも（そしてガッサンディ

もまた）人間が人間としてあるべき尊厳までをも人間からうばおうとしているわけではない。真の

人間らしさ
ユ マ ニ テ

は、ガッサンディのいう「精神的魂」にとっておかれる。人間と動物は「精神的魂」の

有無において最終的に区別されるが、しかし、ともに「物質的魂」をわけもつ関係にある以上、人

間と動物は互いにおのずと親和する。この親和力にたのんでラ・フォンテーヌは『寓話』をつづり、

動物と事物に、つまりは世界のすべてに息吹 âmeをあたえた。

だがデカルトはこのような折衷主義的な考えかたをうけつけないだろう。デカルトの心身二元論

は、魂（精神）という実体
．．
には思考という属性

．．
のみが、身体（物質）というもう一つの実体

．．
には延

長という属性
．．
のみが、それぞれ厳格にわりあてられる、そのことにこそ意味がある

．．．．．
のであって、ガ

ッサンディの「物質的魂」などといったそれ自体で形容矛盾的、そしてまた「精神的魂」などとい

った多分に冗語的な概念は、デカルトにしてみればもっとも危険な思考の罠である。また先に、意

味がある、といったがそれは、デカルト哲学のオリジナリティーの根幹にかかわることだからでも

ある。

たとえばプラトンは、魂を身体から分離されうる非物質的な不死の実体ととらえた点ではデカル

トと同じだが、一実体としての魂のうちに、「理知的部分 âme raisonnable」、「欲望的部分 âme

concupiscible」、「気概的部分 âme irascible」の三区分をもうけ、魂に内在する多様な性質と働きの

整理と解明に腐心した（『パイドロス』、『国家（四巻・九巻）』）(5)。これにたいしてアリストテレス
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は、そもそも魂と身体の別をみとめず、魂（現実態）を身体（可能態）の「形相」とみなすことで

両者の不可分性（連続性）を説き、生きている
．．．．．

魂を「栄養的魂 le nutritif」、「感覚的魂 le sensible」、

「知的魂 l’intellectif」の三段階をもってとらえ、そうした魂が身体とともにつねに運動し生成変化

するさまを描いた（『魂論』）(6)。

ともに立場は異にするとはいえ、プラトンにしてもアリストテレスにしても（そしてガッサンデ

ィもまた）、魂をいくつかの部分に分け、各部分に異なる属性を配していることには変わりがない。

デカルトはそこに説明の不純と不備をみる。デカルトは魂を部分に分けたりしないし、相互に矛盾

する諸属性をそこにわりふったりもしない。世界に実体は二つ（精神と物質）しかなく、この二つ

の実体はそれぞれ一つの属性（思考か延長）しかもたない──、潔癖といえばあまりに潔癖な（と

もすればときに頑迷な）この一つの説明様式が、結局のところデカルト哲学をつねに特異なものと

している。「動物＝機械論」はこの説明様式を守りぬいたはてに成る一つの極である。極端なだけ

にしばしばうけいれがたいが、その論の運びは極端なだけに刺激的である。そしてなによりこの

「動物＝機械論」は、デカルトの言語考察の精髄にふれる。デカルトは言い切る、「動物は言葉をも

たない、だから動物は人間と異なる」と。なぜそこまで言い切れるのか。その断言の論拠をデカル

トのテクストのなかに訪ねたい。

言葉とデカルト

デカルトにおける言語の問題は「動物＝機械論」をぬきには語れない(7)。とはいえじつのところ

言語の問題にたいするデカルトのアプローチには大きく二つの途があり、一つはこの「動物＝機械

論」をつうじてのもの、もう一つは「言語の恣意性」の指摘によるものである(8)。ここでいう「言

語の恣意性」とは要するに「言葉と物の恣意的連結 l’association arbitraire des mots et des choses」の

ことである。これへの言及は『世界論』の冒頭にみられるものがもっともよく知られている。あれ

これの言葉はそれらが表示するものとはいかなる類似性ももたないのにあれこれの事物を思い浮か

べさせる、言葉と物の結びつきは本来的に恣意的で、その結びつきを可能にするのは人間たちのあ

いだの取り決め institutionにすぎない(AT, XI, 4)、との指摘がそれである。こうした「言語の恣意

性」の認識は、言語にたいする根本的にネガティブな見解をデカルトにもたせる契機をなしている。

この言葉
．．．．

にこの物
．．．

が結びつくのになんの必然性もなく、その結びつきの根拠はあくまで人間があた

えるものなのだということになると、人間たちはときに言葉を物からひきはがして勝手気ままに濫

用するだろう、最悪の場合、そこではごまかしや騙しや嘘が横行するだろう、それだけではない、

この言葉
．．．．

はこのわたしが使用する以前から理由もわからずこの物
．．．

にわりあてられているため、「心

のなかで、だまったまま、口に出さずに考察しているにもかかわらず、やはり言葉そのものにとら

われて、たいていは日常の話しかたに騙されてしまう」(AT, VII, 31-32)……。デカルトは言葉を信
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用していない。デカルトにとって言葉はつねに騙すものでしかない。デカルトにつきまとう反言語

主義的なイメージは、主としてこの「言語の恣意性」の指摘とそこから派生する諸考察に重きをお

いたところから流布したものといえる。

これとは逆に「動物＝機械論」は、そこでデカルトが言語にたいして、あるいはより正確にいっ

て人間言語 langage humainにたいして、ポジティブな見解を呈示している唯一の箇所であるという

点で特別な意味をもつ(9)。すなわちうえの「言語の恣意性」の問題を扱うさいとはうってかわって、

「動物＝機械論」においては、あるいはより正確にいってそこにおいてのみ
．．．．．．．．

、言語の使用こそが人

間を他の動物から区別する決定的な指標となるのだと、その重要性がいくどとなく説かれるのであ

る。デカルトにおいて言語とはこうして、人間を騙すものであると同時に、人間を語るためになく

てはならないものなのである。

ただし、デカルトが言語を問題としたとき、それはじつにさまざまな角度とレベルにおいて眺め

られるため、その意を正確にとらえるためには相当の注意を要する。じっさい現時点でもデカルト

のいう「言語」なるものの意味内容が不問に付されたままだし、また、デカルトが人間における言

語の存在の決定的重要性を説くとき、問題となるのは多くの場合、その「使用法」であるという点

もしばしば問題を複雑にする。そんななか、いかなる言語をいかにして用いることが真に人間的で

あるといえるのか、それについての考究と説明のために、デカルトは「動物＝機械論」という一つ

の視点に拠って立つのである。ところでこの「動物＝機械論」をつうじたデカルトの言語考察は、

書簡をふくめたいくつかのテクストに限定される。『方法序説』第五部末尾、1646年 11月 23日付

ニューカッスル侯宛書簡、1649年 2月 5日付モルス宛書簡がそのおもなものである。

たとえばチョムスキーがその『デカルト派言語学』の最初の章を「人間言語の創造的側面」と名

づけて考察をはじめるにあたってまず引き合いに出すのが、デカルト『方法序説』第五部末尾部分

である。チョムスキーはいう、「デカルトは言語にかんしてその著作においてそれほど多くはふれ

てはいないが、その哲学の一般概念形成過程において彼は、言語の本質にかんするいくつかの考察

に意義深い役割をあたえている。（中略）人間と動物のあいだの本質的な相違があらわれるのは人

間言語においてであり、それはとりわけ人間のもつあの能力、かずかずの新しい状況に応じて、か

ずかずの新しい思考を表現する言表をつぎつぎと新しく形成することができるというあの能力にお

いてなのである」(10)。こういわれたあとすぐに『方法序説』第五部にみられる一節が引かれるわけ

だが、とはいえ本稿は、チョムスキーの言語理論とデカルトの言語考察の比較対照を目的とするも

のではないため、ここではチョムスキーの議論の詳細にはたちいらない。ただし、チョムスキーが

自身の言語理論の枢要をなすものとしてそこでまずとりあげている問題、すなわち人間言語におけ

る「無限の文の生産可能性・改新性」(11)の問題は、デカルトの言語考察の核心をつくものとしてこ

こでひとまず記憶にとどめておくにあたいするだろう。いずれにしても、『方法序説』第五部のこ

の箇所はじっさい、「動物＝機械論」をつうじたデカルトの言語考察をさまざまな視点から総合的

に観察できる場として都合がいい。したがって以下、チョムスキー同様、本稿でもまた『方法序説』
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第五部当該箇所の吟味からはじめることとしたい。

機械と人間

この身体のうちに生じうるさまざまな働きについて調べているうちに、思考せずともわたしたちのう

ちにありうる働きのすべてを、わたしはそこにそっくり見出した。(『方法序説』第五部 : AT, VI, 46

[12-15])

デカルトにとって身体とは、思考なしに働くものである。同じく身体についてはのちにマルブラ

ンシュ(1638-1715)が『真理の探求』(1674)のなかで、「われわれなしにわれわれのうちにある être

en nous sans nous」という定形表現をもってその特性をくり返し強調しているが(12)、そのようない

われかたをされながら人間の身体はまず「考えることだけがその本性である魂」（AT, VI, 46 [17-

18]）と截然と区別される。そのようにして魂と区別されたうえで人間の身体はつぎに、「理性をも

たない動物 les animaux sans raison」(AT, VI, 46 [19])と同化され、純然たる機械論の適用のもとに異

常ともいえる緻密さと執拗さをもって、その機構と運動のさまが記述される。これが『方法序説』

第五部において、デカルトがウィリアム・ハーヴェイの血液循環説を適用・改変しながら延々くり

ひろげているあの「心臓と動脈の運動の機械論的説明」(AT, VI, 46-56)である。そのあまりの煩瑣

さゆえに、さらにはのちにその決定的誤りが証明されたこともてつだって、いまやほとんどすべて

の読者にまるごと読みとばされるものとしてあまりに有名なあの箇所である。

記述内容の当否はおくとして、いずれにしてもデカルトはこうした記述方法をとることで、人間

の身体は思考をもたない一個の機械にすぎない、その点においてまた人間の身体は「理性をもたな

い動物」となんら変わりがないのだといいつづけていることはたしかである。紙とペンのみによっ

て人体解剖実験の現場に読者をたちあわせようとのもくろみであろう。デカルトによるその紙上の

人体解剖実験はじっさい、マルブランシュのような人を一目で熱狂させた。知られるようにマルブ

ランシュは、パリの本屋でデカルトの『人間論』(1664, posthume)をたまたま手にし、その徹底し

た人体の機械論的記述に魅せられてデカルト哲学に入門した(13)。いまでこそまともな読者をうしな

ってしまったとはいえ、こうした機械論的人体記述も四百年前の多くの人びとの目には新しく、じ

ゅうぶん魅力的とうつったのかもしれない。

機械としての身体器官のありさまをこうしてひととおり描き終え、人間と「理性をもたない動

物＝機械」との共通部分を読者の眼前においたあと（この意味でデカルトにおいては、人間は身体
．．．．．

的には完全に動物
．．．．．．．．

なのである）、こんどは人間と動物＝機械を隔てるものについての考察にうつる。

そこではまず、機械と動物の類似と、機械と人間の相違が確認される。デカルトはいう、たとえ

ばその外見と器官がサルによく似た機械のようなものがそこにあるとする、一見してそれは本物の
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サルではないと察知はできても、本物のサルと機械のサルを見分けるための決定的な手段はついに

は存在しないのだ、と。しかしながらそれが人間の場合となると事情が異なる、とデカルトはつづ

ける、たとえば人間の身体と外見がそっくりで、その運動機能を可能なかぎり再現しうる機械がつ

くられたとする、そのつくりはあまりに精巧で、見た目には機械と本物の人間を区別することはで

きないほどだが、それでも本物の人間と機械を見分ける手段は存在する、それも「きわめて確実な

二つの手段」(AT, VI, 56)が存在する、と。デカルトにおいては、「言語の使用」と「理性の存在」

がその二つであるといわれる。

機械と人間の違いについて述べるにあたり、デカルトはつぎのようなかたちでまず言語使用の問

題にふれる。

第一に、機械には、わたしたちが自分の考えを他人に表明するためにするように、言葉を用いること

も、そのほかのさまざまな記号を組み合わせて用いることもけっしてできないだろう。というのも、

あれこれの言葉を発するように、さらには、さまざまな身体作用に応じてひきおこされたその内部機

構におけるなんらかの変化によってあれこれの言葉を発するように、じつにうまくつくられた機械を

思い浮かべることはできる、たとえば、どこかをつつけば「なんですか？」と問いかけ、ほかのどこ

かをつつけば「痛い！」と叫んだりする機械だが、しかし、言葉をいろいろに並べ替えて、目の前で

いわれるあらゆることの意味に答えるといった、人間ならばどんなに愚かであってもできるようなこ

とをなす機械を思い浮かべることはできない。(AT, VI, 56-57)

機械も言葉を発することはできる。そうするようにとあらかじめ機械にプログラミングしておけば

いい。Aボタンを押せば「α（なんですか？）」といい、Bボタンを押せば「β（痛い！）」という

“話す機械”である。この機械は、あたかもそこにきちんと意味がともなっているかのごとく器用

に音を発するだろう。そうした機械を考案することはたやすい。しかし、そのようにして機械によ

って発された言葉は、それがどれほど複雑で高度なレベルに達するものであっても、およそ真の言

葉であるとはいいがたいだろう。それはプログラムのとおりにあくまで正常に機構が発動した結果

にすぎず、そこにあるのは結局のところ人間の言葉の外面だけだからである。それにたいして人間

は、とデカルトはつづける、目の前でなにかいわれれば、瞬時に言葉をさまざまに組み合わせ、言

葉でもってなにかを答える。人間ならだれでもできることが機械にはできない。機械は人間と同じ

ように言葉を用いることはできない。いや、けっしてできないだろう。

それではなぜ機械は人間と同じように言葉を用いることができないのか。これに答えるものとし

てつぎに、理性の特性とその存在意義が説かれる。

第二に、機械は、多くのことをわたしたちと同じくらいうまくなすし、あるいはおそらくわたしたち

のだれよりもうまくなすとはいえ、おそらくなにかが決定的に欠けている、そのせいで機械は、認識

によってではなく、たんにその機構の配置によって動くだけだということが一般に知られるのである。
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というのも、理性はあらゆる場合に役に立つ普遍の道具
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

であるのにたいして、そうした機構は個々の
．．．

動作
．．
のためにいちいちなにがしかの個々の配置

．．．．．
を必要とするからで、したがって、生のありとあらゆ

る機会において、わたしたちの理性がわたしたちを動かすのと同じしかたで、機械を動かすのにたる

多機能組織を一個の機械のうちに見出すことは、思ってみても不可能なのである。(AT, VI, 57 ; 傍点筆

者)

じっさい多くの場合、機械は人間よりもはるかに見事にことをなす。たとえば、「時計は歯車とバ

ネでしかできていないのに、わたしたちが賢慮のかぎりを尽くしてもおよばぬ正確さで、時を刻み、

時を計ることができる」(AT, VI, 59)。しかしそうした動作を機械がなしうるのは、その個別の動

作のためだけに歯車やバネが個別に組織されているからである。機械の動作はそれが正確であれば

あるほど、内部機構のきめ細かな配置があることを前提とする。機械には、これはできる、とあら

かじめ定められたことしかできない。機械の動作はつねに制限つきのものにすぎない。それにたい

して理性は、あらゆる個別的な制約から自由であることをその特性とする。理性のおかげで人間は、

どんな場面に立ち会ってもなんらかの行為をもって応えることができる。たとえ機械ほどの正確さ

をもたずとも、ありとあらゆるケースになんらかのかたちで瞬時に応えることができる。ときとし

て、これができる、などと思ってもいなかったことでさえもができる。デカルトはこうした理性を

人間に特有のものであるとみなし、それを「普遍の道具 un instrument universel」と呼んで、個別性

particularité からついに逃れられない機械を人間から区別するための手段として重視する。機械と

違って人間が、特別なプログラミングなしにいつでもどこでも言葉を自由にあやつることができる

のも、もとをたどればこの理性の存在と働きのおかげなのである。

動物と人間

「言語の使用」と「理性の存在」の二つが、いかにして機械と人間とを区別するための決定的な

指標となりうるのかをうえのようにして明らかにしたあとデカルトは、こんどはその同じ二つを、

動物と人間を区別するためにもまたなくてはならないものとして引きつづき用いる。ただしこんど

は考察の対象がともに生物であるだけに、その論法はいささか込み入ったものとなっている。

人間ならばどれほどの暗愚 hébétésであっても愚鈍 stupidesであっても、また瘋癲 insensésでさえもそ

の例外ではなく、さまざまな言葉を集めて配列し、そこからひとつづきの話を組み立てて、自分の考

えを他人に伝えることができるが、それとは反対に、他の動物には、どれほど無欠で生まれつき能力

に恵まれているものでも、同じことができるものはいない。それはそうした動物たちが器官を欠いて

いるからではない、というのも、カササギやオウムはわたしたちのように言葉を発音することはでき

ても、わたしたちのように話すこと、すなわち、自分がいっていることは自分が考えていることなの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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だということを明示しながら話す
．．．．．．．．．．．．．．．

ことはできないからで、それにたいして人間は、たとえ聾çとして

生まれ、他人に話をするのに用いられる器官を、動物と同じかあるいはそれ以上に欠いているとして

も、自分たちでなんらかの記号を発明し、ふだんから自分たちといっしょにいて、その言語を習うゆ

とりのある人びとに、自分たちのことを理解させるのである。(AT, VI, 57-58 ; 傍点筆者)

「言語の使用」という点において、人間にはなにができ、動物にはなにができないか、それを明ら

かにするためにデカルトはここで、言葉を発音するのに必要な身体器官の有無に注目しながら話を

すすめている。言葉を発するための身体器官なら、人間以外の動物にもそなわっている、とデカル

トはいう。じじつカササギやオウムといった動物は、人間の言葉を人間と同じように発音すること

ができるではないか。動物のなかにも、人間の言葉を発するにじゅうぶんな声帯機能をもつものが

いるのである。しかしそうした動物たちはたんに言葉の音をまさしく鸚鵡返しになぞっているだけ

で、けっして人間と同じように話しているわけではない。人間のように、人間らしく話すというこ

とは、いま自分の話していることは自分の考えたことなのだということを、あるいはそれは自分が

まさにいま考えつつあることなのだということを、自分は知っているのだと明示しながら en

témoignant話すということなのである。機械と人間の違いをめぐる先の引用文のなかで「機械は認

識によって par connaissance動くのではない」といわれていたが、その意味で動物もまた「認識に

よって話すのではない」のである。

ところで、言葉を発するための身体器官がそなわっていても人間のように話すことができないと

いうことになると、身体器官の有無なるものは話すための要件とはいえなくなるだろう。たとえば

生まれつき聾çで話すための身体器官がもともと十全に機能しえない人でも、みずから記号を、す

なわち手話記号を発明することができ、そうした記号をつうじて自分の考えを他人に理解させるこ

とができる。オウムのように器用に言葉を発することはできなくても、他人に意中を伝えることが

できるのである。そしてそこで用いられる手話記号もまた、他の言語に劣らない普遍の通用力をも

っている。聾çの人びとと日常生活をともにする人びとは、たとえ自分が聾çでなくともその手

話記号の使用を必要とするし、いずれにしても時間に余裕さえあればだれでもそれを習得すること

ができる。手話記号はこうして聾ç者のコミュニティーを容易に超え出て、最終的にはあらゆる人

びとに理解されうる可能性をつねに潜在的にもっているのである。

要するにここでは、人間言語の「非身体性」とその通用力の「普遍性」がいわれている。むろん

手話記号でもって表現するには手という身体器官がなくてはならないが、デカルトが問題としてい

るのはそうしたことではない。声帯や手といった身体器官をつうじて表現される以前に、というよ

りも、いずれなにをもって表現されようが、言葉を言葉として機能させる「なにか」がそれとは別

に存在するといっているのである。その「なにか」のおかげで人間は、人間ならばどんな人でも─

─暗愚でも愚鈍でも瘋癲でも聾çでも──、あらゆる人とのコミュニケーションの可能性につねに

開かれているとされるのである。
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そしてその普遍の「なにか」は再度「理性」という呼び名をもって、人間と動物を区別するため

の決定打として後ろ盾とされる。

……動物は
．．．

、人間ほどの理性をもたないのではなく、理性をまったくもたない
．．．．．．．．．．．

。というのも、話せる

ためにはほんの少しの理性しか必要ないからであり、また、同一種に属する個々の動物のあいだには

個々の人間たちのあいだにみられるのと同様の不平等がみとめられ、あるものは他のものよりも仕込

まれやすいということがあるのだから、その種のなかでもっとも完全な一匹のサル、あるいは一羽の

オウムが、もっとも愚鈍な一人の人間の子ども、あるいは少なくとも脳に障害のある一人の人間の子

どもにさえ、この点（言葉を話すこと）においてかなわない、といったことは、動物の魂がわたした

ちの魂とまったく異なる本性をもつのだとでもしなければ、とても信じられないことである。(AT, VI,

58 ; 傍点およびカッコ内筆者)

「動物は理性をもたない」。こう断言してはばからないデカルトに、気色ばむ読者は少なくないはず

である。このデカルトの断言への違和感は、「まったくもたない point du tout」という完全否定によ

ってより強められることだろう。デカルトにおいて動物の理性の有無は、その量の多少において手

加減されないのである。多くの読者はそうした容赦のない完全否定のなかに、デカルトのどこか驕

った独断を指摘せずにはいられないだろう。さらには、うえの文章のすぐあとで「動物は話さない」

とも断言される(AT, VI, 58)。だが、と、多くの人は口をそろえて反論するだろう、人間に、人間

以外の動物のことがなぜわかるのか。動物には動物なりの理解力、すなわち知性と、それを伝え合

う動物なりの言葉が、人間の言葉とは働きも次元も異なるところで、だからこそ人間には理解しえ

ずそれとはついに認識しえないかたちで、それでもたしかに存在するのではないか。

しかしデカルトはこうした反論をとうに見越している。人間がそれを理解しないだけで、動物も

言葉を話すはずだ、といったいいかたは当たらないと一蹴する(14)。そのときデカルトが論拠とする

のが、先にみた、言葉を発するための身体器官の有無をめぐる考察である。動物も同じ仲間のあい

だで互いに理解し合っているということはみとめてもいい、しかし、ならばなぜ動物は人間にたい

しても仲間内でおこなうのと同じように自分を理解させることができないのか、動物はじっさいに

人間と似た身体器官をもっているし、なかには人間と同じように発音できる声帯をもつ動物もいる、

話すための条件がそれだけ整いながら、結局のところ人間と同じように言葉をもって話すことがで

きないとあっては、動物には人間と違ってなにかが決定的に欠けていると考えるほかはない、その

なにかとは「普遍の道具」たる理性であり、理性をもたない動物は話すすべを知らない ne pas

savoir parler──。

ここまでのデカルトの議論を整理するとまず、オウムやカササギといった一部の動物たちの実例

から知れるように、言葉を発音するのに適した身体器官をもっているから話すことができるのだと

はもはやいえない。また、生まれつき聾çの人びとをみればわかるように、そうした身体器官を生

まれながらにして欠いているから話すことができないともいえない。話すための真の能力を保証し
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てくれるのは、したがって、言葉をかたちづくる音声でも記号でもなく、さらには言葉を発するた

めの身体器官の有無でもなく、理性の存在であるということになる。

こうして、真の言語能力の有無を見分けるための徴表として理性がとられ、音声、記号、身体は

捨てられたわけだが、ここでさらに考察の対象としてとりあげるべき問題がある。言語表現と感情

表現の違いについてである。

情念と言葉

端的にいってデカルトにおいて、感情表現は言語ではないとされる。デカルトは動物も感情をも

つことをみとめる(15)。しかも人間のように感情をもつことをみとめる(16)。動物がしばしばわたした

ち人間に語りかけているかのように感じられるのは動物にも感情があるからこそなのだが、しかし、

だからといってそうした感情表現を言語表現と混同してはならない、とデカルトはいう。デカルト

にとって感情ないし情念とは、身体に働きかけられた外的作用に応じて身体の内部器官が機械的に

発動する自然運動にほかならず、この意味で、感情表現なるものは結局のところ、機械によっても

再現されうるものにすぎないのである。

こうした言葉や記号はいかなる情念にも関係づけられてはならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のです、喜びや悲しみの叫び、ま

たそれらに類するものだけでなく、動物たちにさまざまな工夫をもって教えることのできるすべての

ものも、そこから除外されるべきではないのです。(AT, IV, 574-584; 傍点筆者)

これは 1646年 11月 23日付ニューカッスル候宛の手紙の一節で、みられるとおり言葉と情念はデ

カルトにおいて明確に区別されるのだが、ここで「情念」といわれたとき、その表現レベルで二つ

の異なったタイプのものが想定されている点に注目したい。第一に想定されているのは「叫び」と

いう表現形態である。喜びや悲しみといった情念は、多くの場合「叫び」をともなう。「叫び」は

もっとも一般的で直接的な感情表現として、ここでまずとりあげられている。一方、デカルトがそ

れとは別にとりあげているのが、「さまざまな工夫をもって avec artifices」動物に教え込みうると

いわれる感情表現で、これは動物の学習能力にかかわるものとして、いくつかの事例をつうじて以

下のように説明されている。

たとえば、だれかが一羽のオウムに、女主人を見たらとにかく「こんにちは」というようにと教

えるとする。教えるためには人はさまざまな「工夫 artifices」を必要とする。そこでたとえば女主

人を見るたびにオウムに「こんにちは」といわせ、そのあとかならずなにか大好物の食べ物をあた

えるようにしておけば、そのうちオウムは、女主人を見れば食べることを「期待」するようになり、

食べるためには「こんにちは」と発音すればよいということを学習するだろう。つまり、オウムの
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発する「こんにちは」という言葉は、食べることへの「期待」という情念が生む身体器官運動の一

つにすぎないということになる(AT, IV, 574)。

さらにまた、イヌやウマやサルといった、学習能力が比較的高いとされる動物たちに人間はしば

しばさまざまな芸を教え込むが、それはイヌやウマやサルが、これこれの場合にはしかじかの情念

を抱くということを人間が知ったうえで、それら動物の諸情念を利用することで可能となるものな

のである。したがって、ある種の動物が学習をつうじてときにどれほど見事に芸をなしても、それ

は、恐れ、期待、喜び、その他のさまざまな情念を起動源とする諸運動にすぎないということにな

る。こうした事例をつうじて最終的にデカルトにおいては、言葉を発するオウムも、芸達者なイヌ

やウマやサルもみな「動物たちはまったくなにも考えずに sans aucune penséeそうしている」とい

われるのである(AT, IV, 574-575)。

たしかに感情表現は、人間が日常生活を営むのになくてはならないコミュニケーション手段であ

る。その尽きせぬ豊かな表現と、効果の強さと確かさは、なににもまさるといえるだろう。が、だ

からといって感情表現を言語そのものと混同してはならない。もとよりそれは動物と人間を区別す

るための手段として役に立たない。動物も人間と同様に感情をもつし、あれこれの多彩な感情表現

は身体器官の機械的な発動の所産にすぎないからである。こうした、感情ないし情念の身体性
．．．．．．

に徹

底的にこだわり、「自然学者」(17)として情念のメカニズムを生理学的見地から説明し尽くすことを

目的として書かれたのが、あの『情念論』(1649)である。

こうして、音声も記号も、身体も情念も、真の意味での言語とその使用能力にはかかわらないと

された。それではデカルトにとって真の言語とはなんなのだろうか。こう問われたときデカルトな

らばこう答えるだろう、言語とは理性の働きであり、また思考作用なのだ、と。

先に理性については、あらゆる個別的な制約から自由であること、すなわち「普遍性」をその特

性としてもつということが確認された。理性のおかげで人間は、原則として、個々の外的状況に左

右されずに言葉を自由にあやつる
．．．．．．．

ことができる。チョムスキーの言葉を借りれば、人間は「新しい

状況に応じて、無限に文を生産し、改新していくことができる」のである。それではこのように言

葉を自由にあやつる
．．．．．．．

ことを人間に可能にさせているそれ
．．
、つまり人間において理性の働きを可能に

させている、その当のものとはいったいなにか。デカルトにおいては、それ
．．
とはまさに「思考

pensée」なのである。

思考と言葉

デカルトが用いるよく知られた譬喩の一つに「舟のなかの水夫 un pilote en son navire」というも

のがある(AT, VI, 59 ; AT, VII, 81)。じつはこれはデカルト自身の手になる譬喩ではなく、もともと

スコラ哲学においてプラトンの心身関係論を批判するために常用されていたものなのである(18)。た
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だ、そのようなスコラの常套句をそのまま使うようなことは、デカルトはやはりしていない。文中

では「（思惟する）わたしが自分の身体に、水夫が舟に乗っているようなぐあいにただ宿っている

のではなく、わたしがこの身体ときわめて密接に結ばれ、いわば混合しており、したがって身体と

一体を成している」(AT, VII, 81)といったかたちで用いられているのだが、これは、譬喩そのもの

が喚起するイメージをあえてネガティブに見ることで同時にそのイメージのポジを逆照射して炙り

出す「訂正法 épanorthose」(19)の一例として興味深い。要するにデカルトはこの「舟のなかの水夫」

というスコラ的な譬喩を、心身合一体としての人間のありようをより具体的にイメージさせるため

に逆用しているのである。この譬喩を同じようにネガティブに暗示・利用しながら、デカルトは、

身体、魂、思考、言葉、そして情念の関係を、先に引いた同じニューカッスル候宛書簡のなかでつ

ぎのように説明している。

わたしたちの身体はみずから動くたんなる一個の機械であるだけでなく、身体はまたみずからのうち

に一つの魂ももっているのです、魂はさまざまな思考をもつのですが、それは差し出された主題に応

じて形成されるあれこれの言葉やその他さまざまな記号とは別もので、いかなる情念にも関係づけら

れることはありません。(AT, IV, 574)

ここでは身体＝機械（物体）と魂＝思考の二実体の別が説かれるのと同時に、その二実体の合一か

らなる人間の実態にもまたふれられているが、とりわけ魂の属性である思考にかかわる説明として

そのすぐあとに付されている、言葉と情念にかんする但し書きに注目したい。一つ前の引用では、

「身体＝機械」のうちに観察されるものとして、言葉と情念という二つの作用が比較におかれ両者

の別が説かれていた。こんどはそこに「魂＝思考」という媒介変数が新たに加わったことで、諸項

の区別の図式が微妙に変容している。要するにここでは、身体とは違って、思考は言葉とも情念と

も別もので、つまりは、思考のうちには言葉も情念も観察されないのだといわれているのである。

思考と情念が相容れないことは容易に知れるだろう。くり返しになるが、デカルトにおいては情

念は、外的作用にともなう身体内部器官の機械的発動の結果にすぎないため、あれこれの情念はす

べて、血液と動物精気 les esprits animauxと身体器官のさまざまな運動に、最終的に還元されうる

ものとして理解されているからである(20)。まったくの非物質性をその特性とするとされる思考のう

ちに、このような情念を容れる余地はないだろう。

一方、思考と言葉の関係については、話がやや込み入っている。すぐうえで確認したようにデカ

ルトは、思考と言葉もまた別ものだという。しかしこれではこれまでの議論と大きく矛盾しはしな

いだろうか。これまでは、言葉の有無こそが人間と動物＝機械を区別するための指標であり、真の

言語能力の有無を見分けるための徴表は理性または思考の有無なのだといわれていたはずで、する

と言葉と思考は不可分の関係にあるものと考えられて当然のように思われるからである。

しかしデカルトにおいて言葉と思考は、もとより非常に折り合いが悪い。その省察のただなかで、
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デカルトはコギトを見出し(AT, VII, 25)、さらに蜜蝋の分析をへて「精神の洞見」(AT, VII, 31)をえ

た。そのさいデカルトをまっさきに嘆かせたのが、言葉の存在であったことを思い出したい。考え

るものでしかないわたしが、声に出さずにひたすら心のなかだけで考えているのに、言葉はどこま

でもわたしについてまわり、結局わたしはいつでも日常の話しかたに騙されている(AT, VII, 31-32)。

思考とはあらゆる物質性から無縁でなくてはならないもののはずなのに、音声、文字、身体、日常

生活、といった身体性、物質性、個別性をつねにその身にまとう言葉のせいで、じっさいには思考

としてのそのまったき純粋性を保つことができない。言葉は思考を濁し、わたしを騙す。そんな言

葉はデカルトを苛立たせる。デカルトが言葉と思考を別ものとみなすときに問題視するのは、まさ

しくそうした言葉の物質的側面なのである。

それでは、言葉の非
．
物質的側面なるものがあるとしたなら、それはいったいどのようにして想定

されうるのだろうか。このあたりの議論はじっさいきわめてデリケートだが、おそらくデカルトが

言葉に見ているものは、つねに言葉とともにありながら、それ自体はやはり言葉ではないようなな

にものかであるらしい。これについては、1649年 2月 5日付モルス宛書簡にみられるつぎの一節

が、ことのほか意義深く思われる。

真の言語を用いる user d’un véritable langageといったあの完全なレベル、すなわち声あるいはその他の

記号をつうじて、自然の運動というのでなくただ思考のみに関係づけられうるなにか
．．．

をわたしたちに

それと表示する marquerといったあの完全なレベルにまで動物が達したという例を観察した人はまっ

たくおりません。なぜなら言葉というものは、身体のうちに隠され匿われた思考の唯一のサイン signe

でありまた唯一の確かなマーク marqueであるからです。(AT, V, 278 ; FA, III, 886 ; 傍点筆者)

考察の対象となっているのは、言葉そのものというよりも、やはり言葉の使用の問題であるといえ

る。言葉を形成するものとしての声や記号は、それらをつうじて「なにか」を伝える媒体として必

要だが、しかしそれだけでは「真の言語」というにはほど遠い。いまだ不動の物質にすぎない言葉

に、息吹をあたえ、動かし、生かし、言葉を真に言葉として機能させるのは、どうやら物質として

の言葉そのものとは別のところにある。しかし同じ動かすもののなかにもタイプの別があって、情

念の表現を可能とするような身体器官の機械的自然運動ではなく、思考のみにかかわり、そこで思

考が働いていることをそれと表示するようなかたちで言葉が動かされる、すなわち言葉が用いられ

るにいたってはじめて、真の言語使用の完全なレベルに達したといいうるのである。

注意を要するのは、ここでは、思考内容を透明に映すたんなる媒体としての言葉が問われている

のではなく、また、言葉がなくては思考ができないといわれているのでもないということである。

そのいずれでもなくじつのところは、言葉の使用のされかたをつうじてそこにそれととらえられう

る思考の存在
．．．．．

それ自体が問われているのであり、言葉を動かし、言葉とともに動く思考が、動く言

葉のうちに見えてはじめて、言葉は真に言葉たりうるといわれているのである。じじつ思考そのも
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のは、心身合一体としての人間の身体のうちに「隠され cachée、匿われ renfermée」ていて、けっ

して目には見えないものなのだが、制約というものをほとんどまるで知らないかのように自由に動

く言葉が、そのようにして動く言葉のみ
．．．．．．

が、そこに思考が存在することをわたしたち人間にそれと

確かに知らせるサインを出し、そのためのマークとして働くことができるのだ、と。

デカルトが言葉に見ていたものは、用いられつつある言葉の向こうに透視される思考の存在であ

り、たゆまぬ思考の動きであり、言葉を自由にあやつる思考の力だったのではないか。そうした思

考の存在や動きや力は、なるほど言葉の物質性にたやすくは還元されえないだろうし、とはいえそ

れら非物質的な一連の「なにか」は、物質としての言葉があるからこそ察知されうるものとなるの

だろう。言葉と思考はこうしてデカルトにおいて、それぞれ異なる実体に属するものとしてありな

がら、まさしく魂と身体のように、不可避的に相互に作用し合うものとしてとらえられており、ま

た、そうした相互作用があってこそ、互いにその存在を保証し合えるものとなると理解されている

ことがわかるだろう。

この言葉と思考の相互作用を、動物のうちにみてとることがどうしてもできないのだ、とデカル

トはいう。ときおり動物がわたしたち人間に見せるさまざまな表現や表情のなかに、情念や感覚を

ともなわない思考の働きそのものがそこに在ると知らせるサインやマーク、それこそが言葉の機能

の本質にかかわるものなのだが、そうしたサインやマークを動物はなぜか出してこないのだ、と。

もちろん「人間精神は動物の心のなかに入り込むことができないため、そこでなにが起こっている

のかを知ることはできない」(AT, V, 276 ; FA, III, 885)。しかし、動物は人間と同じように、目、耳、

舌、その他さまざまな身体＝感覚器官をもっていて、生命をもち、人間のように感情を抱き、感情

を表現して人間に伝えることもでき、また場合によっては人間のように言葉を発音することもでき

るのに、そこまでできながら、人間以外の動物は人間と同じように言葉を用いることができない。

そこに思考が在るとのサインを出すマークとしての言葉の使用を観察できない動物のうちには、思

考の存在を確認するすべがない。思考がなくては言葉は動けず、言葉がなくては思考はそれと姿を

現わせない。堂々巡りのこの否定的認識のただなかで、デカルトは断言するのである、動物は思考

をもたない、動物は言葉をもたない、だから動物は人間と異なる、と。

＊　＊　＊

「動物に感情をみとめるというのだから、わたしの意見も、人間を贔屓目にみるほど残酷ではな

いのですよ」(AT, V, 278-279 ; FA, III, 887)とデカルトは 1649年 2月 5日付モルス宛書簡の末尾で

冗談まじりに自己弁護している。「動物は思考をもたず、言葉をもたない」という見解が、残酷で

あるか、正しいかはおくとして、いずれにしてもそうした見解を堅持するにいたるまでのデカルト

の議論の手続きはあくまで整然としている。世界を魂と物体の二つの実体によってとらえ、前者に

は思考のみを、後者には延長のみを、それぞれの属性としてわりあてる、この単純といえば単純な
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一つの作業方法を守りとおしているからである。デカルトの心身二元論をもってすると、この世の

すべてはそれら二実体のいずれかのうちにかならず収められる。みてきたとおり、その言語をめぐ

る考察において、音声、記号、身体、情念といったものはいずれも物質性を宿すものとして、デカ

ルトの手でつぎつぎと物体の領内に投げ込まれていった。

残るは思考、より正確には思考作用のみとなり、これだけがもう一つの実体である魂の側に容れ

られ、特別扱いをうけることになる。じじつ人間における言語使用の実際が検討されるなかで、思

考は、物質としての言葉が真に言葉として機能しうるためになくてはならないものとして最重要視

され、またその同じ思考については、物質としての言葉がなくてはその存在を知らしめることがで

きないものとして、そのさらなる特異性が説かれた。そして最終的に、そのような言葉と思考の不

可避の協働こそが、言葉を真に人間らしいものとするのだといわれ、人間を人間らしくするそうし

た言葉の使用のなかにこそ、人間を動物から区別する決定的手段が見出されるのだと結論されるに

いたったのである。

くり返しになるが、デカルトの出したこの結論が正しいかどうかはわからない。しかし、動物に

おける言葉の有無といったきわめてデリケートな問題をひととおり整理するには、「動物＝機械論」

をつうじたデカルトの議論はたしかに役立つだろう。あるいは、音声、記号、身体、情念、思考と

いった諸論点を経めぐるデカルトのこの言語考察を、いずれも未解決の問題群としてとらえること

も可能だろう。

とはいえ、動物に思考と言葉の存在を断じてみとめないデカルトには、やはり少し残酷なところ

があるのかもしれない。自分のように考えられるようになれば、「動物を食べても殺しても、罪悪

感を抱かずにいられるようになりますよ」(AT, V, 279 ; FA, III, 889)と、デカルトは平然と人に諭し

てもいるのである。
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