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プルタルコス動物関連著作における徳性の役割について 

 

中村 健 （大阪体育大学） 

 

序.  

ローマ帝政期のギリシア人哲学者プルタルコスは『モラリア』（倫理論集）において三つ

の動物関連論考（『陸棲動物と水棲動物のどちらが賢いか』、『非理性的な動物が理性を用い

ることについて』、『肉食について』）を著している。本発表の目的は、これらの動物関連著

作（特に『陸棲動物と水棲動物のいずれが賢いか』）を読解し、動物の道徳的身分を擁護す

るプルタルコスの議論における動物の徳性や性格的特徴の役割を解明することである。こ

の著作で彼は動物が理性を持つことを論じ、ストア派の「動物は理性を持たないため、人

間の配慮に値しない」という主張を批判している。同様に、現代の動物倫理の論争におい

ても動物の理性・知性の有無は重要な争点となっている。例えば、現代の契約主義者は、「理

性的行為者」となるための条件として一定の知的能力を要求し、「人間以外の動物はわれわ

れ人間と道徳的な契約関係を結ぶだけの知的能力を持たないため、人間の道徳的配慮の対

象とはなり得ない」と主張する。 

しかし、このような争点の類似性以上に興味深いのは、プルタルコスの議論と現代の議

論における争点の差異である。プルタルコスの議論では動物の徳性が強調されており、動

物が協調性、勇敢さ、正義、節制などの徳を発揮する逸話が紹介されるが、言語能力はあ

まり言及されていない。他方で現代の論争では、言語能力などの知的能力の有無が争点と

なることが多く、動物の徳性や性格的特徴の有無が論じられることは少ない。本発表では、

プルタルコスによる動物関連著作の中でも最もページ数の多い「陸棲動物と水棲動物のど

ちらが賢いか」（以下『陸棲動物と水棲動物』）に特に焦点を当て、その議論おける動物の

徳性の位置づけを分析し、それがストア派の議論や現代の動物倫理との関係においてどの

ような意義を持つのかを解明することを目指す。 

 

1. 『陸棲動物と水棲動物のどちらが賢いか』の概略 

まず、一般的によく知られているとは言えない『陸棲動物と水棲動物』の概略を紹介し

たい。この作品は対話篇形式で書かれているが、議論の構成としては、第一部と第二部に

大別される。第一部においては、プルタルコスの父アウトブロスと、プルタルコスの友人

ソクラロスの間の対話が、第二部においては、プルタルコスよりも年代の若いアリストテ

ィモスとパイディモスの間の対話が描写される。以下が議論の概略である。 

 

第一部（1—7 節） 

(1) 導入部（1—2 節） 

「陸棲動物と水棲動物のどちらが賢いか」という討論が提案されるきっかけとなっ
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た前日の経緯が語られる。また、討論の参加者たちが到着する前に、前日に確認さ

れた論点（すべての動物が何らかの理性を持つ）をもう一度詳しく検討することが

ソクラロスによって提案される。 

(2) 動物は理性を持つのか（3―7 節） 

ソクラロスがストア派の立場を代弁して、動物は理性や徳性を持たないと論じ、ア

ウトブロスがそれに反論する。 

（3 節）動物が理性を持つ（λογικόν）かどうか 

（4―5 節）動物が徳性（ἀρετή）を持つかどうか 

（6―7 節）動物が徳性を持つことから帰結する倫理的含意 

 

第二部（8 節―37 節） 

(3) 移行部（8 節） 

討論の参加者たちが到着し、オプタトスが討論の裁定者に指名される。 

(4) 陸棲動物の知性（9―24 節） 

陸棲動物が水棲動物よりも優れた知性を持っているということが、アリストティモ

スによって、さまざまな逸話を通じて論じられる。 

(5) 水棲動物の知性（25―36 節） 

水棲動物が陸棲動物に劣らず優れた知性を持っているということが、パイディモス

によって、さまざまな逸話を通じて論じられる。 

 

結論部（37 節） 

(6) すべての動物が理性・知性を持つ 

陸棲動物と水棲動物のどちらがより優れた知性を持つのかという問題には決着が

つけられず、むしろ「動物から理性（λόγος）や知性（σύνεσις）をはく奪しようと

する者たちに対して」、すべての動物が理性・知性を持つことがソクラロスによっ

て結論付けられる。 

 

以上の議論は、分量の点から言えば、第一部よりも第二部の方が圧倒的に長大であり、こ

こでアリストティモスとパイディモスが、それぞれ陸棲動物と水棲動物の知性や徳性を示

す非常に興味深いさまざまな逸話を紹介している。これらの逸話のうちには、少女に恋を

して、文献学者アリストパネスの恋敵となったアレクサンドリアのゾウや、ヘシオドスの

殺害を露見させたイヌやイルカの活躍など、個別的で真偽のほどが疑わしい逸話だけでな

く、溺れる人を助けるイルカや、薄氷を警戒するキツネ、協力関係にあるワニとチドリな

ど、現代においてもしばしば報告されている一般的な事例が含まれていて非常に興味深い。

これらの逸話やプルタルコスによるそれらの扱いに関して、何らかの哲学的意義を読み取

ることも可能だと思われるが、本発表では、主に第一部のアウトブロスとソクラロスの対
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話に着目して、プルタルコスの議論を考察する。 

 

2. 「程度の差」からの議論 

では、第一部における議論をもう少し詳しく見てみよう。アウトブロスとソクラロスの

議論は実質的には第 3 節から第 7 節にかけて行われており、概略で見た通り、議論はおお

まかに「動物が理性を持つかどうか」（3 節）、「動物が徳性を持つかどうか」（4－5 節）、「動

物が徳性を持つことから帰結する倫理的含意」（6－7 節）に大別される。このうち、私が本

発表で取り上げたいのは二番目と三番目の議論（以下、第二議論と第三議論）である。 

 第二議論は、ソクラロスによる次のような批判によって開始される：「理性は徳を目的と

して生じたのですが、動物たちがその徳を気にかけているようには全く見えず、また、徳

に向けての成長もなければ、徳を欲求することもないのですから、徳という目的に到達す

ることができない動物たちに、自然が徳の端緒（アルケー）を与えたなどということがど

のようなことなのか、私には全く分かりません。」 

 このような批判に対して、アウトブロスはまず、 

 

(2a)「子孫に対する情愛は、われわれの協調性や正義の端緒（アルケー）である」1 

とストア派が定めていることを確認する。次に、一般的な観察的事実として、 

(2b)「動物たちの間にそのような情愛が強く満ち溢れている」 

ことを指摘する。そして、これらの前提から、 

(2c) 動物たちが少なくとも正義の端緒を有している 

 

という結論を導き出している。そして、これに続けて、この結論からさらなる含意を導き

出すために、以下のような諸点をアウトブロスは確認していく： 

 

・人間たちの間にも徳の優劣が存在すること 

・動物たちが完全な徳に到達していないことは、理性の欠如としてではなく、理性の矮

小さや弱さとして理解されるべきであること 

・これから行われる、陸棲動物と水棲動物のどちらが賢いかという討論自体が、動物の

間に徳の優劣が存在することを示していること 

・サルは美しさを持っていないので醜くさえない（美醜の尺度において悪しき位置にさ

えいない）、あるいは、陸ガメは素早さを持たないので鈍間でさえない（遅速の尺度に

おいて悪しき位置にさえいない）と主張することは馬鹿げている。したがって、動物

が理性を正しく用いていないという理由で、だから動物は理性を少しも持たない（理

                                                   
1 ストア派のオイケイオーシス論においては、人間は自己に対する配慮を徐々に外部へと拡張さ

せ、最終的には全人類へと配慮の対象を拡張させるとされている。Cf. ディオゲネス・ラエルテ

ィオス『ギリシア哲学者列伝』第 7 巻 85。 
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性の尺度において悪しき位置にさえいない）と主張することは同じくらい馬鹿げてい

ること 

・われわれは、ヒツジがイヌよりも愚かだと言うことはあるが、ある野菜が別の野菜よ

りも愚かであるとは言わないこと 

・狂ったイヌがいることに議論の余地はないが、狂ったイヌは、本来持っていた理性が

かき乱された状態にあるということ 

 

 そして、これらの様々な補助的な論点はすべて、同じ含意を指し示すよう、アウトブロ

スによって意図されているように思われる。すなわち、 

 

(2d) 動物の理性の弱さは、その理性の完全な欠如を意味せず、むしろ、程度の差はあれ

彼らが理性や徳性を有しているということを積極的に意味する 

 

という論点である。 

 

 第二議論からの以上のような結論を受けて、第三議論でソクラロスは、ストア派やペリ

パトス派が用いるという次のような議論を導入する。これは、われわれが動物に配慮する、

しない、という二つの選択肢のどちらをとっても困難に陥るというジレンマの形式をとる。

まず、われわれは動物に配慮しないという実際に人間が採用している選択肢から議論は進

められる。 

(3a) われわれは動物に配慮しない 

しかし、一般的な前提として、 

(3b) 理性を持つものに配慮しないことは正義に反する 

しかし、第二議論から、 

(3c) すべての動物は理性を持つ 

これらの前提から、 

(3d) われわれの動物に対する行為は正義に反している 

という結論が導き出される。他方で、仮に、 

(3e) われわれは動物に配慮する 

という選択肢をとった場合はどうだろうか。この選択肢からは直ちに、 

(3f) 人間の文明的な生活は破壊され、人間たち自身が獣のような生活を強いられる 

という結論が引き出されている。したがって、動物に配慮しない場合には、不正義という

困難が、配慮する場合には、文明の破壊という困難が生じるのである。 

このようなジレンマに対するストア派の対応は、議論の中では明確に言及されてはいな

いものの、第一の角（3a—3d）の議論のうち(3c)の前提を容認しないというものであるだろ
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う 2。これに対して、アウトブロスは、再び、ある意味では「程度の差」に着目した、是々

非々の対応をとることによる解決策を提案する。それは「動物たちから理性を奪うことな

く、かつ、動物を適正に利用する者たちの正義を救う」のだという。すなわち、「一方で社

会性がなく単に有害な動物を罰したり殺し、他方でおとなしく人間に友好的な動物を手な

ずけたり、個々の動物が本性的に適している仕事の共同作業者とするのは不正ではない」

という提案を行うのである。これは、動物を一律に理性を持たないもの、またしたがって、

正義とは関わりを持たないものとして切り捨てるというストア派の対応とは全く異なり、

動物の性質には程度の差があるという当たり前の事実に着目し、それぞれの動物に対して

異なる対応をするという現実的な解決策である。これは、先ほどのジレンマが暗に前提し

ていた、われわれは全ての動物を利用し殺すことを容認するのか、あるいは、一切の動物

の利用を禁じるのか、という乱暴な二者択一を拒絶し、ジレンマの構造そのものを破壊す

るのである。 

 さて、以上のように、プルタルコスが動物の倫理的な扱いに関する議論において、「程度

の差」を、様々な局面で（つまり、理性や徳性一般、動物の理性や徳性、動物に対する扱

い、などで）重視しているのに対して、ストア派はそれらを認めていない。特に、ストア

派が徳に程度の差を認めないという教説を保持していたことはよく知られている。例えば、

プルタルコスの証言によれば、ストア派は徳の進歩について次のように語ったという。 

 

海中で水面から 1 ペーキュス下にいる者だって、500 オルギュイア下に沈んでいる者に劣らず

溺れるが、それと同じように、徳の近くにいる人も、徳から遠く離れている人に劣らず悪の

中にあるのだ。また、盲目の人は、ほどなく視力を取り戻そうかという場合であっても、や

はり盲目であるように、徳において進歩しつつある人も、徳を手に収めるまでは愚かで悪し

き人間のままであるのだ。（『共通観念について』1063A） 

 

また、ストア派はいわゆる「諸徳の統一性」（unity of virtues）を主張していたことがよく知

られており、これもまたプルタルコスが批判していた（cf. 『倫理的徳について』440E-441B）。

したがって、プルタルコスは、徳の在り方に程度の差を認めないストア派の見解を一般的

に批判していたが、動物の道徳的な扱いをめぐる論争においても、彼のその一般的な論点

を適用していたのである。 

 

 

3.  Sapontzis の議論 

 さて、現代の視点から見て、プルタルコスの動物擁護論が興味深く思われる点の一つは、

                                                   
2 実際には議論の中でソクラロスは、人間同士の間では正義が成立しているが、動物たちの間に

は正義が成立しないこと、人間に対して正しい行いをすることができない動物たちに対しては人

間が不正をすることはできない（何をしても不正ではない）、と語り、ジレンマの解決を図って

いる。 
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動物たち自身が何らかの徳性を有していると論じられていることだろう。動物たちの道徳

的身分を擁護するための根拠として、動物たち自身が徳を持っていること、つまり道徳的

行為者であることが論じられるのである。上で見たように、第二部ではアリストティモス

とパイディモスによって、陸棲動物と水棲動物の様々な徳性を示す事例が報告されている。 

 他方、現代では、動物の扱いをめぐる倫理的な論争において、動物の知的な能力（言語

能力など）が論点として持ち出されることはあっても、動物の徳性が論じられることはほ

とんどない。しかし、例外的に、S. Sapontzis は、さまざまな動物（おもに大型の哺乳類）

が道徳的行為者たりうることを論じている 3。本節では、Sapontzis の議論を簡単に追うこと

で、それとよく似ているように思われるプルタルコスの議論を解明することを試みたい。 

 まず、Sapontzis によれば、動物には道徳的行為は不可能であるということを論じる伝統

的な議論は、宗教的な教義を別にすれば、理性と道徳的行為者性（moral agency）の関係性

を重視しており、そのような議論はすべて次のような形式をとるという 4： 

 

A1: 理性的存在のみが道徳的行為者となりうる。 

A2: 動物は理性的ではない。 

A3: それゆえ、動物は道徳的行為者にはなり得ない 

 

この議論の推論は明らかに妥当であるので、議論が健全であるかどうかは、前提の A1 と

A2 が真であるかどうかにかかっている。したがって、Sapontzis はこれら二つの前提の検討

を進めるのである。まず、彼の考えでは、A1, A2 における「理性的」とは基本的に、正常

な成人の人間と同程度の理性を意味している。なぜなら、動物が一切、理知的な行為をす

ることができないと主張することは、われわれの経験から言って不可能だからである。し

たがって、動物の道徳的行為者性を否定するために A の議論を提示する者たちは、この議

論において「理性」を「正常な（成人の）人間の理性」という意味で使用してきたのだと

Sapontzis は論じる 5。すると、A2 は、動物は正常な人間ほどには理性的ではない、という

受け入れざるを得ない命題となるだろう。このため、A の議論を否定するために Sapontzis

は、A1（正常な人間並みに理性的な存在のみが道徳的行為者となりうる）の批判に向かう

ことになる。 
                                                   
3 Steve Sapontzis, Morals, Reason, and Animals, (Philadelphia: Temple University Press, 1987). また、

Paul Schollmeier, “Simian Virtue,” Between the Species, 1994, pp. 19-25 も、アリストテレスの『ニコ

マコス倫理学』に基づいて、チンパンジーの徳について論じている。 
4 Sapontzis, p. 28.  
5 プルタルコスは、『陸棲動物と水棲動物』以外の作品では、しばしば「非理性的な動物」とい

う発言をしているため（『非理性的な動物が理性を用いることについて』、『子供への情愛につい

て』493B, D, 495B、『カトー伝』5. 2 など）、動物の理性を擁護する本作品との不整合性が指摘さ

れてきた（cf. Newmyer, Animals, Rights and Reason in Plutarch and Modern Ethics, New York: 
Routledge, 2006. p. 7）。しかし、プルタルコスもそれらの作品では「非理性的」を（一般的な含

意として）「人間ほどには理性的ではない」という意味で用いていたと考えれば、この（表面上

の）不整合性は解消されるかもしれない。 



関西哲学会 

7 
 

まず、Sapontzis は、A1 を導出するための議論の一つ 6として、次のような議論が用いら

れてきたと語る 7。 

 

B1: ある行為が道徳的であるのは、行為者がそれをするのは道徳的であると認識しており、

かつ、それをするのが道徳的だという理由でそれを行う（つまり、「正しい理由でそれを

行う」）場合に限られる。 

B2: 正常な人間の知性を持つ存在のみが、そのような認識と動機を持つことができる。 

B3: それゆえ、正常な人間の知性を持つ存在のみが道徳的に行動することができる。（＝

A1） 

 

つまり、この議論で言われているのは、ある行為が道徳的行為となるためには、単に行

動のレベルにおいて利他的であるというだけでは十分ではなく、行為者の心的な状態も考

慮されねばならないということである。この議論も A の議論と同様に推論は妥当であるの

で、B3（＝A1）の導出を阻止するために、Sapontzis は前提の真理性を批判する。具体的に

は、彼は二つの前提のうち、B1 は容認したうえで、B2 を否定しようと試みる 8。つまり、

B2 には反例が存在し、ある動物たちは、道徳的な行為を、(i) 道徳的な行為だと認識したう

えで、かつ、(ii) それが道徳的な行為であるという理由で、行うのだと主張する。これはや

や驚くべき主張であるように聞こえるが、Sapontzis は、これまでと同様に、(i)と(ii)の条件

を常識的な道徳のレベルで解釈するのである。つまり彼は、(ii)の動機に関する条件につい

ては、これを比較的単純に、利己的な動機（一見道徳的に見える行為も、実は見返りを求

めていたり、評判を気にしていたりする場合など）を排除するためのものと理解している

ようである。だが当然ながら、人間と比べれば、動物がそのような背後の利己的な動機に

基づいて利他的行動をとることはありそうもない。したがって、少なくともそのような消

極的な意味では、動物は(ii)の動機の条件を満たす、と彼は考える。(i)の認識の条件につい

ても、彼は消極的な意味で解釈し、本能や反射的条件付けによって利他的行動をとる場合

（もしあれば）を排除するためのものと考えている。そしてやはり彼は、例えば、動物の

勇敢な行為は、繁殖期のサケの川のぼりやパブロフのイヌのよだれのような本能あるいは

反射とは異なるという意味で、(i)の条件を満たすと考えるのである。また、彼は、人間の子

供の道徳教育においても習慣づけが重要な役割を果たすことを指摘し、そもそも自由と機

械的な本能や条件付けの対立は二分法的なもの（dichotomy）ではなく、連続的（continuum）

であること、つまりは「程度の差」であることを繰り返し語っている 9。 

 

                                                   
6 Sapontzis は、A1 を導出するための議論をこれ以外にももう一つ取り扱っているが、本稿の議

論との関連性（の無さ）から、その議論については割愛する。  
7 Sapontzis, p. 30.  
8 Sapontzis, p. 32.  
9 Sapontzis, p. 38.  
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 さて、プルタルコスの場合はどうか。これまで見てきたように、動物にもある程度の理

性や徳が備わっているというプルタルコスの見解は、そもそも一般的に理性や徳の状態に

関して「程度の差」を認めるという見解に基づいていると言える。では、動物が備えてい

るとされる徳性は、人間の徳性と比較した場合、あくまでも程度において劣っているのみ

であり、徳を構成する要件をすべて、ある程度は、満たしていると言えるのだろうか。も

ちろん、徳を構成する要件に関しても、立場によってさまざまな見解がありうるであろう。

しかし、たとえプルタルコスが比較的に厳格でない要件しか設定していなかったとしても、

おそらく動物が満たすことのできない要件が存在するように思われる。それは、たとえ完

全な徳を身につけていない段階においても、完全な徳をその理想的なモデルとして目標に

定める、という人生全体を見渡したうえでの目標設定である。道徳的な問題を単に個々の

行為のレベルで論じるのではなく、「われわれはいかに生きるべきか」という人生全体を貫

く幸福（エウダイモニア）の問題として扱うという視点は、古代以来の徳倫理学を規定す

る特徴の一つとして、近世以降に発展したカント主義や功利主義との対比において、しば

しば指摘されてきた 10。確かに、動物が何らかの安定した性格的特徴を持つということや、

そのような性格に基づいて（行為のレベルで）利他的な行動をとり続けるということは、

認められるのかもしれない。しかし、その動物が自覚的に自らの生（life）の過去と未来を

見渡して、理想を設定したり、「これからいかに生きるべきか」について思慮をめぐらせた

り、ということは極めてありそうもない。 
そして、動物の徳性に関するこのような欠陥はプルタルコスも気づいていたように思わ

れる。すでに上で見たように、プルタルコスは、第二議論の冒頭でストア派の代弁者ソク

ラロスに次のように語らせていたのである：「理性は徳を目的として生じたのですが、動物

たちがその徳を気にかけているようには全く見えず、また、徳に向けての成長もなければ、

徳を欲求することもないのですから、徳という目的に到達することができない動物たちに、

自然が徳の端緒（アルケー）を与えたなどということがどのようなことなのか、私には全

く分かりません。」 

 実は Sapontzis も同様に動物の道徳的行為者性のこのような欠陥を論じている： 

 

おおむねのところ動物は、自分の欲求によりよく応えるために環境を再構築しようと試みる

よりは、与えられたものに適応して、それとうまくやっていこうとするのである。さらに、

行為者依存的な道徳的行為者性について考察する際に最も重要なことだが、動物たちは、自

分たちや世界を変化させて、自分たちにとって生活をより良いものにするために、自分たち

が今持っている能力や自分たちがすでに習得している技術を洗練化し拡大する方向に向けら

                                                   
10 例えば Martha Nussbaum, “Virtue Revived: Habit, Passion, Reflection in the Aristotelian Tradition,” 
Times Literary Supplement, July 3, 1992, p. 10, 参照。また Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 1981, 2nd Edition, 1984), pp. 204—225 参照。またアリストテ

レス自身も『ニコマコス倫理学』において、人間が幸福になるためには生涯全体をかける必要が

あることを繰り返し語っている（1098a18, 1100a5, 1101a9-16）。 
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れた、自己や社会を改革する計画に取り組んでいるようには見えないのである。…このこと

から、また、行為者依存的に道徳的な生活における理想の役割から、次のことが帰結する。

つまり、動物は、その多くの賞賛されるべき行いにもかかわらず、十全には行為者依存的に

道徳的な存在にはなることができないのである。彼らは十全には、行為者依存的に道徳的な

存在ではない。なぜなら、彼らの行為は理想的な生き方を実現するための試みの一部ではな

いからである 11。 

 

そして彼は、このように深刻な欠陥についてもまた、再び、程度の差からの議論を持ち出

して解決を図ろうとしているように見える： 

 

道徳的価値は、完全に在るか完全に欠けているかといった、単純なものではないのだ。道徳

的価値には多くの次元があり、それゆえ、ある動物が十全な程度に行為者依存的に道徳的に

なることができないとしても、彼らや彼らの行動が完全に道徳的価値を欠くということには

ならないのである 12。 

 

さて、このような程度の問題に訴えるこれまでの解決方法が、先ほどの困難に有効である

かはかなり疑わしく思われる。なぜなら、人生全体を見渡したうえで理想を設定するとい

う能力は、動物においては、ある程度ではなく、完全に欠けているように見えるからであ

る 13。また、プルタルコスがこの問題についてどう対処しようとしていたのか（していたと

すれば）、という問いに関しては、私は現在のところ答えることができない。特に、このよ

うな徳の扱いをプルタルコス自身の一般的な徳倫理と整合させることは可能だったのか、

という問題については今後の検討課題としたい。 

 ただ、古代の文脈においてこのような問題を考察する際に一つの手掛かりとなるのは、

アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で論じている「選択」（プロアイレシス）と「自発

的」（ヘクーシオン）の区別を検討することであるかもしれない。まずアリストテレスは、

同書の第三巻第一章において、「自発的」（ヘクーシオン）と「非自発的」（アクーシオン）

                                                   
11 Sapontzis, p. 43.  
12 Sapontzis, p. 44.  
13 しかし、このような能力も、過去の出来事を記憶し未来について予測を立てるという複合的

な能力から成ると考えれば、所詮は程度の問題であり、動物もある程度はそのような能力を持つ

と主張できるのだろうか。心理学者 Thomas Suddendorf は、The Gap: The Science of What Separates 
Us from Other Animals (New York: Basic Books, 2013)（邦訳『現実を生きるサル、空想を語るヒト』）

において、人間を他の動物から区別する特徴の一つとして「心的な時間旅行」の能力を挙げてい

る（第 5 章）。彼によれば、この能力は、出来事についての記憶（エピソード記憶）と、それと

密接に結びつく、将来についての想像力から成り、これによって人間は遠い将来の出来事に関す

るシナリオを思い描くのである。ただ、彼はこれを人間特有の能力の一つとして論じているもの

の、彼自身が紹介しているように、アメリカカケスがエピソード記憶に似たものを持つという報

告や、チンパンジーが現実とは異なる世界を想像する基本的な能力を持つという報告が存在する

のである。 
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の区別を立てる。すなわち、非自発的とは、行為が強制や無知のゆえに行われる場合のこ

とであるのに対して、自発的とは、行為の始点が本人のうちにあり、行為が行われる際の

個別的な事柄を本人が知っている場合のことである。そのうえで彼は第二章で、「選択」を

次のように説明する： 

 

さて、「選択」は明らかに「自発的」なものであるが、両者は同一ではなく、自発的なものの

方が選択よりもその範囲が広い。というのは、子供や他の動物たちも自発的な行為には与る

けれども、選択には与らず、またとっさの行為は自発的なものと言えるが、選択に基づいた

ものとは言えないからである。 

 

また彼は、「選択は徳に最も固有のものであり、行為によってよりもむしろ選択によって、

人の性格（エートス）はいっそうよく判別される」とも語っている（1111b4-5）。したがっ

て、アリストテレスが語る「選択」とは、目的に関わらない単なる手段の選択なのではな

く、多くの論者が解釈するように、われわれはどのように生きるべきなのかという問いを

熟慮し、幸福へと至るための手段を選定する活動だと言えるだろう 14。そのような熟慮を欠

く子供や動物は「選択」には携わらず、それゆえに、徳や悪徳を持つことはできないとい

うことになる。これに対して、プルタルコスは少なくとも『陸棲動物と水棲動物』におい

て（また、Sapontzis は上で紹介した議論において）、以上のような「選択」と「自発的」行

為の区別はせずに、動物たちの（単なる？）自発的な利他行動をもって、彼らに徳性を帰

しているように思われる 15。 

 

 

4. 結び：さらにもう一つの「程度の差」 

 これまでに、『陸棲動物と水棲動物』での動物擁護論においては、「程度の差」に訴える

議論が大きな役割を果たしていることが確認された。すなわち、第一に、理性や徳性には

程度の差が認められ、動物は完全な理性あるいは徳性を備えていないとしても、ある程度

はそれらを持つことができると論じられていた。次に、第一部の第三議論で提起されたジ

レンマに対する解決策として、動物に対する扱いも一律ではなく、動物の性質に応じて、

多様な対応がありうることが提案されていた。ここで最後にもう一つ、動物の扱いに関し

て、プルタルコスが『陸棲動物と水棲動物』以外の作品において、上記のものとは別の基

                                                   
14 David Wiggins, “Deliberation and Practical Reason,” Proceedings of the Aristotelian Society, N.S. vol. 
76 (1975-76), pp. 29-51; 神崎繁, 『ニコマコス倫理学』解説, p. 466, 『アリストテレス全集』15, (岩
波書店, 2014); 高橋久一郎, 「『実践三段論法の構造』—『プロアイレシス』論に向けて—」, 『西

洋古典学研究』vol. 37, (1989), pp. 45-55. また、Richard Sorabji, Animal Minds and Human Morals, 
(New York: Cornell University Press, 1993), p. 109 参照。 
15 上で見た Saponzis の議論における、道徳的行為の基準 (B1) は、ある程度、アリストテレス

の「自発的」行為の基準の一部（本人が自分のやることを分かっているかどうか）と重なり合よ

うに思われる。 
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準による、「程度の差」を示唆しているということを指摘しておきたい。以下の箇所を見て

もらいたい。 

 

だが、実際のところ、酒の席や遊びの中で、あるいは体育場でたまたまであった、他国人や

血のつながらない人間の過ちは、気軽に気持ちよく我慢するというのに、自分の兄弟に対し

ては、腹を立て、容赦しようとしない人間がいるとしたら、君は何と言うことだろう。ある

者などは、野生むき出しの犬や馬を育てているし、また、多くの者は、山猫や家猫や猿やラ

イオンなどを育て、可愛がっているというのに、兄弟の怒りとか無知とか野心には耐えられ

ないでいるし、さらに、他の人々などは、妾や娼婦のために家や土地を登記するくせに、家

を建てる敷地や土地の片隅をめぐって兄弟と取っ組み合いを演ずるし…（『兄弟愛について』

482BC） 

 

生命のあるものを履物や道具のように使い、散々に使って擦り切れたからといって棄ててし

まうのはよくない。他に理由はないにしても、人間愛を養うためにも、かような事柄におい

ては温和で情け深くする習慣を身につけるべきである。とにかく私としては役牛が齢をとっ

たからといって売る気にはならないし、いわんや（μὴ τὶ γε）老齢の人間を  、その育った場所

や慣れた生活から、いわばその故郷から僅かの小銭のために引き離し、売り手にそうだった

ように買い手にも役に立つ見込みのないのに売るようなことはしたくない。（『カトー伝』5） 

 

これらの議論が示唆するのは、プルタルコスはたとえ動物の道徳的な身分を擁護していた

としても、動物たちを人間と同程度に配慮すべきであるとは考えていなかったということ

である。また、配慮を傾斜させる基準は自分との親近さ、自分との関係性であるように思

われる。これは現代において、ピーター・シンガーやジェイムズ・レイチェルズなどの道

徳的個体主義者たちが、いわゆる「種差別」に抗して、種族の違いを一切無視して、おも

に感覚性（sentience）や自意識の有無という基準によって動物の扱いを判断するのとは対照

的である 16。 

シンガーの倫理理論は基本的に「利益の平等な配慮の原理」（principle of equal consideration 

of interests）に基づいているが、これは要するに身内主義の拒絶である。すなわち、自分と

同種族であるというだけの理由で人間の利益を他の動物の利益よりも重視したり、自分の

家族や友人であるというだけの理由でそれらの人々の利益をそうでない人々の利益よりも

重視することを認めないのである。他方で、プルタルコスの倫理学はおおむね身内主義的

であり、上で引用した『兄弟愛について』という作品も、そのタイトルが示す通り、身内

をそれ以外の人々よりも配慮するという姿勢に貫かれている。上の引用箇所でも、兄弟よ

りも他国人や血のつながらない人々、あるいは動物を大切にすることをプルタルコスが非

                                                   
16 Cf. Peter Singer, Animal Liberation (1975); James Rachels, Created from Animals: The Moral 
Implications of Darwinism (Oxford: Oxford University Press, 1990).  
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難しているのは、すべての人々や生物を同等に扱うべきと主張するためではなく、明らか

に、兄弟を他人や動物よりも大切にすべきと積極的に主張するためである。また『カトー

伝』より引用された、上記の一節でプルタルコスは、カトーが長年世話になった奴隷や家

畜を老齢で使い物にならなくなったからといって冷酷に売り払ってしまったことを厳しく

批判している。ここでは、主人と奴隷との、また、人間と家畜との、長年の関係性が特に

考慮されるべきであるという見解、それに加えて、人間である奴隷と家畜の間にも何らか

の配慮の差をつけるべきであるという見解が示唆されているように思われる。そのような

意味において、プルタルコスの倫理学は、身内主義的な傾向を強く持ち、しかも、自分と

配慮の対象との関係性を考慮する（つまり身近さを判定する）際にも、血縁や理性の程度、

付き合いの長さなど、さまざまな点をカウントするのである。プルタルコスが、その身内

主義的な傾向にもかかわらず、大々的に動物擁護論を展開しえたのは、彼が（ストア派と

は異なり）動物をも身内と見なしうるという見解を受け入れていたからに他ならないだろ

う。そしてもちろん、この見解の導出には、動物がわれわれ人間と理性を共有するという

議論が一役買っているはずである。 

 

 さて、以上のことから分かることは、プルタルコスはその「程度の差」からの議論に基

づいた動物擁護論を展開した結果、ストア派のように全面的に動物を道徳の枠内から切り

捨てる立場でもなく、逆に、シンガーらのように感覚性に基づいて一律に（人間と同程度

に）動物を配慮するべきだと論じる過激な見解でもない、比較的現実的で穏当な立場を導

き出しているということである。また、このような結論は、Sorabji が現代の主要な動物擁

護論に帰している one-dimensionality という問題性をわれわれが考慮するための一つの手が

かりを与えてくれているように思われる 17。 

 

 

                                                   
17 Sorabji, p. 213, は、現代の動物擁護論を主導するピーター・シンガーとトム・リーガンの議論

に敬意を払いつつも、シンガーの場合は、選考の充足、リーガンの場合は、内在的価値、という

それぞれたった一つの検討事項を重視して議論を展開している点を批判している。 


