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京都大学人文科学研究所「環世界の人文学」研究班例会	 

モンテーニュ、デカルトの動物論とパスカル 
2015/10/05 山上浩嗣（yamajo@let.osaka-u.ac.jp） 

 
I. モンテーニュ『レーモン・スボンの弁護』（『エセー』II, 12）における動物礼讃論 
 
１．モンテーニュの動物礼讃論の概要（Essais, p. 452-486／三、34-88頁） 
 

序 [p. 452] 
１．宇宙における人間の真の地位	 

２．宇宙における人間の想像上の地位	 

３．モンテーニュの立場	 

01 Comment cognoit il, par l'effort de son intelligence, les branles internes et secrets 
des animaux ? par quelle comparaison d'eux à nous conclud il la bestise qu'il leur 
attribue ?  
人間はいったいどのように知性をはたらかせて、動物たちの内部の隠れた動きを知る

というのだろうか。彼らとわれわれをどのように比較して、彼らが愚鈍であると結論

というのだろうか。（Essais, p. 452／三、34-35頁） 
 
I. 動物には言語がある [p. 452-454] 

１．動物は言語をもつが、それをわれわれは理解できない 
２．動物には、声以外の意志の疎通手段がある 

 
II. 動物には知性（「理性と思慮」discours et providence）がある [p. 454-470] 

１．「動物が本能（inclination naturelle）しかもたず、人間が技術（art）をもつ」という通念

を批判 [p. 454-455] 
02 Nous reconnoissons assez, en la pluspart de leurs ouvrages, combien les animaux 

ont d'excellence au dessus de nous et combien nostre art est foible à les imiter. […] 
pourquoy n'en estimons nous autant d'eux ? pourquoy attribuons nous à je ne sçay 
quelle inclination naturelle et servile les ouvrages qui surpassent tout ce que nous 
pouvons par nature et par art ?  
動物たちの大部分の仕事を見れば、彼らがいかにわれわれよりもすぐれているか、い

かにわれわれの技術が彼らをまねることができないかは明らかである。[…] それなら
なぜ、動物たちにも同じことを認めてやらないのだろうか。なぜ、われわれの本性と

技術によってなしうるすべてを凌駕する彼らの作品を、何かの自然な盲目的な本能の

せいにするのだろうか。（Essais, p. 455／三、39頁） 
２．【脱線】「自然は母のように動物を導き、人間を偶然と運命のままに放り出し、おのれ

の技術によって生存することを求める」（プリニウス：「自然は人間にとって不公平な継

母 injuste marâtre」）との説への反駁 [p. 456-460] 
03 Nous ne sommes ny au dessus, ny au dessoubs du reste: tout ce qui est sous le Ciel, 

dit le sage, court une loy et fortune pareille, […].  
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人間はほかの動物よりも上でもなければ下でもない。あの賢者 [ソロモン] も言うよ
うに、天の下にあるものはすべて、同じ法則と同じ運命に服している。（Essais, p. 459
／三、45頁） 

04 Celle [= prerogative] qu'il se donne par opinion et par fantasie n'a ny corps ny 
goust ; et s'il est ainsi que luy seul, de tous les animaux, ait cette liberté de 
l'imagination et ce deresglement de pensées, luy representant ce qui est, ce qui 
n'est pas, et ce qu'il veut, le faux ? et le veritable, c'est un advantage qui luy est 
bien cher vendu et duquel il a bien peu à se glorifier, car de là naist la source 
principale des maux qui le pressent: peché, maladie, irresolution, trouble, 
desespoir.  
人間が臆見と想像によって自分に与えている優秀さなどは、形も味もないものである。

また、あらゆる動物のうちで人間だけが自由な想像と放肆な思考とをもっていて、あ

ることや、ないことや、自分の欲することや、虚偽のことや、真実のことを、思い描

くというのが本当だとすれば、これは非常に高くつく優越であって、ちっとも自慢に

はならない。というのは、そこから苦しみの種となるもろもろの悪の根源、たとえば、

罪悪、病気、優柔不断、悩み、絶望が生まれるからである。（Essais, p. 459-460／三、
46頁） 

３．本論への回帰：動物の知性 [p. 460-467] 
05 Je dy donc, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a point d'apparence d'estimer que 

les bestes facent par inclination naturelle et forcée les mesmes choses que nous 
faisons par nostre choix et industrie. Nous devons conclurre de pareils effects 
pareilles facultez, et confesser par consequent que ce mesme discours, cette mesme 
voye, que nous tenons à ouvrer, c'est aussi celle des animaux.  
われわれ人間が選択と技術によって行うことがらを、動物たちが、生まれつきの強い

られた本能によって行うと考えることには何の根拠もない。同じ行為からは同じ能力

を結論しなければならないし、したがって、人間が行動するときにとる推理と道筋は

やはり、動物もとるのだと言わなければならない。（Essais, p. 460／三、46-47頁） 
４．【脱線】動物にまつわる珍しい話 [p. 467-470] 

 
III. 動物には美徳がある [p. 470-482] 

・生殖 générationに適した四肢の配置。 
・正義 justice 
・友情 amitié 
・嫉妬、羨望 jalousies et envies 
・欲望の秩序と節度（一方で放縦も：花売り娘に恋をする象）。 
・悪賢さ subtilité malicieuse（タレスのロバ：塩を背負いわざと川に飛び込む） 
	 など… 
・【脱線】動物にも夢想や想像、概念化が可能 [p. 481-482] 

 
IV. 動物の身体は人間の身体よりも優れている [p. 482-486] 

１．われわれの美の観念は相対的である	 

２．動物の身体美は人間の身体美よりも優れている	 

３．動物の健康は、人間の長所のすべての和よりも貴重である。	 



3 

06 Nous nous attribuons des biens imaginaires et fantastiques, des biens futurs et 
absens, desquels l'humaine capacité ne se peut d'elle mesme respondre, ou des 
biens que nous nous attribuons faucement par la licence de nostre opinion, comme 
la raison, la science et l'honneur; et à eux nous laissons en partage des biens 
essentiels, maniables et palpables: la paix, le repos, la securité, l'innocence et la 
santé; la santé, dis-je, le plus beau et le plus riche present que nature nous sache 
faire.  
われわれは自分の分け前として、想像と空想による富、人間の能力では請け合うこと

のできない未来の不在の富、われわれの勝手な考えから誤って自分に与えている理性

とか学問とか名誉のような富を受け取っている。そして彼らの分け前として、実質的

で手に触れることのできる富、すなわち、平和、休息、安全、無罪、健康等を譲って

いる。健康といえば、これこそ自然がわれわれに与えうるもっとも美しく豊かな贈り

物なのである。（Essais, p. 485／三、86頁） 
	 

まとめ	 

07 Par où il appert que ce n'est par vray discours, mais par une fierté folle et 
opiniatreté, que nous nous preferons aux autres animaux et nous sequestrons de 
leur condition et societé.  
われわれが自分を他の動物よりも優れたものと考え、彼らの境遇や社会から別扱いに

しようとするのは、本当の理性の働きによるものではなくて、愚かな自尊心と片意地

によるものである。（Essais, p. 486／三、88頁） 
	 

２．モンテーニュの動物礼讃論の特徴	 

	 

１）主題と要点	 

・動物の言語、知性、身体の美について論証し、人間が動物よりも優れた存在であるとの通念を批

判、人間の傲慢を挫く。 
・« il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme  » 

(Essais, p. 466) →人間同士の差異のほうが、人間と動物の間の差異より大（人間と動物の差異
の小ささを強調）。 

・ストア派の理性主義や人間中心主義（anthropocentrisme）、「人間の尊厳」を強調するルネサン
スの人文主義的潮流と一線を画す 。 

 
２）論述	 

・34頁のなかに約 120の引用：Sextus Empiricus, Corneille Agrippa, Plutarqueから。 
・収められた逸話 135のうち、約 50がプルタルコス『モラリア』の「どの動物がもっとも賢いか」
から取られている。 

・プルタルコスの論述は脈絡のないエピソードの積み重ね。モンテーニュは個々のエピソードを明

確な目的をもって引用、再構成。 
・いずれも信じがたい動物の逸話→これらを作り話とみなす理由はない、とする。 
・１）われわれと動物の similitude →人間と動物の similitude 。２）逆にわれわれと動物の差異

étrangeté→人間の認識能力が similitudeを見逃しているだけかもしれない。 
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３）「魂の不死」説への懐疑	 

・「霊魂不死」immortalité de l’âme の問題：動物礼讃論中にはほとんど不在。 
・もし動物に人間と同じ魂の存在を認めれば、人間と同様、動物の魂にも「不死か否か」という問

題が問われる必要があるが、この問題についてモンテーニュは触れていない。 
・人間の身体と魂は一体であって、一方が他方なしに報賞を得たり罰せられたりしない。 

 
II. デカルトの動物機械説 
	 

１．デカルトの動物機械説の概要	 

	 

１）『人間論』（1633 年ごろ執筆） 
・人間の身体：「神が意図してわれわれにできるかぎり似るように形づくった土の塑像あるいは機

械（une statue ou machine de terre）」（L’Homme, AT, XI, p. 119-120） 
・人間は、機械としての身体と（思考を担う）精神 [魂] の結合。身体の運動は「物質に由来し、
器官の配置にのみ依存」。 

・人工物としての機械（時計、噴水、風車）と、神の被造物としての人体とのアナロジー。 
・「論証」ではなく「想定」supposer。→科学的言説というより神話的言説 
 
08 Et véritablement l’on peut fort bien comparer les nerfs de la machine que je vous décris, aux 

tuyaux des machines de ces fontaines ; ses muscles et ses tendons, aux autres divers engins 
et ressorts qui servent à les mouvoir ; ses esprits animaux, à l’eau qui les remue, dont le 
cœur est la source, et les concavités du cerveau sont les regards. […] Et enfin quand l’âme 
raisonnable sera en cette machine, elle y aura son siège principal dans le cerveau, et sera là 
comme le fontenier, qui doit être dans les regards où se vont rendre tous les tuyaux de ces 
machines, quand il veut exciter, ou empêcher, ou changer en quelque façon leurs 
mouvements. 
そして、私がいま叙述している機械 [人体] とこの噴水装置の間には、次のような対応関係がみ
ごとに成り立つ。前者の神経は後者の管に、前者の筋肉や腱は後者を動かす種々の器具やバネ

に、前者の動物精気は後者を動かす水に、前者の心臓は後者の水源に、そして前者の脳の空室

は後者の監視所にあたる。[…] 最後に、＜理性的精神 [魂]＞がこの機械の中にあるとすると、
それは脳の中に主要な座を占めるであろうが、それは、ちょうど、噴水技師が、噴水の運動を

何らかのしかたで助勢したり、逆に妨げたり、あるいは変えたりしようと思うときは、機械の

管がすべて集まっている監視所の中にいなければならないのと同じことである。（L’Homme, AT, 
XI, p. 130-131／デカルト著作集４、232-233頁） 
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２）『方法序説』（1637 年） 
・人間と動物の違い： 
①理性の有無 
②言語能力の有無 
③理性的魂（âme raisonnable）＝不死の魂の有無 

 
09 […] s’il y avait de telles machines, qui eussent les organes et la figure d’un singe, ou de 

quelque autre animal sans raison, nous n’aurions aucun moyen pour reconnaître qu’elles ne 
seraient pas en tout de même nature que ces animaux […].  
猿またはどれかほかの、理性をもたぬ動物と、まったく同じ器官をもちまったく同じ形をしてい

るような機械があるとすると、その機械がそれら動物とどこかで違っているということを認める

手段をわれわれはもたないであろう。（Discours de la méthode, 5, AT, VI, p. 56） 
 
10 Et ceci ne témoigne pas seulement que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais 

qu’elles n’en ont point du tout. Car on voit qu’il n’en faut que fort peu, pour savoir parler ; et 
d’autant qu’on remarque de l’inégalité entre les animaux d’une même espèce, aussi bien 
qu’entre les hommes, et que les uns sont plus aisés à dresser que les autres, il n’est pas 
croyable qu’un singe ou un perroquet, qui serait des plus parfaits de son espèce n’égalât en 
cela un enfant des plus stupides, ou du moins un enfant qui aurait le cerveau troublé, si leur 
âme n’était d’une nature du tout différente de la nôtre. 
以上のことは、獣が人間よりも単に少ない理性をもっているということではなく、獣が理性をま

ったくもっていないということを示している。というのも、話すためにはほんの少しの理性があ

ればよいのは明らかだからだ。また、人間同士と同じく同種の動物間にも差異があり、調教しや

すい個体もあればそうでない個体もある以上、それぞれの種のなかでもっとも完全な猿やオウム

ですらも、もっとも愚かな人間の子に、もしくは少なくとも、脳に障害をもつ子に、言語能力の

点でかなわないという事実は、もし動物の魂がわれわれの魂とまったく異なった性質のものでな

いとすれば、とうてい信じられないのである。（Discours de la méthode, 5, AT, VI, p. 58） 
 
11  […] il n’y en a point qui éloigne plutôt les esprits faibles du droit chemin de la vertu, que 

d’imaginer que l’âme des bêtes soit de même nature que la nôtre, et que, par conséquent, 
nous n’avons rien à craindre, ni à espérer, après cette vie, non plus que les mouches et les 
fourmis ; au lieu que, lorsqu’on sait combien elles diffèrent, on comprend beaucoup mieux les 
raisons, qui prouvent que la nôtre est d’une nature entièrement indépendante du corps, et 
par conséquent, qu’elle n’est point sujette à mourir avec lui [...]. 
[…] 動物の魂はわれわれ人間の魂と同質であるがゆえに、われわれも、ハエやアリと同様に、
死後に一切の恐れも希望もないのだと想像することほど、弱い精神を徳の正道から遠ざけること

はない。これに対して、動物の魂と人間の魂とがいかに異なっているかを知れば、われわれの魂

は、身体とは完全に独立した性質をもっているがゆえに、身体とともに死ぬ運命にはないという

ことを立証する理由を、よりよく理解できるのである。（Discours de la méthode, 5, AT, VI, p. 
59） 

 
３）ニューカッスル侯宛て書簡（1646 年 11 月 23 日付） 
・『方法序説』の主張が発展的にくり返される。 
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①動物における知性 entendementと思考 penséeの不在 。理由： 
(1) 動物が人間よりも優れているのは、人間の思考をともなわない行動においてのみ。 
(2) 動物は情念 passionsをもつが、情念（恐怖、期待、歓喜を含む）は思考とは独立。 

②動物は記号を不使用（モンテーニュへの反論）。 
 
12 On peut seulement dire que, bien que les bêtes ne fassent aucune action qui nous assure 

qu’elles pensent, toutefois, à cause que les organes de leurs corps ne sont pas fort différents 
des nôtres, on peut conjecturer qu’il y a quelque pensée jointe à ces organes, ainsi que nous 
expérimentons en nous, bien que la leur soit beaucoup moins parfaite. À quoi je n’ai rien à 
répondre, sinon que, si elles pensaient ainsi que nous, elles auraient une âme immortelle 
aussi bien que nous ; ce qui n’est pas vraisemblable, à cause qu’il n’y a point de raison pour 
le croire de quelques animaux, sans le croire de tous, et qu’il y en a plusieurs trop imparfaits 
pour pouvoir croire cela d’eux, comme sont les huîtres, les éponges, etc.  
動物は、彼らが思考するということをわれわれに保証するようないかなる行動もしませんが、

しかしながら、彼らの身体の器官はわれわれのものとそれほど違わないので、われわれがわれ

われ自身のうちに経験するように、彼らの器官に結びついたなんらかの思考が、はるかに不完

全であるとしても、あるのではないかと推測することはできる、ということだけは言えそうで

す。これに対しては、次のこと以外には答えられません。すなわち、もし彼らがわれわれと同

様に思考をもつならば、彼らはわれわれと同じ不死の魂をもつことになるでしょうが、それは

ありそうもないことです。というのも、いくらかの動物にはそれを信じて、すべてのものには

信じないという理由が少しもなく、またそこには牡蠣や海綿その他のように、それを信じるこ

とができるためにはあまりにも不完全なものがいくつもいるからです。（Au marquis de 
Newcastle, 23 nov. 1646, BEL, p. 2346-） 

 
４）モルス宛て書簡（1649 年２月５日付）[原文ラテン語] 
・動物機械説が仮説にすぎないことの表明。 
・動物と人間の感覚器官が類似しているという事実を根拠に「動物にも思考がある」とする「先入

観への批判。 
①動物が物質的な原理のみによって動いていると考えるほうがたしからしい。 
②動物の身体の運動がいかなる思考の助けも借りずに生じることは可能。 
③自然が動物のようなもっと精巧な自動人形を生み出すことは驚くに当たらない。 
④真の言語を使用する動物、声や記号によって思考に関わる表現を行う動物は存在しない。 

 
13 Je passe, pour abréger, les autres raisons qui ôtent la pensée aux bêtes. Il faut pourtant 

remarquer que je parle de la pensée, non de la vie, ou du sentiment ; car je n’ôte la vie à 
aucun animal, ne la faisant consister que dans la seule chaleur du cœur. Je ne leur refuse 
pas même le sentiment autant qu’il dépend des organes du corps. Ainsi mon opinion n’est 
pas si cruelle aux animaux qu’elle est favorable aux hommes, je dis à ceux qui ne sont point 
attachés aux rêveries de Pythagore, puisqu’elle les garantit du soupçon même de crime 
quand ils mangent ou tuent les animaux.  
動物に思考がないことを示す他の理由については、割愛します。ただご注意いただきたいのは、

私は動物には思考がないと言っているのであって、生命 vie や感覚 sentiment（sensum）がな
いとは言っていないということです。というのも、私は、生命は心臓の熱にのみ起因する以上、
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あらゆる動物に生命はあると考えているからです。それに私は、動物には感覚さえも——それ
が身体器官に由来するものでればですが——あると認めています。そういうわけで、私の考え
は、動物に対して残酷なものではないのと同じく、人間——ピュタゴラスの迷信に与しない人々
——にとっても好ましいものです。というのも、以上の私の考えは、動物を食したり殺したり
する人々の罪悪感を和らげるからです。（À Henry More [Morus], 5, fév. 1649, ARM, 2, p. 
647-648） 

	 

２．デカルト説への現代の反応	 

 
１）デリダ『私が従い、そうであるところの動物』（2006 年） 
・タイトル L’animal que donc je suisの意味。 
・人間を「理性的動物」と定義し、残りの動物すべてを理性を欠いた存在とみなす哲学的伝統（ア

リストテレス、デカルト、カント、ハイデッガー、レヴィナス、ラカン）への批判。 
・モンテーニュへの評価。 
・このような人間の動物に対する（神話的）優越性の現代における帰結： 

14「それをどう解釈するにせよ、実践的、技術的、科学的、法的、倫理的ないし政治的などんな
帰結をそこから引き出すにせよ、この出来事、すなわち、動物の隷属の前例なき

、、、、
規模につい

ては、今日、誰も否定できない。その歴史をわれわれが解釈すべく努めているこの隷属は、

この言葉の道徳的にもっとも中立の意味においてであれ、暴力と呼ぶことができるだろう。

[…] この残虐行為を隠蔽するために、もしくはみずからの目から隠蔽するために、最悪のジ
ェノサイド […] に比較する人もいるかもしれないこの暴力の忘却ないし誤認を世界的規模
で組織するために、人間たちがなしうる限りのことをしているということを、本気で、そし

て長期にわたって否認することも、もはや誰にもできない。」（55-56頁） 
・動物たちを＜動物＞ animal とひとくくりにして語ることへの批判。 

15「動物という名詞は、それゆえ、まずは括弧に入れておくのがいいだろう。なんでも屋のこの
概念のなかには、一般性を表す単数形の動物の広大な収容所には、この定冠詞（« l’Animal » 
であって « des animaux » ではない）の厳格な囲いのなかには、原生林、アニマル・パーク、
狩猟や漁労のテリトリー、飼育場や屠場、馴致の空間におけるように、人間がおのれの同類、

近き者あるいは兄弟と認めないあらゆる生けるもの
、、、、、

が囲い込まれていることになろう。しか

もそれは、犬から蜥蜴
と か げ

を、海豚
い る か

から原生動物を、羊から鱶
ふか

を、チンパンジーから鸚鵡
お う む

を、鷲

から駱駝
ら く だ

を、虎から栗鼠
り す

を、あるいは猫から象を、蚕から蟻を、あるいは針土竜
はりもぐら

から針鼠
ばりねずみ

を

隔てる無限の空間を無視してのことなのだ。」（70頁） 
・animot という新語の導入。 
 
２）ティエリ・ゴンティエ「デカルトと動物機械：名誉回復？1」（2010 年）	 

・モンテーニュ：存在論的（échelle des êtresの転倒）、認識論的（人間は無知なる存在）に人間
の地位を低く見る。人間の傲慢を批判。 

・デカルトはここでモンテーニュの標的になっているストア的人間中心主義とは無縁。 
16 […] je ne sache point néanmoins que nous soyons obligés de croire que l’homme soit la fin 

de la création. Mais il est dit que omnia propter ipsum facta sunt, que c’est Dieu seul qui 

                                            
1 Thierry Gontier, « Descartes et les animaux-machines : une réhabilitation ? », in De l’animal-machine 
à l’âme des machines. Qurelles biomécaniques de l’âme (XVIIe-XXIe siècle), sous la direction de Jean-Luc 
Guichet, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 25-44. 
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est la cause finale, aussi bien que la cause efficiente de l’univers ; et, pour les créatures, 
d’autant qu’elles servent réciproquement les unes aux autres, chacune se peut attribuer 
cet avantage, que toutes celles qui lui servent sont faites pour elles.  
[…] 人間が創造の目的であると信じなければならないかどうかは、私にはまったくわかりま
せん。それどころか、＜すべては神みずからのためにつくられている＞と言われますが、こ

れは、神のみが宇宙の作用因であるとともに目的因であるということです。そして被造物に

ついては、それらは互いを利用しあっているので、自分の役に立つものは自分のためにつく

られているという優位性を、それぞれが自分に帰すことができるのです。（Lettre à Chanut 
du 6 juin 1647, AT, V, p. 53-54／デカルト全書簡集７、319頁） 

・デカルトにおいて動物の性質に関する問いは、人間の尊厳の問題とは無関係。 
17 […] si on s’imagine qu’au-delà des cieux il n’y a rien que des espaces imaginaires, et que 

tous ces cieux ne sont faits que pour le service de la terre, ni la terre que pour l’homme, 
cela fait qu’on est enclin à penser que cette terre est notre principale demeure, et cette vie 
notre meilleure ; et qu’au lieu de connaître les perfections qui sont véritablement en nous, 
on attribue aux autres créatures des imperfections qu’elles n’ont pas, pour s’élever 
au-dessus d’elles, et entrant en une présomption impertinente, on veut être du conseil de 
Dieu, et prendre avec lui la charge de conduire le monde, ce qui cause une infinité de 
vaines inquiétudes et fâcheries.  
もし人が天空のかなたには、想像的な空間以外なにものも存在しないとか、またすべてこの

天空は、ただ地球の役に立つためにだけあり、地球はただ人間のためにだけある、というふ

うに想像したとすれば、この地球こそわれわれの本拠であり、かつこの人生こそ、われわれ

の最良の人生であると、とかく考えがちになってしまいます。そしてそのようにして人間は、

真に自分自身のなかにある完全性を認識する代わりに、自分を他の被造物より上に置こうと、

彼らのもたない不完全性をわざと押しつけてしまったり、また、身のほど知らずのうぬぼれ

を抱いて、神慮に立ち入り、神とともに世界を導く人にあずかろうと望むあげく、無数の空

しい不安と不満を引き起こしてしまいます。（Lettre à Elisabeth du 15 septembre 1645, AT, 
IV, p. 292／デカルト著作集３） 

・「動物に思考は不在」という命題は、偏見からではなく、根本的な哲学的原則から経験を経た推

論によって導かれる。 
・人間の「動物性」（l’animalité de l’homme）：デカルトの方法は、単に理論的明証性のみをめ
ざすものではなく、心身一如としての人間の facilité, utilité（有用性）を目指す。 

 

III. デカルト動物機械説の同時代における受容—ポール=ロワイヤルとパスカル 
 
18 Veut-il [= Montaigne] détruire l’avantage que les hommes ont sur les bêtes par le commerce 

de la parole ? Il nous rapporte des contes ridicules, et dont il connaît l’extravagance mieux 
que personne, et en tire des conclusions plus ridicules […]. 
彼 [モンテーニュ] は、人間は言葉を交わす能力をもつがゆえに動物よりも優れているとの考え
を否定したいのだろう。誰よりもその荒唐無稽さを知りながら、馬鹿げた作り話を披露し、そこ

から滑稽千万な結論を導き出すのだ。（Arnauld et Nocole, La Logique ou l’art de penser, éd. D. 
Descotes, 2014, III, 19, p. 475） 
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19 Si un animal faisait par esprit ce qu’il fait par instinct, et s’il parlait par esprit ce qu’il parle 
par instinct pour la chasse et pour avertir ses camarades que la proie est trouvée ou perdue, 
il parlerait bien aussi pour des choses où il a plus d’affection, comme pour dire : « Rongez 
cette corde qui me blesse et où je ne puis atteindre. » 
もしある動物が、狩りの最中に獲物を見つけたとか見失ったとかを仲間に知らせようとして、

本能ではなく精神によって行動し、本能ではなく精神によって語っているのだとしよう。する

とその動物は、もっと切実なことがらについてもしっかり話すことだろう。たとえばこんなふ

うに。「痛いよ、この縄をかみ切ってくれないか。ぼくには手が届かないんだ。」（S137-L105） 
 

20 Le bec du perroquet, qu’il essuie quoiqu’il soit net. 
オウムはくちばしを、いくら清潔でもたえず拭いている。（S139-L107） 

 
21 Il [= Pascal] parlait peu de science ; cependant, quand l’occasion s’en présentait, il disait son 

sentiment sur les choses dont on lui parlait ; par exemple sur la philosophie de M. Descartes 
il disait assez ce qu’il pensait. Il était de son sentiment sur l’automate, et n’en était point sur 
sa matière subtile dont il se moquait fort. 
彼 [パスカル] は科学についてはほとんど語らなかった。だが、機会が与えられるたびに、尋ね
られたことがらについて意見を披露した。たとえばデカルト氏の哲学についても、しばしば考え

を述べた。デカルト氏の自動人形に関する説については合意するが、彼の言う微細な物質につい

ては我慢がならず、まったく受け入れられないと言っていた。（Marguerite Périer, Mémoire sur 
Pascal et sa famille, MES, I, p. 1105） 

 
22  (Descartes. 

Il faut dire en gros. « Cela se fait fuir figure et mouvement », car cela est vrai. Mais de dire 
quelles et composer la machine, cela est ridicule, car cela est inutile et incertain et pénible. 
Et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de 
peine2.) 
デカルト。 
大ざっぱにこう言うべきである。「これは形と運動からなっている」と。なぜなら、これは事実

だからだ。だが、それがどういう形や運動であるかを語り、機械を構成してみせるのは滑稽であ

る。そんなことは無益であり、不確実であり、骨が折れるからだ。それに、たとえそれが事実で

あったとしても、われわれは、哲学全体が一時間の労にすら値するとは思わない。（S118-L84） 
 

１．デカルト主義とポール=ロワイヤル	 

 
23 Il n’y avait guère de solitaire qui ne parlât d’automate. On ne se faisait plus une affaire de 

battre un chien ; on lui donnait fort indifféremment des coups de bâton, et on se moquait de 
ceux qui plaignaient ces bêtes comme si elles eussent senti de la douleur. On disait que 
c’étaient des horloges ; que ces cris qu’elles faisaient quand on les frappait n’étaient que le 
bruit d’un petit ressort qui avait été remué, mais que tout cela était sans sentiment. On 

                                            
2 この断章は、書かれた紙の裏面の断章（S117-L83）を活かすために、一本の線で消されている。 
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clouait de pauvres animaux sur des ais par les quatre pattes pour les ouvrir tout en vie et 
voir la circulation du sang, qui était encore là une grande matière d’entretien. 
自動人形のことを口にしない隠士はほとんどいなかった。犬を棒で殴ることなど日常茶飯事で

あった。みなひどく冷静な様子で犬に打撃を食らわせては、犬たちがまるで痛みを感じている

というように哀れむ連中のことを馬鹿にしていた。隠士らは、犬は時計であって、殴ったとき

の鳴き声は、小さなバネのひとつが動いたときに出る音にほかならず、感覚のせいで生ずるの

ではないと言うのだった。かわいそうな動物たちは、板の上に載せられて四肢を鋲で留められ、

生きたままで切り開かれたり、その血液の循環の様子が観察されたりした。当時はまだそれが

大きな話題であったのだ。（Pascal, Entretien, p. 84-85） 
 
24 L’histoire du brochet et de la grenouille de Liancourt : ils le font toujours, et jamais 

autrement, ni autre chose d’esprit. 
リアンクールの川カマスとカエルの話。これらはいつもそんなことをするのであって、ほかの

ことは何もしない。ほかの精神的なことは何もしない。（S617-L738） 
 

２．『キリスト教護教論』における動物機械説の意義	 

 

１）『パンセ』における動物の位置	 

25 L’immortalité de l’âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si 
profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l’indifférence de savoir ce 
qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon 
qu’il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu’il est impossible de faire une démarche 
avec sens et jugement, qu’en la réglant par la vue de ce point, qui doit être notre dernier 
objet. 
魂の不死性はわれわれにとってきわめて重要で、われわれにまことに深く関係することがらであ

って、感覚をすっかり失ってしまったのでもないかぎり、この問題について知ることに無関心で

はいられないはずだ。永遠の善に対する希望があるかどうかによって、われわれのあらゆる行動

と思考がまったく異なる道をとることになるのだから、われわれの最終目的であるこの点をしっ

かり見すえて歩かなければ、良識と判断をもって進むことができないのである。（S681-L427 
[1219]） 

 
26 N’est-ce pas indignement traiter la raison de l’homme, et la mettre en parallèle avec 

l’instinct des animaux, puisqu’on en ôte la principale différence, qui consiste en ce que les 
effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que les autres demeurent toujours 
dans un état égal ? 
動物の本能と同列に置くのは、人間の理性を不当にあつかうことではないだろうか。その場合、

理性の働きの効果がたえず増大するのに対して、他方 [動物の本能] の効果はつねに同じ状態に
とどまるという、両者の主たる差異を、すっかり無視してしまうことになるのだから。（Pascal, 
Préface sur le traité du vide, MES, II, p. 781） 

 
27 […] nous reconnaissons que, sa nature étant aujourd’hui pareille à celle des animaux, il est 

déchu d’une meilleure nature qui lui était propre autrefois. 
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[…] 人間の本性はいまや動物の本性と等しい状態にある以上、人間がかつて固有に保持してい
たよりよい本性の状態から堕落してしまったのだということを、われわれは理解するのである。

（S149-L117） 
 
28 Les sens indépendants de la raison et souvent maîtres de la raison l’ont emporté [l’homme] à 

la recherche des plaisirs. 
感覚は、理性から独立し、しばしば理性の主人となることによって、人間を快楽の追求に駆り

立てるようになった。（S182-L149 [919-920]） 
 
29 Deux choses instruisent l’homme de toute sa nature : l’instinct et l’expérience. 
次の二つが人間に、おのれの本性がいかなるものかをあますことなく教える。その二つとは、

本能と経験のことである。（S161-L128） 
 
30 Plût à Dieu que […] nous connussions toutes choses par instinct et par sentiment ! 
われわれは、すべてのことがらを本能と直感によって知ることができればよかったのに！

（S142-L110） 
 

２）「動物」と『護教論』の意図	 

31 Car il ne faut pas se méconnaître : nous sommes automate autant qu’esprit. Et de là vient 
que l’instrument par lequel la persuasion se fait n’est pas la seule démonstration. Combien y 
a-t-il peu de choses démontrées ! Les preuves ne convainquent que l’esprit ; la coutume fait 
nos preuves les plus fortes et les plus crues : elle incline l’automate, qui entraîne l’esprit 
sans qu’il y pense. 
勘ちがいしてはならない。われわれは精神と同じくらい自動人形である。だからこそ、納得の

ための道具は、論証だけにかぎらないのだ。そもそも、論証済みのことがらなど、いかにわず

かしかないことか！証拠は精神しか納得させない。習慣は証拠をもっとも堅固にし、もっとも

強く信じさせる。習慣は自動人形を傾け、精神は知らぬまに自動人形に引きずられていく。

（S661-L821） 
 
32 Qui a démontré qu’il sera demain jour, et que nous mourrons ? Et qu’y a-t-il de plus cru ? 
明日がやってくることや、われわれ人間はいずれ死ぬということを、いったい誰が論証しただ

ろうか。だがこれ以上に固く信じられていることはあるだろうか。（S661-L821） 
 

33 La coutume fait les maçons, soldats, couvreurs. C’est un excellent couvreur, dit-on. Et en 
parlant des soldats : Ils sont bien fous, dit-on. Et les autres au contraire : Il n’y a rien de 
grand que la guerre, le reste des hommes sont des coquins. À force d’ouïr louer en l’enfance 
ces métiers et mépriser tous les autres, on choisit. 
習慣が石工、兵士、屋根葺

ふ

き職人をつくる。人は「彼はたいした屋根葺きだ」などと言う。ま

た兵士について「やつらは頭が変だ（fous）」などと言う。かと思えば、「戦争ほど偉大なもの
はない。兵士でない男などげす野郎だ」と言う者もいる。子どものときにある職業が誉められ、

その他の職業がけなされるのを耳にすることで、人は職を選ぶのだ。（S527-L634） 
 
34 Ordre. 
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Après la lettre qu'on doit chercher Dieu, faire la lettre d’ôter les obstacles, qui est le discours 
de la machine, de préparer la machine, de chercher par raison. 
順序。 
神を探求すべきであるとの手紙のあと、[その] 障害を取り除くための手紙を書くこと。それは
すなわち、機械についての論述、機械を準備し、理性をもって探究することに誘う論述である。

（S45-L11） 
 

35 Travaillez donc, non pas à vous convaincre par l’augmentation des preuves de Dieu, mais 
par la diminution de vos passions. Vous voulez aller à la foi, et vous n’en savez pas le 
chemin ? Vous voulez vous guérir de l’infidélité, et vous en demandez les remèdes ? 
Apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien : ce 
sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre et guéris d'un mal dont vous voulez 
guérir. Suivez la manière par où ils ont commencé : c’est en faisant tout comme s’ils 
croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même 
cela vous fera croire et vous abêtira. 
であれば、自分を納得させるために、神の証拠をならべ立てるのではなく、君自身の情欲を減

らすように努めることだよ。君は信に向かいたいと願いながら、その方法を知らないのだろう。

不信仰という病を癒やしたいと願い、その薬を求めているのだろう。それなら、かつては君と

同じく手足を縛られていて、いまはすべてを賭けに差し出している人たちを見習うといい。君

がたどるべき道を知っていて、君が治したい病から快復した人たちだ。彼らが手はじめに取っ

た方法をまねるといい。つまり、まるで信じているかのようにふるまうのだ。聖水を授かった

り、ミサを唱えてもらったりするのだ。そうすれば、あたかも自然に信じられるようになり、

馬鹿になれるだろう。（S680-L418 [1214-1215]） 
 
引用凡例 
１．モンテーニュの著作 

Montaigne, Essais, éd. Pierre Villey, réimprimés sous la direction de Verdun-Louis. Saulnier, Paris, 
PUF, 1965 ; 2e éd., 1992, 3 vol. [略号 Essais]. 
次のサイトにて閲覧可。http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/montaigne/	 

２．デカルトの著作 
Descartes, Œuvres, éd. Charles Adam et Paul Tannery, Paris, Vrin, nouvelle édition, 1996, 11 vol. [略

号 AT]（本書から引用する場合は現代綴りに変える） 
Descartes, Œuvres philosophiques, éd. Ferdinand Alquié, Paris, Bordas, « Classiques Garnier », 

1988-1989, 3 vol. [略号 ALQ] 
Descartes, Correspondance, éditée et annotée par Jean-Robert Armogathe, Paris, Gallimard, « Tel », 

2013, 2 vol. (Descartes, Œuvres complètes, sous la direction de Jean-Marie Bayssade et Denis 
Kambouchner, tomes VII et VIII) [略号 ARM]. 

Descartes, Tutte le lettre 1619-1650, A cura di Giulia Belgioioso, Milano, 2009 [邦訳：『デカルト全書簡
集』知泉書館、2012年より刊行中、全８巻予定] [略号 BEL]. 

３．パスカルの著作 
１）『パンセ』	 

Pascal, Les Provinciales, Pensées et opuscules divers, textes édités par Gérard Ferreyrolles et 
Philippe Sellier, Paris, Librairie Générale Française, « La Pochothèque », 2004.  
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本書の断章番号を記号S（Sellier）とともに示し、ラフュマ版（éd. L. Lafuma, Paris, Luxembourg, 1952）
による断章番号を記号 L とともに付記する。長い断章からの引用の場合は [	 ] 内に頁番号を付す。
例：S681-L427 [1221-1222]. 

２）『サシ氏との対話』	 

Pascal, L’Entretien avec M. de Sacy, éd. Pascale Mengotti et Jean Mesnard, Paris, Desclée de 
Brouwer, « Les Carnets », 1994.[略号 Entretien] 

３）その他の著作	 

Pascal, Œuvres complètes, éd. Jean Mesnard, tomes I-IV, Paris, Desclée de Brouwer, 1964-1992. [略号

MES] 
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