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デカルトにおける人間論考 

─デカルト哲学における教育思想の可能性─ 

 

林 洋輔 

 

1. 序と問題の提起 

本論文は、「デカルト哲学における教育思想」構築へ向けた予備作業として、デカ

ルトの人間存在に対する理解がどのようなものであったかについて、彼自身の著作に

依りながら、検討しようとするものである。通例、デカルトの「人間homo」ついては、

「機械論的な身体と理性的な思惟との心身二元」的な理解がされているが、こうした

捉え方は正確なものとは言えない１

 ルネ・デカルト(René Descartes 1596~1650)については、学界を問わずもはや常識の

部類ゆえ、多くの説明を要しない。むしろ「デカルトとは誰か」という問い自体、自

明を問い直す哲学のそれ足りうると思われる。そして、彼の思想はその波及力ゆえに

批判の乱高下は止むことがないとはいえ

。彼は具体的に生きる人間をむしろ「心身合一体」

とみなしていたのである。本稿では、デカルトがその「合一体」としての人間存在に

いかなる特性を見出していたのか。これが本稿の課題である。 

２

 さて、ここでデカルトの研究史については、主に形而上学と自然学、そして道徳論

を中心に研究が進められたように思われる

、依然として豊穣な現代性と深い意義を保

ち続けている。 

３。しかし、他方で例えば「人体の既述La 

Description du corps humain」といった人体の内部構造に直接迫る作品や「動物発生考

Primæ Cogitationes circa Generationem Animalium」といった生物系著作については未だ

充足した研究が果たされたとは言えないように思われる。また、近年の傾向としてい

わゆる「人間学」的視点からデカルトの新たな可能性を拓く研究や４

                                                
１ この問題を主題とする論文については、別途、準備している。 
２ デカルトについては例えば伊東(1990)など科学史の有力研究者からも批判が挙がる一方、中村

(1998)のように哲学者側から彼の意義を再考する論考も現れた。また長谷川(1999)など科学者側

からもデカルト再考を提起する声が現れるなど、デカルトをめぐる評価は今後も乱高下すると

思われる。 
３ 小林(1995)の表題にあるとおり、デカルト研究については主にこの三分法を中心として研究者の

関心が向けられたと考えられる。 

、教育論的な視

４ 山田はデカルトの著作『省察 Meditationes de prima philosophia』の研究に基づき、彼の思想を総
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点からデカルトを読む研究も現れるなど５

 上記の傾向を踏まえ、本小論はデカルトに対する「人間学」的な接近や教育思想と

してデカルトを読む潮流を継ぐ。そして、デカルトが「教育思想」として読み直すこ

とが可能ではないか、彼において「教育哲学」の成立が可能ではないかという仮説を

持ち合わせる。というのも、デカルト後年の書簡集において、社会的存在としての人

間がいかに生きるかに係る論述を複数読むことが出来るからである。つまり教育、そ

して人間の根本課題ともいうべき「いかに生きるか」という問いについて、彼の思想

が遺憾なく披瀝されているのである。さらにCassirerの指摘によれば、デカルトにおい

て自己自身への指導ならびに他者への教育的働きかけは、彼の本性的の特質を構成す

るとされる

、テキスト解釈の新たな方向を探る動きも

活発化している。いわばデカルト体系の特定圏域に限定しない試みが昨今、着実に胎

動しつつあると思われる。 

６

教育はその成立の最低要件として教師、被教育者、媒体すなわち教材、そして目的

的な契機を持つ

。従ってなるほど明らかな形で現出してはいないにせよ、しかし、デカ

ルトから教育思想を剔決する試みも一つの可能性として認められるように思われる。

その先にはまた、彼の思想が教育哲学の体系として成立する展望も拓けて来るのであ

る。 

 以上から、本稿はデカルト思想を教育哲学として成立させる構想を研究の思想的基

盤に据える。そして、その導入的性格を持つ考察としての位置づけを持つのである。 

ところで、「デカルト教育思想の可能性」などと掲げたところで、この試みは存在

論的な成立の可否を含め無際限のアプローチが考えられる。したがって試みを始める

に当たり何らかの視座を確保する必要がある。言うならば「切り口」の模索である。

この問いに対し結論的にいえば、まずは教育対象としての人間存在に関し、デカルト

がこれにいかなる見解を持っていたかについて把握する必要があると思われる。 

７

                                                                                                                                                   
合的な人間探究の体系として読む視座を提唱する。後述するように本稿も大筋でこの解釈に倣

う。 
５ 相馬(2001)はその著書において、デカルトの教育学的含意に迫る論考を展開する。また邦語文献

では今泉(1989)による、教育論的アプローチがある。 
６ Cassirer (2005/1939), s.88. 

。そして当然のごとく、教師および被教育者に位置するのは人間存

７ ここで言う教育の成立条件については佐藤(2003/1993)の解釈を基盤とする。佐藤は教育を成立

させる条件として次の関数式を提唱する。すなわち教育 E に対し作用項 a, 被作用項 b, 媒体項

c, および目的的契機 P として E=f(a,b,c|P)を措定するのである。本研究ではこの式を教育事象が
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在に他ならない。したがって教育の前提たる人間についての基層的把握が教育を考え

る者において不可欠となると思われる。ここから本稿に引き付けて言えば、それは、

デカルトが人間をいかに考えていたかという問いに帰着すると考えられるのである。 

ここで直ちに次のような疑問が浮上するかもしれない。すなわち、デカルトの人間

理解など既に明らかにされているという批判である。その大要は、デカルトのいう人

間とは機械論的に解釈される身体と非物質的事物である理性的な思惟が密接不可分に

結合した実体、つまり「心身合一」がそれである、と８

なるほどこの知見は斯界の研究者間において幅広く膾炙される見解であり、何より

もデカルトの内的論理に即して読解可能である

。 

９。まして「二元性論dualicisme」の言

説が半ば常識化したといえる現今のデカルト研究において１０

上記までをまとめれば、本研究は「合一」思想の内奥に踏み込むとともに、人間の

哲学的理解へ向けた新たな提案を期する研究といって良い。この点に本稿の独自性も

、この上更に人間を問う

ことについて、そこにいかなる意味があるかという反問である。 

この問いかけについては次のような回答が可能である。なるほどデカルトの考える

「人間」が心身の合一した実体であるという事実は疑うべくも無く、本稿もこの心身

理解を前提とする。しかし、今稿のねらいはこの「心身合一」というテーゼからさら

に内部へと半歩踏踏み出す試みにある。具体的にいえば、「心身合一」として定められ

たデカルトの「人間」がいかなる特性を有しているのか。いわばデカルトは心身合一

体たる人間にいかなる可能性を読み込んでいたのか。これが本稿の向かう課題である。

したがって「心身合一」という形で一端終息した旧来の議論に再考を促し、その具体

的内実を再構成する意図を持つと言える。そして、ここから教育すべき人間存在に対

する新たな洞察や議論も生起すると考えられるのである。 

                                                                                                                                                   
成立するための前提として方法的決断に基づき採用する。 

８ この指摘は山田(2009)ほか多くのデカルト研究者において共有される見解として現在に至る。 
９ 具体的には『省察』における緒言 synopsis に言及が見られる(AT.VII.15)。さらにこの『省察』

の続編にあたる通称「反論と答弁」のうちの「第四答弁 quartus responsio」において明示される

(AT.VII.228)。 
１０ デカルトにおける「二元論 dualisme」と上記「二元性論 dualicisme」については所(2004/1990)
おとび坂井(1996/1980)はじめデカルト研究者間で共有される見解である。端的にまとめれば、デ

カルトには物質一般を捨象して論ずる形而上学の位相と物質的事物を前提して議論を展開する

日常経験世界の位相の二極が存在する。双方は同時的に存立し、矛盾することはない。そして

これがデカルト体系における適正な理解とする解釈である。この知見はデカルトの唱えた二元

的解釈が日常世界の人間においても普遍的に妥当するという立場であり、本稿もこれに与する

立場を採る。 
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また、見出されるように思われる。 

さて、デカルトの人間理解の特質を、テキストを根拠に引き出すことを本研究の課

題とするわけだが、そのためのアプローチについていえば、特定分野に限られた考察

を行うわけではない。そうではなく、既述の「人間学」的な接近によって問題の解決

を図る。すなわちデカルトの哲学を総合的な人間探究の体系と捉え、これを前提とし

て問いへ迫るアプローチである。具体的な方法としては、彼が人間存在に関心を寄せ

る諸箇所に着眼し、そこにおけるデカルトの人間観や心身関係の論理展開に注視する。

そして、当該諸文脈を根拠に議論を組み上げるという方策である。 

また、上記のような戦略によって議論が進行するならば、テキスト読解の方法が次

の課題となる。ここでは方法的選択としてデカルトの内在論理を根拠として通時的視

点から彼の思想を読み解く視座を採る。すなわち、思想の発展順序に着目し、テキス

トから読み取れる最大限を用いて本研究の解釈へ変換する読解方式である。 

周知のように、デカルトをいかに読み解くかについては深い論争史がある１１。翻っ

て本論考では方法的決断として、思想の内的構造を明らかにする方法を用いてデカル

トの思索に迫る。また、その過程においては、次の諸点が留意される。まず任意の著

作に関しては、当該テキストの総体に含まれる思想を前提に引用がおこなわれること、

歴史的背景や個的心情といったテキスト外の要素を原典のうちに読む仕方を極力避け

ること、さらにテキストの成立詳細はデカルトの言明を最優先させる立場である１２

                                                
１１ 具体的にはアルキエ(Alquie, F. 1906-1985)とゲルー(Gueroult, M. 1891-1976)の相克が著名である。

本研究では選択的に後者の方法を援用するが、むろん彼の方法を無条件的に採用するわけでは

ない。結論的には小林(1995)が Gueroult の方法を修正した見地に倣うものとする。例えばデカル

トには形而上学の原点ともいえる通称「永遠真理創造説」というテーゼがある。自然の数学的

探究の可能性を基礎づけるこの命題は、Gueroult においてはなるほど重視されてはいない。しか

し、デカルト形而上学においてこのテーゼが枢要な役割を果たすのは上記小林ほか複数の研究

者によって確認されている。従って本稿はこの解釈に沿いつつ通時的な成長軸としてデカルト

思想を捉える立場に立つといえる。 
１２ これらデカルト読解を進める上での格率は小林(1996)の提唱によるもので、 Gueroult の立場に

立つ以上は遵守事項として銘記すべきであろう。なお、テキスト内在論理に迫るアプローチに

対して相馬(2001)から次のような批判が出されている。彼によれば、なるほど内在論理の解明を

目的とするテキスト解釈は一つの方法として成立する。しかし、この接近法によって研究対象

となる個人が歴史的文脈から独立したものとなり、結果として当該思想の理想主義的解釈に陥

るとする批判である。これらの傾聴すべき批判についてはひとまず次の点だけを述べておく.  

。 

まず相馬の指摘は「過度の」テキスト理想化による弊害を述べるものであって、内在論理の

究明という方法論自体を否定するものではない。従って、本研究が隘路に陥らないための警鐘

として当該批判は常時機能するといえる。 また本研究の解釈については既存のデカルト研究に

多くを負う。これら解釈は一方で、デカルト研究者間で相応の吟味を経て精錬された論拠であ
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今述べたこれら読解規則の背後には、次のような思量がある。すなわち読者側で予

め準備した意味をデカルトの中に読もうとする、いわゆる「意味付与」を禁じる思量

である。逆にあくまでテキスト自体の理解を優先する「意味発見」の手法をとる１３

このような方策を受け、本稿は次の構成をとる。すなわち、デカルトの主著である

『省察』、彼の思想が諸著作に匹敵する程度に立ち現れる書簡集からの抜粋、そして、

哲学的人間分析の精華ともいうべき『情念論Passions de l’âme』を、カテゴリー論的方

法の下で考察の対象に取り上げる

。

これらの前提からデカルトの言葉を文脈に即して取り出す方法を是とする、本稿の態

度が生まれる。 

１４

なお使用するデカルトの原典テキストについてはŒuvres complètes de Descartes, 

publiées par Charles Adam et Paul Tannery. Tome I~XI、通称「AT版」を使用し、引用に際

してはその巻数と頁数を示した。他方、邦訳は白水社刊行の「デカルト著作集」［1］

~［4］を用いる。ただし近年は翻訳業績の蓄積を加味し、修正を加えた改訳も出版さ

れる傾向にある。このため一部のデカルト著作については著作集ではなく当該の新訳

を用いた

。そして、これらの諸作品から本稿では、デカル

トの考える人間存在の特性分析を行う。その結果デカルトが文化的存在としての人間

のうちに読み込んだ視点が明らかとなり、内的論理から「デカルト教育思想」成立へ

向けた準備に一歩が踏み出されるのである。 

 

１５

                                                                                                                                                   
り、他方でテキスト間の整合的理解を勝義におく以上、テキストの理想化を念頭としたもので

はない。 従ってデカルト研究史において今日まで残存したデカルト解釈は、相馬の懸念を含意

する解釈としたデカルト読解の成果と思われる。 
１３ この「意味付与」「意味発見」の別については今道(2004)から示唆を得た。また、先に取り上げ

た相馬(2001)の論考は、デカルトの教育的関心を読み取るにあたり、先に読解方法として採用を

決定した Gueroult の方法論についてはやや否定的見解を示している。というのも、彼によれば、

デカルトに教育を主眼とした著作の存在しない事実を踏まえ、デカルト哲学を彼の生の経験と

対照させるアプローチの必要性を説くからである。これに対し本研究は先に本論で述べたよう

に、Gueroult の読解を基本路線に置きつつ、テキストの内在論理から彼の教育思想成立に繋がる

読みを提案する立場である。この差異について言えば、本研究は相馬のアプローチを一概に否

定するものではない。しかし、ひとまずにせよ、 今研究ではわが国のデカルト読解における標

準的とも言える方法、すなわち Gueroult の方法論を用いた読解を行なう。つまり相馬とはまた

違った側面からデカルト教育思想の構築へ迫る立場と言える。 
１４ ここでいうカテゴリー論的方法は佐藤(2003/1993)、また同じく佐藤(1995)による見解に示唆を

得る。 

。 

１５ 具体的には谷川多佳子訳(2006/1997)『方法序説 Discours de la Méthode』（以下『序説』）、山田弘
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2. 『省察』における人間理解 

 最初に、デカルトの主著である本作品について、前節で述べた試みを敢行する。そ

して、本節の結論として、「心身合一体」すなわち人間存在の特性を指摘し、この作品

のうちに人間における諸能力の哲学的基礎付けが果たされていることを確認する。こ

の議論が本節の主眼である。 

 当作品は「偉大なる人間精神の書として不朽の輝きを放つ」とも評され１６、西洋哲

学に範疇化可能な全作品のうちでも格別の位置を保つ。また、デカルト自身も本作品

には多大なる熱意の投入が見られ、例えば彼の書簡において「この六篇の省察は私の

自然学ma physiqueのあらゆる基礎を含む」と述べる１７

 さて、本稿の向かうべき最初の課題として人間存在を考察するにあたり、『省察』の

どの部分を
．．．．．

考察対象にするか、という問題が現れる

。つまりこの著作が彼の体系の

基礎に位置づくことが確認できるのである。 

１８

六部構成から成るこの作品は「方法的懐疑」（第一省察）、「コギトCogito」の定立（第

二省察）から神の存在証明（第三省察）

。 

１９

                                                                                                                                                   
明他訳(2009)『哲学原理 Principia Philosophiæ』（以下『原理』）第 1 部、山田弘明訳(2001)「デカ

ルト＝エリザベト往復書簡」、谷川多佳子訳(2008)『情念論』がある。 
１６ 佐藤(1991)、116 頁。 
１７ AT.III.298、デカルト(拙訳)。 
１８ なお『省察』の構造について Rodis=Lewis(1990)の見解が現代の『省察』解釈を巡って基本的

な見解を示すと思われるので参考として以下に述べておく。 彼女は「我あり」の明証知から神

の存在証明を経て明晰判明を絡めた誤謬論へ至る道を、主体の側における「説得 persuasion」の

位相から客観的「学知 science」の位相への上昇構造と捉える。彼女のこの解釈は、小林(1995)
によれば、Gueroult(1953)の学説を継ぐものであるという。なお Gueroult のこの見解については

「第三省察」における神の存在証明の類別を取り上げて論じた論文(1970)で当該知見の概要が確

認できる。 
１９ デカルトのコギトを論ずるにあたり、必ず研究者間での確認を迫られるのがアウグスティヌス

(Augustinus, A. 354-430)における自我発見との異同である。デカルト自身も自我の理解に関して

は彼を意識しているが、 その論点の一致を嬉しく感ずる旨を端的に述べるに留まっている(1640
年 11 月某宛書簡。AT.III.247)。ここでは双方の自我理解について端的に次の点のみ指摘する。ま

ずデカルトの懐疑は「方法的懐疑」という術語が示すとおり、主意性を前面に押し出し、計画

的かつ意図的に遂行されたいわば「作戦」である。その究極目的は哲学ないし諸学を確実な基

盤の上に乗せるといった学問論な目論見が背景にある。これに対してアウグスティヌスにおけ

る自我の発見とは、自我の原初的な定立をその勝義とする。つまり、デカルトが懐疑の果てに

確実な自己を発見したのに対し、アウグスティヌスは不確実な自己からの脱却を図る意図があ

る。言うなら、真理の光による観照下において思惟する自己が既に存在していた事実を自覚す

る。言うならば自己の存在論的定立の性格を持つのである。なお双方の自我理解に関する差異

の解釈は、Riesenhuber (2008/2000)の研究成果に沿う。 

、さらには誤謬論（第四省察）から物体の
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本質規定と神の存在論的証明（第五省察）に至るまで、現実界の物質一般を排した純

粋思惟つまりは形而上学の位相において議論が行われる。 

したがってこれらの段階において具体的な人間分析を読みとる試みは、方法論的な

誤りへ帰着するように思われる。というのも、物質的事物の除去を前提した議論にお

いて、身体など物体的要素を看取しようとする試みは甚だ困難であることによるから

である。そこで方法的視点から焦点化されるのは当該作品の最終部分である「第六省

察Sextæ Meditationes」となる。この選択の意図としては、当該部分で初めて「心身の

合一」が「心身の実在的区別」と共に明示され２０

また私はその他にもある種の能力alias facultatesを認める。たとえば場所を変える

locum mutandi能力、さまざまな形をとるvarias figuras能力などである。それらは前

の二つの能力（引用者注：想像および感覚する能力facultates imaginandi & sentiendi）

に劣らず、それが内在する何らかの実体なしには理解されず、したがってその実体

なしには存在することもできない。しかし、もしそれらの能力が存在するなら、物

理的実体すなわち延長する実体substantiae corporeæ sive extensæに内在すべきであっ

て、知性的実体に内在すべきでないことは明らかである

、物体の存在証明や感覚を基調とし

た身体論が当該箇所において展開されていることによる。いわば形而上学と人間世界

を接続する位置に「第六省察」は在る。そして、心身の実体的合一に関連する特性に

ついても、この部分においてその多くの特質が見出されると思われるのである。そこ

で本稿では全体的存在としての人間理解の起点をこの「第六省察」において掘り起こ

すこととする。 

 その第一の特性として、人間における「運動可能性」が以下の章句において見出さ

れる。 

 

２１

まず知性のうちに想像および感覚する能力が見出されるが、既にそれらとは位相の

異なる能力をデカルト自身が事実的に察知する。それは、自らの知性を前提し自らの

。 

 

上記箇所は、外的物体の存在証明として議論の始まる部分である。 

                                                
２０ この「実在的区別」という表現は村上(2004)のように「実象的区別」と表記される場合がある。

彼は「レアリタス (実象性) realitas」の概念に着目して論考を進めるが、本研究では慣例に従い

「実在的区別」で統一表記し、当該表現の採用是非については今後の検討課題とする。 
２１ AT.VII.78、デカルト(山田弘明訳)(2008/2006)、118 頁。 
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意志によって「場所的な運動」を行う能力、および「多様な形姿をとりうる」能力で

ある。これらはいずれもある種の実体における態様を表す。つまり思惟に加え、それ

を前提として様々な運動が展開され、かつ状況に応じた運動が形成可能であるところ

の実体、すなわち身体が認められるのである。 

他方、この実体には決して思惟作用は求められない、言うなら内在しない。したがっ

て場所を移動する能力ならびにその実体を通して形をとることが可能ならば、思惟と

結合した身体を自らにおいて持つことになる。 

このように、デカルトによれば、心身の実体的合一を容認するにあたり、まずは自

らの有する物体つまり身体の運動可能性、ならびに多様な動きを習得する可能性が人

間の基本的視座において認められているのである２２

  しかしいまや、たしかに私のうちにはある受動的な感覚する能力passiva quaedam 

facultas sentiendi、すなわち感覚的事物の観念ideas rerum sensibiliumを受け取り、認

識する能力があるが、しかしそれらの観念を産出ないし作り出すある能動的な能力

quaedam activaが、私のうちであれ他のもののうちにであれ、存在するのでなければ、

私はけっしてそれらを用いることができないであろう。だが、この能動的な能力は

たしかに私自身のうちにはありえない。なぜなら、それはいかなる知性作用intellectio

も前提せず、それらの観念は私の協力なしに、むしろしばしば私の意に反してさえ

etiam invito産出されるからである。それゆえ残るところは、この能力は私とは異な

。 

また、多様な形姿を取りうる可能性とは、文化的な挙措動作を習得するうえでの基

本前提ともなろう。さらに思惟と結びつく自然的な物体が、後天的な人為を受けて成

長する可能性を、物質的事物たる身体に読み取ることも可能であると思われる。いわ

ば「身体の可塑性」への展望が、デカルトの心身合一、つまり人間における最も基本

的な段階において拓かれているのである。 

この、各自における身体の操作可能性の直後においてデカルトは別種の能力の内在

を以下のように続ける。すなわちデカルト心身論において枢要な役割を担う「感覚

sensus」の存在である。 

 

                                                
２２ 所(2004)は身体動作に関わる当該箇所において、次の指摘を行なう。すなわち、身体が諸々の

能力を具有(induo)することについて、また<延長する事物>が個々の形を帯びる可能性について、

デカルトがこの語(induo)によりそれらを指示したとの指摘である。ここから解釈しても、やはり

人間身体には可動性への契機が認められるとみるべきであろう。 
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るある実体のうちにある、ということである２３

まずデカルトは、思惟の及ぶ範囲として感覚を挙げる

。 

 

 直前に身体運動の「可塑性への可能性」、言うなら文化的身体へ向けた萌芽を本稿は

人間存在のうちに読み込んだ。そして他方、感覚を扱うこの章句は、心身を有する人

間における今一つの具体的能力への言及である。 
２４。この「感覚」には自らの

有する身体における五感すなわち視覚、聴覚、嗅覚、味覚そして触覚の機能が前提と

される。そして、これらの感覚は外的な諸物体の存在に基づき、その働きが機能する。

逆に言えば、外的環境の存在しないところでは五感の活動は現われない。さらに外的

な物質的事物の働きかけに応じて五感は反応し、人間各々の生存に適した対応を行

う２５。そして、主体の知性作用とは無関係に、意に反する存在が自らに対して作用す

ることによっても、自らの外的知覚の存在は知らされる。この外的自然のうちには自

然環境はおろか具体的な固形物や流動体、気体さらには他者の存在すら含まれる２６

                                                
２３ AT.VII.79、デカルト(山田弘明訳)(2008/2006)、119 頁。 
２４ ここで言われるデカルトの「思惟 cogitatio」が何を意味するかについてはデカルト自身の言葉

に従う。すなわち「第 2 答弁 secundæ responsiones」の後で付された「幾何学的な仕方で配列さ

れた、神の存在と精神と身体との区別を論証する諸根拠 Rationes Dei existentiam & animae a 
corpore distinctionem probantes more geometrico dispositæ 」(山田弘明訳)(2008/2006、135 頁)におけ

る定義 Definitiones の II.参照。そこでは思考 cogitatio の名によって意志、知性、想像力、感覚の

すべてのはたらき omnes voluntatis, intellectus, imaginationis, & sensuum operationes が指定される。

また『原理 』第 1部第 9項「思惟とは何であるかQuid sit cogitatio」(AT.VIII-I.7) (山田弘明訳) (2009、
76 頁)においても同様の説明が確認できる。 

２５ 所(2004)の解釈では、この箇所の感覚への着目において<能働-受働>の視座が初出する。そして

彼の指摘通り、この概念装置は後続の『情念論』において枢要な位置づけを付与される。した

がって感覚と能受関係という視点においては、『省察』と『情念論』の間の紐帯を見出す解釈も

今後議論の余地があると思われる。 

。

２６ 物質的事物
．．．．．

の存在証明において、他者存在まで登場することには議論も予想される。本研究で

は山田(2009)の以下の解釈に従い、外的環境の内に思惟を持つ他者まで容認する立場を採る。主

張でこれを言い直せば、「身体を含め物質世界の復権は, 同時に他者存在の復権でもある」と言

える。というのは前提として『省察』の緒言 synopsis (AT.VII.15) にあるように、物心の結合し

た存在が人間であるという理解がデカルトにあるからである。したがって人間における物体(=
身体)の確認は同時に、その人の理性的思惟つまりコギトの確認ともなるからである。この議論

背景には「コギトの普遍性」という特性があり、 他者の思惟もこれに含まれることがある。山

田によれば、コギトは必ずしもデカルトただ独りの思考を指す命題ではない。言い換えるとコ

ギトが人を問わず一般化、共有化される解釈である。論拠としては『原理』第 1 部第 7 節(下記

AT-VIII.I.7)が挙げられ、本研究もこれに与する。具体的な箇所としては、「われ思惟す、ゆえに

われあり ego cogito, ergo, sumというこの認識は、順序正しく哲学するもの ordine Philosophanti な
らだれもが出会う

．．．．．．．
、最初の最も確実なprima & certissima認識である」という言明である(AT.VIII.7) 

(山田弘明訳) (2009、65 頁、傍点引用者)。つまりデカルトの思考に従い哲学する者は誰でも、コ
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いわば外的感覚を持ちうることは、自らが生活世界の只中において生存することを裏

付ける論拠と解釈できるのである。 

 この後、神の存在証明によって確証された「誠実な神」を論拠とし、外的物体から

自己へと当該物質の観念が発せられると信じる大きな傾向性 magna propensio を自ら

は保持する、との主張がデカルトにより行われる。これらを総括して外的物体の存在

証明が完結される。しかし、デカルトにおける人間の感覚がこれで終始するわけでは

ない。周知のように彼の考える感覚にはいまひとつ、人間に不可欠な要素が認められ

る。それが次に見る「内的感覚 sensus innatus」である。まず内的感覚とは、デカルト

によれば、心身が合一する事実の証左として次のように語られる。 

 

また自然naturaは２７、これらの苦痛や飢えや渇きなどの感覚sensus doloris, famis, 

sitisによって、私は水夫nautaが舟に乗っているような具合に、私の身体にただ乗っ

ているだけではなく、身体ときわめて緊密に結ばれarctissime esse conjunctum、いわ

ば混合permixtumされており２８、したがって身体とある一なるものunum quidを構成

している、ということをも教えている２９

 上記の引用からも分かるとおり「内的感覚」という名で理解されるのは「痛み」や

「飢え」、そして「渇き」など一義的に思惟の領域にも身体のそれにも、完全には覆わ

れない圏域を指す。むしろここから、内的感覚は心身双方の合一を前提として初めて

。 

 

                                                                                                                                                   
ギトつまり思惟が第一原理となる。したがって物体の存在証明により他者の身体が確証されれ

ば、そこに結合する当人の思惟(コギト)も確証される。以上から心身を併せ持つ他者存在も「物

体の存在証明」で明るみに出るという理解である。 
２７ デカルトはこの引用部の直前において自然 natura という語を二通りの意味に用いる。すなわち

一方では「一般的に見た自然 naturam generaliter spectatam」を意味し、「神そのもの Deum ipsum, あ
るいは神によって制定された被造物の相互秩序 rerum creatarum coordinationem  」(AT.VII.80) (山
田弘明訳) (2008/2006、121 頁)であり、また「個別的な意味での私の自然 naturam meam in particulari」
とは「神によって私に与えられたすべてのものの結合体 quàm complexionem eorum omnium quæ 
mihi a Deo sunt tribute」(同)とされる。ここでは私個人への関心という点で見るならば、後者が主

として意図されていると思われる。しかし、『省察』においては、実在を証明された誠実な神が

常に知識つまり真なる認識の根本前提として機能する。従って「神」を度外視した議論はこの

『第六省察』では困難と思われる。なお谷川(1995)はこの箇所について、神を「生命を与えるも

のとしての神」と捉える。そして心身結合の問題が「自然 natura」の名によって神にまで遡り、

人間理性の及ばない次元に存すると指摘する。 
２８ この比喩はアリストテレスの「魂について De anima」(413a)に登場する。 
２９ AT.VII.81、デカルト(山田弘明訳) (2008/2006)、121 頁。 
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知られる知覚でもある。この意味で、内的感覚の発現は心身が合一されること、つま

り自らが人間であることの証明であるとも言える。また、実体の観点においてに分か

たれる心身が結合して「一なるもの」を形成する事実は先に見た通りである。上記に

まとめたこの内的感覚について、デカルトの言葉では次のように表現される。 

 

飢え、乾き、痛みなどの感覚sensus sitis, famis, dolorisは、精神と身体が合一し、

いわば混合permixtioneしていることから生じる、ある不分明な意識様態にほかなら

ない３０

そしてまた、それらの知覚のうちのあるものは私に快くgratæ、他のものは不快

ingratæであるということから、私の身体meum corpusは、あるいはむしろ身体と精

神とから複合されているかぎりでの私の全体me totumは、私を取り巻いている物体

によってさまざまな仕方で好都合または不都合な影響variis commodis & incommodis

を受ける、ということは極めて確かなことである

。 

 

自己の内部において直覚的に看取され、自身の生理的維持を射程に入れる内的感覚

とは、このように、心身の合一した事態を如実に示す事態と考えられるだろう。以上

のような状況を踏まえ、デカルトは人間の感覚を総括して次のように言う。 

 

３１

つまりデカルトの言葉に即するならば、感覚知覚とは本来的に「精神をその一部と

している複合体において、何が好都合commodaあるいは不都合incommodaであるかを

精神に示すためにのみ、自然によって与えられたもの」である

。 

 

 外的知覚にせよ内的感覚にせよ、それらはすべて個人の生存に関係する。そして、

五感はすべて自らの心身にとって有益であるものや、また、有害な役割を果たす事物

を察知する役割を持つのである。 

３２

                                                
３０ AT.VII.81、デカルト(山田弘明訳) (2008/2006)、122 頁。 
３１ AT.VII.81、デカルト(山田弘明訳) (2008/2006)、122 頁。 
３２ AT.VII.83、デカルト(山田弘明訳) (2008/2006)、124 頁。 

。いわばわれわれが

日常生活を送るにあたり有益なものと有害なものを選別する役割、つまりは「生存へ

の指標」を担うのが人間の感覚である。ただし、この感覚についても留意すべきこと
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がある。それは、当然の事実としてわれわれが持つ感覚がなぜ時に欺くかという問い

へも導かれる。具体的に言うと摂取の結果として害になるにもかかわらず、それでも

なお身体が飲食等の受容を求める場合があるのは何故か、という問いである３３

そして喉の渇きfaucium arditasが、それが普通であるように、飲み物が身体の健康

に利するということから生じるのでなく、水腫病の人においてin hydropico起こるよ

うに、何か反対の原因から生じることがあるとするなら、その場合に欺かれる方が、

逆に身体が健全な状態であるときcùm corpus est bene constitutumにいつも欺かれる

よりも、はるかによいことである。他の場合についても同じことである

。これ

についてデカルトは次のように答え、感覚の意義を再認する。 

 

３４

デカルトはここで感覚の欺きを、弁神論を交えて解釈する

。 

 
３５

「第六省察」においては懐疑を遂行し続けたデカルトによる、外的物体の存在証明

が行われる。そして、「心身の合一」を明示する作業もこれと軌を一にして行われた。

。まず、喉の渇きを覚

えた時点で飲み物を欲するのは自然本性の理に適うシステムである。また、各自が健

康な状態にあるとき、飲料により渇きを潤すという合目的的な欲求に導かれるのもま

た、理に適う。 

他方、身体の健康を指向し、その維持に資する感覚機能が破損
．．

した場合、その時に

は誤った渇きが生まれ、飲料の摂取結果として害を被る。要は機能不全の状況であれ

ば自らの健康指向を担当する感覚が壊れている以上、欺かれることもまた、自然本性

に即した働きである。従ってやはり、自然本性に即するなら感覚は身体にとって都合

の良いもの、あるいは悪いものを各々に知らせる役目を果たすのである。 

以上のように、『省察』における心身の合一体、すなわち人間にはいくつかの特徴

が見られ、本稿の結論へ向かう上で知見がいくつか得られた。節の総括を兼ねてここ

で議論を簡略に整理する。 

                                                
３３ 『省察』においては水腫病 hydrops を事例にこの議論が展開される。 
３４ AT.VII.89、デカルト(山田弘明訳) (2008/2006)、132 頁。 
３５ ここで言う弁神論 theodicy は辞書的な意味で用いた。すなわちその意味としては古在・粟田編

(1979)によれば、次のように表現される。それは、「世界における悪の存在に対しては世界の創

造者たる神が責任を負わねばならぬとする主張に対して、それが神の善性と矛盾しないことを

弁明しようとする試み」である。本研究では当該の語をこの意味に解する。 
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まず「合一体」の証左として身体の可動性が確認され、なおかつこの身体が様々な形

をとりうることがデカルトの内的論理に即して明らかにされた。 

この事実は人間存在が多様な文化的挙措動作を習得する上での可能性を予感させ

る契機である。言い換えるならば、「心身合一」の内に人間身体の可塑性を見出す契機

とも捉えられる。そして、人間における「運動可能性」を宿した物質的事物として身

体の把捉された事実が確認できる。 

次に、人間存在たる心身の合一体においては内外の感覚の存することが確認された。

ここでいう一方の外的感覚とは視覚はじめ五感を意味し、他方で内的感覚とは痛みや

飢え、乾きなど心身の合一を前提としてはじめて発現する事態であることが認められ

る３６

3. 書簡における人間理解 

。これら内外の感覚は自己と異なる外的環境、さらには他者の存在を保証する感

覚としてまずその意義が見出される。加えて、これら内外の感覚は個々人の生活にお

ける利害を指し示すところの、いわば「生存への指標」を司るものとして機能する事

実が示された。これによって人間存在が自己の内外へと視線を向ける視角が「感覚」

を根拠に確保されたことになる。 

以上からひとまず結論づければ、この「第六省察」において、人間存在には「運動

可能性」また、｢身体の可塑性｣への契機、さらには「内外の感覚」という他者への射

程を確保されたと読めるように思われる。これら人間存在の哲学的基礎付けは、次節

で見るエリザベト宛書簡において、デカルトの世界観を交え、発展的に語られること

となる。ここで節をあらためて議論を続行する。 

 

 前節に引き続き、デカルトの著作において「心身の合一」概念が著作中いかに扱わ

れているかを考察し、以って「人間」の相にデカルトがいかなる特徴ないし特性を読

み込んでいたかを把握する。そこで本節では主に心身問題が顕然化したエリザベト王

女との往復書簡以降を当該検討の主な対象に据える３７

                                                
３６ 村上(2009)はこの内的感覚における個々人の絶対性に着目し、内的感覚に個人倫理の基礎を見

出す。つまり内的感覚は他者による代替が不可能であり、合一体としての個人の限界を知る徴

表の意義を果たすとする。 
３７ 確認のため補足すると、この王女とはハイデルベルクに生まれ、プファルツ Pfaltz 選帝候フリー

ドリヒ五世の王女として生まれたエリザベト(La Princesse Elizabeth. 1618-1680)である。 

。研究戦略的に言えば、この書

簡の解析対象は意識的に 1643 年以後、すなわち「心身の合一」思想が明確にされてか
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らの書簡が選択される３８。この意図は、『省察』で示唆された「人間」への視点がそ

の後いかなる展開を遂げているか、これを精確に見極めることである３９

すなわち一方では、彼の著作に見られない思想が数多く立ち現れることが挙げられ

る。また他方では、殊にエリザベトとの往復書簡はデカルトが著作と同程度ないしは

それ以上に自らの思想を展開する箇所が随所に現れる

。 

さて、議論を開始するにあたり、予め次の事項を確認しておく。当然のことながら、

「書簡」などという表題を持つ著作がデカルトのうちに存在するわけではない。にも

かかわらず研究者間で彼の書簡が重視されるのは、次の二つの背景による。 

４０

原則としてデカルト書簡集に係る作品論的な議論には立ち入らず、彼の記すテキス

トに徹し、その論理に含まれる思想摘出に集中する

。この二点を予備的な把握と

して踏まえつつ、本稿は読解の基本方針に以下を掲げる。 

４１

 さて、結論から先に述べると、心身合一体である人間は、己の有する感覚と一体に

なり、理性的かつ道徳的主体として世界を生きる存在であることをデカルトはテキス

ト中で認める。すなわち自らの定めた格率を遵守し、それをもって外的環境と向き合

う姿勢が人間のあり方ないし生き方として明瞭に打ち出されているのである。 

。本節では専らこれを旨として

議論を進行させる。 

                                                
３８ デカルトとエリザベトとの書面による交信は 1643 年頃から開始される。このうち、最初に問

題となったのがいわゆる「心身問題」であり、疑問の発案者がエリザベトである。デカルトは

彼女の問いに対し 1643 年 5 月 21 日付けの彼女宛書簡および同年 6 月 28 日付書簡で自らの「心

身合一」思想を述べる。 
３９ デカルトの手に成る書簡の読解および解釈については村上(1990)がすでに方法論的な接近につ

いて提言を行なっている。それによれば、デカルトの書簡を考察するにあたっては本人の記述

以外の外的要素を定見なく付加することで誤りが生じるとする。この主張を解釈するに、テキ

ストの内在論理に即した読解を第一義にすべきであるとの理解であると思われる。そしてこの

村上の唱える方法論的視座は、本稿の序で述べた方法論決定にも適うものと思われる。なお

Cassirer(2005/1939)はデカルト道徳思想が 1645 年を起点として大きな転換点を迎えると指摘す

る。彼のこの見解はデカルト教育思想の成立を目論む本研究としても重要な指摘と言える。 
４０ Rodis=Lewis(1995)はデカルトとエリザベトとの往復書簡の価値について、次のように評する。

すなわち、「時折、極めて自由な文体で書かれているらしい夥しい往復書簡は、熱狂や荒々しさ

と同時に、我慢強さや、疑念を覚えたときの慎重さをも含めたその複雑な性格をよりよく明ら

かにするための最良の源泉である」という批評である。なお邦訳は飯塚(1998)のそれに拠った。 
４１ Cassirer(2005/1939)もまた、デカルト書簡の読解方法における一つの方法として以下のように述

べ、テキスト内在論理からの分析に一定の妥当性を見出す。すなわち、「純粋に作品の研究へわ

れわれを置き、かつ著作をそれ自身として語らしめること uns…rein in das Studium des Werkes 
versetzen und dieses Werk für sich selbst sprechen lassen」(拙訳)という言明である。なお彼は制作年

代をめぐって論争の続くデカルトの作品『真理の探求 la recherche de la vérité』に対する議論にお

いて上記立場を採る。本稿では当該議論についての言及を差し控え、Cassirer の方法的論議のみ

指摘する。 
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前提として、内外の感覚により心身の合一体なることが明瞭に知られる。そして、

この感覚および思惟が、各人の生に枢要な位置を占めるとする議論が逐次展開される。

これらの論点について以下で種々の具体例を見ることにより、上記主張の妥当性を見

極めたい４２

第一は、生のあらゆる場面で、何をなすべきかあるいはなすべきでないかを知る

ためにpour connaitre ce qu’il doit faire ou ne pas faire en toutes les occurrences de la vie、

常に自分の精神son espritをできるだけよく使うことです。第二は、理性が認めるこ

とを、情念や欲望に妨げられることなく遂行するという固く変わらぬ決心une ferme 

& constante résolution d’exécuterをもつことです。徳vertuとすべきだと思われるのは

この決心の固さです。第三は、できるかぎり理性にしたがって自分の対象を導きな

がら、自分の所有していない善bienはどれもまったく自分の外にあるものと考え、

こうしてそれを決して欲しがらないように習慣づけることs’accoutumeです

。 

 まず、1645 年にエリザベトへ宛てた書簡では、人間がいわば社会的存在として生き

るための格率が次のように述べられる。 

 

４３

 日常経験世界に生きる人間は、なるほど先入主を含んだ感覚により往々にして判断

を誤ることがある。しかし、生活における個々の判断については、適う限りよく活動

するためにも、それらの判断へ向けた確固たる行動指針が求められる。ここで『序説』

第三部において提示された「暫定道徳morale provisionnelle」を改変した上記格率は

。 

 

４４

                                                
４２ なおこの結論に係る解釈については小林(2006)のそれに大筋で沿う。 
４３ AT.III.265、デカルト(山田弘明訳) (2001)、98 頁。 
４４ 『序説』で示された道徳的格率は次の三つである。すなわち第一に「わたしの国の法律と慣習

に従うこと d’obeir aux lois & aux coutumes de mon païs」、第二に「自分の行動において、できる限

り確固として果断 le plus ferme & le plus resolu であり、どんなに疑わしい意見でも、一度それに

決めた以上は、きわめて確実な意見であるときに劣らず、一貫して従うこと」、そして第三に「運

命よりむしろ自分に打ち克つように plutot a me vaincre que la fortune、世界の秩序よりも自分の欲

望を変える a changer mes désirs que l’ordre du monde ように、つねに努めること de tacher toujours」
である(AT.VI.22-27)(谷川多佳子訳)(2006/1998、34-39 頁)。ところで、本文に示された改変版規則

をもってデカルトが『原理』で言及する道徳、所謂「決定的道徳」と見なすか否かについては

デカルト自身の最後的言及が見られないこともあり、研究者間で議論がある。例えば山田(2001)
や神野(2007/2002)はこれをもって決定道徳とする立場をとる。本稿ではひとまず研究史に従い、

書簡における格率が『序説』に比して理性重視の立場が打ち出されている事実を確認するに留

める。 

、
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デカルトの行動指針を裏付ける一つの例証となる。すなわち自らの持ちうる理性つま

り判断力を最高度に発揮すること、また、この判断を刹那的な傾向や思惑によって妨

げられないこと、そして、自らの意志の及ばない善についてはこれを度外視すること

である。 

これら三つの格率は後年の『情念論』における道徳思想に直結し、デカルトが日常

的生における生活の基本前提とする事項となる。また、人間を理性的存在と解するこ

とで、日常言語を了解しうる存在、また、教育という働きかけを受容しうる存在とし

て人間を観たとする解釈が可能である。つまりデカルトは人間を理性的存在とみるこ

とで、同時に言語の理解可能性４５

結局一般的に言えることは、いかなるものも理性を混乱させないかぎり、われわ

れを幸福にする手段le moyen de nous rendre heureuxを完全に奪うことはできないこ

と、そして最も害を及ぼすものが、最も厭わしいものに見えるとは限らないという

ことです

、ならびに教育へ向けた可能性を人間のうちに読み

込むとする解釈の可能性である。 

さて、当該書簡の一ヵ月後に綴られた同じくエリザベト宛書簡においてデカルトは

以下のように述べ、人間存在における理性の位置を指摘する。 

 

４６

 上記書簡は運命を根拠に置く繁栄の享受が自己への思索、つまり内省を失わせ、結

果として境遇暗転への備えが疎かになる旨を述べた文脈にある。つまり、一方で理性

を行使しない人生が身の破滅を招き、結果として自らに害悪を及ぼす事物さえそれと

して認知する能力を失わせる。逆に理性の使用可能な状態であれば、人間が目指す幸

福への道は途切れないと見做せる

。 

 

４７

                                                
４５ 言語と理性の関係については『序説』において動物と人間の差異を論じる際、並列に述べられ

ている。また動物が思惟を持たないことを述べたデカルトの言及については『序説』第 5 部

(AT.VI.58) のほか、1644 年 5 月 2 日メラン宛書簡(AT.IV.117)あるいは 1646 年 11 月 23 日付ニュー

キャッスル候宛書簡(AT.IV.576) を参照のこと。 
４６ AT.IV.283、デカルト(山田弘明訳)(2001)、120 頁。 

。あるいは理性の行使そのものが幸福へいたる手

４７ なおこの書簡では「理性の本当の仕事 le vrai office de la raison」として、「その獲得がある意味

でわれわれの行為に依存していると思われるすべての善の正しい価値を吟味する d’examiner la 
juste valeur tous les biens ことです」と述べられている(AT.IV.284) (山田弘明訳) (2001、121 頁)。つ

まりわれわれが「善さ」を獲得する上での必要条件として理性の存在を提起するのである。ま

た、デカルトによる理性の位置づけについては、同書簡で次の言及が見られるつまり「生の行
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段と読むことも出来るように思われる。 

そもそもデカルトは理性、そして思考視角の多様性に高い価値を置く４８

われわれの各々は他人から分離された個人une personne separée des autresであり、

したがって、その利害は他の人の利害とある意味で区別されるにせよ、しかし人は

一人では生存することができないと常に考えなければならないことです。実際、人

は宇宙l’universの一部であり、より詳しく言えば、この地球terreのまた一部であり、

この国Etatの、この社会societéの、この家族familleの一部であり、人はそれと住居

demeure、誓約serment、生まれnaissanceにおいてつながっていると考えねばなりま

せん。そして人は、一個人の利益よりも、自分がその一部である全体の利益をいつ

も優先させるべきです。ただ、それもあくまで節度と慎重さmesure & discrétionを

もってのことです

。したがっ

て人間に思惟が備わる以上、思索の開発を前提した判断の格率を各々の内に置くこと

は、デカルトにとってむしろ当然の事項であったと思われる。 

 次に、人間存在における理性の位置に続き、この人間が外的世界をいかに捉えるか

といった世界観の問題が同じくエリザベト宛の書簡において論じられる。 

 

４９

さて、当該書簡は「常によく判断する心構えでいるためにpour être toujours disposé a 

。 

 

 デカルトの世界観、そして人間のあり方が稀に見る形で明示された箇所である。す

なわち、既述のように、デカルトの書簡が一つの「作品」として考慮される背景には、

諸著作に見られない思想が明快な形で浮上することに一因がある。つまり本項冒頭で

述べた留意事項を上記の一節が正に裏付けることになるのである。 

                                                                                                                                                   
為のために pour la conduite de la vie われわれの理性を真に使用することは、われわれの行為に

よって獲得され得る精神的および身体的なあらゆる完全性の価値 la valeur de toutes les perfection
を、情念なしに吟味し考察することにのみあります。」という言明である(AT.IV.286) (山田弘明訳) 
(2001、123 頁)。ここにおいては、完全性すなわち生活に有益な諸価値を吟味するために情念を

交えず理性の動員されるべき旨が述べられている。この観点においても、デカルトにとって人

間の志向すべき生とは理性を行使する生活と同義であることがうかがえる。 
４８ デカルトにとって理性 raison は無比の価値を付与される。1645 年 9 月 1 日付エリザベト宛書簡

ではエリザベトの不幸に対して思考の転換を勧告した後「理性を使うことができないくらいな

ら、命を失うほうがましです c’est moins de perdre la vie que de perdre l’usage de la raison」
(AT.IV.280) (山田弘明訳) (2001、 119 頁)と述べ、存在する限り思惟を用いる必要性を訴える。 

４９ AT.IV.292、デカルト(山田弘明訳) (2001)、131 頁。 
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bien juger」真理の認識と習慣による理性の堅持が必要である旨を彼が述べる場面で現

れる５０

そのために知るべき事項として神の善性la bonté de Dieu、魂の不死性l’immortalité de 

nos âmes、宇宙の広大無辺la grandeur de l’universと、地球が人間のために作られたとす

る思考の排除が挙げられる

。 

５１。そしてこれらに加えた第四の視点として上記引用文が

登場する５２

日常経験の世界に生きる人間は、同時に同じ理性と身体を併せ持つ他者を認知する。

ここで自他の利害関係における完全な一致を見ることは困難であるにせよ、社会的存

在としての関係性のうちに人間は生を送る。他方、各々は社会や国家、さらに地球や

宇宙の一角を占める存在に過ぎないのであって、それらから離存して生きることは不

可能である

。この箇所について解釈を加えれば次のようになるだろう。 

５３

すべてを自分自身の利益にしようとするなら、そこから何か少しの便宜

commoditéが得られると思うときには、他人をひどく害することを憚らぬことにな

。つまりこの生を享けるに当たっては自己本位の思考を回避し、全体の

利益、言うならば公共の福祉を念頭に置く必要がある。ただし、デカルトによれば、

この主張は自己という主体の圧殺を意味しない。むしろ節制と思慮を働かせる重要性

を確保する。すなわち自己という内部、他者という外部双方の利害均衡を図る賢慮が、

各自の生存における留意事項としてデカルトから要請されるのである。 

このデカルトの基本的思想は特に他者問題へと関心が向かい、記述がやや踏み込ん

で行われる。デカルトによれば、それは次のように述べられる。 

 

                                                
５０ なおこの箇所は 1645 年 8 月付のエリザベトによるデカルト宛書簡における次の問い、つまり

「生のあらゆる行為において最善を判断するために知性を強化する仕方 les moyens de fortifier 
l’entendement, pour juger de meilleur en toutes les actions de la vie 」(AT.IV.279) (山田弘明訳) (2001、
116 頁)に対する回答として示された。 

５１ ここでは人間が「神の顧問 conseil de Dieu になり、神とともに世界を導く役目 avec lui la charge 
de conduire le monde」(AT.IV.292) (山田弘明訳) (2001、131 頁)を持つとする驕慢を戒める意味で述

べられる。 
５２ なおデカルトの世界観に関する研究は山田(2009)所収論文『神と精神―デカルトの形而上学と

世界観』に詳しい。 
５３ この箇所の解釈に関して言えば、本研究は湯川(1996)の解釈と親近性を持つ。 というのも、彼

によれば、デカルトの当該箇所は次のように解釈されるからである。「われわれが世界の一部分

であるということは、まずもってわれわれが身体(物体)をもって自然的世界の一角を占めるとい

うことであり、身体をもつわたしが、同じように身体をもつ他の人びとと共に、国家とか家族

というような社会の一部分としてあるということをいっているのであります」(139 頁)。従って

本研究における解釈も湯川のそれに倣いつつ形成された。 
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り、それではいかなる真の友情vraie amitiéも、誠実fidelitéさも、一般にいかなる徳

も獲得できないことになるでしょう。これに対して自分を公衆の一部と考えるなら、

すべての人に善を施すことを喜びとし、その機会があれば他人のために自分の生命

を危険にさらすことさえもはばからず、さらには他人を救うためには、できるもの

なら自分の精神を失ってもよいと思うようになるでしょう。結局このように考える

ことが、人間の行うすべての最も英雄的な行為の源泉であり起源la source & l’origine 

de toutes les plus héroïques actions que facent les hommes です５４

最後に、デカルトの手になる書簡集は彼の最晩年の作品である『情念論』への接続

としても留意すべき観点を持つ。というのも、『情念論』という作品は心身合一体であ

る人間を議論の前提として構築されるが、いわばその予備作業として、書簡の随所に

この著作をうかがわせる言及が見られるからである。このうち研究者間で著名な、通

称「愛についての書簡」を見ておく。なおこの書簡はエリザベトではなく、当時デカ

ルトと親交のあった知己への書簡である

。 

 

つまり自分を一方的に利する行為ないし行動に向かうことは対人関係を破壊し、結

果当人自体の社会的存続をも危うくさせる。また、デカルトが情念との関係で重視す

る「徳」の獲得も成しえないものとなる。むしろ対人倫理を前提として公共の福祉な

いし公益に資する態度が、社会的存在たる人間を活かすことにつながる。すなわち、

他者の尊重が結論的に見て自己の立場を向上させることになるという理解である。 

以上を端的に言えば、デカルトは内外双方の感覚をもって世界と向き合い、そこに

おける社会的存在として生きる姿を人間存在に認め、各々に善き生を促すのである。 

５５

同様に愛においても、心臓の周囲autour de cœurには名状しがたい一種の熱je ne 

sais quelle chaleurを、また肺le poumonのなかにはきわめて多量の血液を感じること

ができますので、われわれは腕を拡げて、なにかを抱きしめるかのような仕種さえ

いたしますし、かつその結果魂l’âmeは、目の前の対象を心から自分に結びつけたと

いう心持を起すのです

。 

 

５６

                                                
５４ AT.VII.289、デカルト(山田弘明訳) (2001、一部改訳)、131 頁。  
５５ 駐スウェーデンの仏大使シャニュ(Chanut, H, P. 1601-1662)のことである。 

。 

５６ AT.IV.611、デカルト(竹田篤司訳) (2001)、386 頁。なおこの著作集における竹田訳では âme を
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ここでは人体の生理学的な機構から「心身の合一」が説明されている。そして、個

人の抱く感情がどのようにして人体の仕組みと結節するかが述べられる。すなわち外

的感覚を通して愛情の対象を認知すると心臓に熱が発生し、同様に肺にも血液が流入

する結果、身体の活動が活発化する。 

後述するが、デカルトによる愛の定義とは「精神を促して自らに適合していると思

われる対象に、自分の意志で結合させるl’ incite à se joindre de volonté aux objets qui 

paraissent lui être convenables」ものである５７。要するに自己は大きな全体のうちの局所

を占める存在であり、愛情の対象と結実して一個の価値ある総体の完成を試みる衝動

が愛の内実を構成するのである。これは先にみたデカルトの対社会における道徳論で

述べられたところの、「全体-部分」の議論と相即するようにも読める。つまり外的感

覚を通して想起された愛の情念は人体に作用し５８

この内実としてまず 1645 年 8 月の書簡では、感覚的世界と対峙する中で己の理性

、それが結果として各々を社会的な

道徳へと向かわせるのである。 

上記の議論に基づいて言えば、デカルトは自己の感情とそれの人体に対する余波、

そして社会へ向けた視点を交える形で「心身の合一」、つまり人間存在へ向けた思想を

テキストにおいて明らかにする。このデカルトにおける感情論と心身合一体の連関は

後続の『情念論』において、より一層大規模に展開されることとなる。 

 さて、以上のデカルト書簡集からうかがえる「心身の合一」を眺望するにあたり、

ここで簡潔なまとめを加えたい。 

 デカルトのとりわけ後半生の書簡には著作に含まれない多くの思索が散在する。そ

して、本節での問いは、デカルトの書簡集において、デカルトから見た人間存在への

視点がいかに彫琢されているか、その特徴ならびに特性を洗い出すことにあった。そ

して、当初掲げた結論は感覚と一体になり、理性的かつ道徳的主体として世界を生き

る姿を見出すことであった。 

                                                                                                                                                   
「魂」と訳すが、井上他訳(2007/2002)において野田はこれを「精神」と訳出する。この文脈につ

いて本稿では、双方に「心的作用」を読み込む解釈を適用する。したがって訳出に際して憂慮

すべき問題は生じないと思われる。 
５７ AT.XI.387、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、68 頁。 
５８ 『情念論』によれば、情念の最も直接的な原因は感覚を刺激する外的対象であるとされる

(AT.XI.371)。 
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を発揮し、問題処理を試みる姿勢がデカルトの内的論理から明らかにされた。次いで、

人間が外的世界と対峙するにあたり、デカルトによってその基本的向き合い方すなわ

ち各々の持つべき世界観が提示された。この箇所では己を社会や国家の部分と見なし、

中庸を弁えた上で公益に資する人間の態度がデカルトにより勧告された。また、感情

を擁する主体的な自己は外的対象により様々な情感、言うなら情念を知覚する。この

情念は人体の生理機構と密接に結びつき、外的対象へと対応する。この観点が以降の

『情念論』においてさらに押し広げられる。 

このようにデカルトは書簡において、人間をまずは思惟を起点とする理性的存在と

把握する。その根底にあるのは当該理性を踏まえ感覚を用いて世界と対峙し、なおか

つ外部環境や他者と共生する在り方である。換言するならば、感覚を前提して理性、

倫理そして情念を発現させる社会的存在としてデカルトは人間を位置づけていたと思

われる。また、この理性や倫理を公私にわたる継続的な教育によって育成強化し、自

律した個人、言わば文化の所有者とすることも制度上可能であろう。その意味でデカ

ルトの人間理解には人為による後天的働きかけ、つまり教育による発展の可能性すら

読み取れるようにも思われる５９

4. 『情念論』における人間理解 

。 

以上の議論を踏まえ、次項では「心身の合一」が生理、心理、道徳と総合分析の加

わる『情念論』を考察する。これによってデカルトの提唱した人間観の総体がより詳

細に把握され、その諸相を明示化した上で総括を行う。 

 

 デカルトの死の前年に上梓されたこの作品は、デカルトが人間を考察した思索とし

ての最終到達点に位置する。そして、現実の経験や観察に重きを置く視角からしても、

『省察』や『原理』とは性格の異なる部類に属する６０。また、「人間の探究」という

観点からも特筆すべき論考が読者に対し間断なく現れる。要するに『情念論』は現今

の医学・生理学・心理学そして倫理学的視点から総合的に分析した著作であり、多角

的な視座によって人間存在を考究した作品でもある６１

                                                
５９ この着想ならびに思考は岩田(1999)の研究から教わる。 
６０ 谷川(1990)、2 頁。 

。 

６１ 谷川(2008)が明らかにするところでは、殊に 16 世紀後半からオランダやフランスで道徳哲学の

領域のストア主義復興が著しく、情念と理性ならびにモラルを扱う書物も数多く出版された。

このような歴史状況を絡めたアプローチも『情念論』読解には裨益するところがあると思われ
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そして、道徳が視野に入る叙述からも、本著作の舞台が日常生活および日常言語の

次元であることは言うまでもない。それというのも道徳の根拠が他者を前提する以上、

自他の存在が基本的事実として容認されない時空では道徳自体も成立しないからであ

る６２

さてデカルトによる人間理解の特性をこの作品中に見出すにあたり、何らかの分析

視座を持つ要に迫られる。というのも、三部構成からなるこの著作にはそれぞれに複

雑な構造を孕む作品であるからである

。 

６３

『情念論』の中に三つのことtrois choses―それはそれぞれ別個の秩序をなしつつ

相互に分離できないものである―が見出されるであろうことだけを言っておこう。

第一は、情念の生理学Une physiologie des passions、これは思想に俟つところなく、

人間身体le corps humainがそれによって成長し保存されるところの運動にのみ依存

する。第二は、情念の心理学psychologie des passions、これは身体器官organesに俟つ

ところなく、情念が精神の情念なることを知らしめる。第三は自由意志の教えune 

doctrine du libre arbitreで、これをなくしては情念（受動）Passionという、かくも力

強い名称そのものが何の意味ももたなくなることを認めねばならない

。したがって読解者は当該著作の読解へ向け

て何らかの考察視角を持つ必要がある。そこでこの作品の研究史を踏まえ、本項では

アラン(Alain. 1868-1951)による視座を方法的な手がかりとする。そして、彼の示唆か

ら作品の分析へ向けた視座も決定し得ると思われる。 

まず、彼の視点とは次のようなものである。 

 

６４

つまりアランによれば、情念論においては、相互に連関する三つの大きな要素があ

。 

 

                                                                                                                                                   
る。しかし、本稿では研究の性格を前提し、あくまでデカルトの内在思想自体を読解する立場

に立つ。したがって今稿ではあくまでテキストの内在論理を剔決する形で読解を試みる。 
６２ この指摘は神野(2007/2002)による。なお神野はデカルト道徳論の課題として、(1)知恵によって

世界をどう見るか、(2)知恵を自身においていかに生かしうるか、との二点を挙げている。そし

て後者を、道徳論から見た『情念論』の効用に関わるとする。 
６３ 具体的には第 1 部「情念一般について。ちなみに人間の本性全般について。Des Passions en 

général: Et par occasion, de toute la nature de l’homme.」(AT.XI. 327) (谷川多佳子訳) (2008、5 頁)、
第 2 部「情念の数と順序について、そして六つの基本情念の説明 Du nombre & de l’ordre des 
passions, & l’explication des six primitives」 (AT.XI.371) (谷川多佳子訳) (2008、51 頁)、そして第 3
部が「特殊情念について Des Passions particulieres」(AT.XI.443) (谷川多佳子訳) (2008、 131 頁)で
あり、以上の三部から構成される。 

６４ Alain (1932)、p.154. なお訳出者(桑原武夫、野田又夫)による訳を一部変更させていただいた。 
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る。すなわち情念の発する生理学的な機構、また、この情念が人体に及ぼす影響とそ

こにおける人間心理の交錯、そして自由意志の発動する位置の三つである。彼はこれ

らの視座つまりカテゴリーを以ってこの作品からデカルト思想の読解を試みる。した

がって本研究では、上記に述べたアランの提示する視角を手掛かりに、具体的人間の

特性が解釈される。 

この箇所における具体的視座は次の三つである。すなわち人間存在と生理学的な関

連（「人間と生理学」）、情念が人体に及ぼす影響と心理の絡み合い（「人間と心理学」）、

そして情念と対峙しつつ生きる人間存在の目指す価値的側面（「人間と倫理学」）とい

う三つの見地が据えられるのである。 

それでは以下、われわれは考察を開始する。 

 

4-1. 人間と生理学 

 まず人間と生理的側面の記される箇所については、次の点が指摘される。すなわち、

合一の機制が生理に即して解説される箇所である。 

 

  精神l’âmeは真に身体全体に結合しているveritablement jointe à tout le corpsこと。精

神が身体のある部分にあって他の部分にないというのは正しくないこと。理由のひ

とつは、身体は一つunであり、ある意味で不可分indivisibleであるからだ。身体の

諸器官は、どれか一つが除かれると全身に欠陥をきたすほど、器官相互につながり、

配備されているためである。もう一つの理由は、精神の本性が身体をなしている物

質の、拡がり〔延長〕にも、次元にも、他の特性にも、まったく関わらず、ただ身

体諸器官の総体tout l’asssemblage de ses organesにのみかかわるからだ６５

また、精神は不可分であるとするデカルトの一貫した主張があるが

。 

 

ここでは心身の合一が生理的側面から端的な表現で述べられている。そして魂（精

神）が身体と密接に結びつく以上、それに発露する自由意志は身体の可動領域すべて

に及ぶ事実が指摘されている。 
６６

                                                
６５ AT.XI.351、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、29 頁。 
６６ 例えば「第六省察」には物体の可分性と精神の不可分性が対として語られる(AT.VII.85)。 

、意志の対象

とする身体も同時に数的な一性を考慮し、ここでは不可分な実体と認められる。さら
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に後段で明らかにされるように、思惟は人間身体の特定箇所を動かすための存在では

なく、全体的実在としての人間活動に関与する。つまり身体であるところの延長体に

思惟が局所的な関連を有するのではなく、随意運動の及ぶ身体すべてに精神が関係す

る。この事実が彼のテキストにおいて確認されるのである６７

精神が身体全体に結合しているとはいえ、身体のうちには、精神が他のあらゆる

部分よりも特にその機能を果たしている部分がある。…精神が直接的にその機能を

果たす身体部分は、けっして心臓cœurではなく、また脳全体tout le cerveauでもなく、

ただ脳の最も奥まった部分la plus intérieure de ses partiesであることが明白に認めら

れたと思っている。それは、一つのきわめて小さな腺glandeで、脳実質の中心に位

置し、脳の前室の精気が後室の精気と連絡する通路の上に垂れているので、その腺

のなかのごく小さな運動でも精気の流れを大きく変えることができる

。ただしデカルト生理学

において象徴のごとく語られる松果腺は、『情念論』においても無論登場する。すなわ

ち、上記引用箇所のすぐ後には松果腺の記述が続く。それは、次のように記される。 

 

６８

 この松果腺を理由にデカルトを退ける思想は既に研究者間で有力な反論が掲出され

ているが

。 

 

６９

上記を要するに、心身相関の「いかにHow」を示す説明は与えられない。むしろデ

カルトにおける心身関係の最終的回答は心的因果性

、ただデカルトによれば、この松果腺はあくまで生理学的見地から「心身

の合一」を説明したものである。従って確認として言うならば、松果腺は心身相関の

究極的な解明とはならず、あくまで自然学的な説明に留まるのである。 

７０、すなわち実践的経験それ自身

によってのみ知られる事項である。ここでは気体化した血液である動物精気が松果腺

を動かし７１

                                                
６７ この第 30 節の解釈は小林(1995)に倣う。 
６８ AT.XI.352、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、30 頁。 
６９ 例えば小林(2009)は当該松果腺が現代科学の祖形を築いたデカルトの功績を指摘する。また他

方で中村(2007/2000)は松果腺の現代的役割、つまり現今の松果体 pineal body の役割を再考し、

デカルトの提唱した松果腺の安易な切捨てに警鐘を発する。 
７０ この表現は小林(2009)の表現である。なお本稿はデカルト心身論解釈の問題において、当該小

林の論陣を思想的基盤に置く。 

、その多様な動かされ方に従って思惟に知覚や情動を発生させる。そこで

７１ 動物精気 esprits animaux, spiritus animales について、例えば竹中(2007)はこの「動物精気」とい

う呼称に対して問題提起を行い、「心的精気」あるいは「精神的精気」と訳す可能性を示唆する。

ただし竹中自身も研究史的な慣例や動物精気の筋肉へ及ぼす作用から、自身の論考では「動物
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心的因果性が主体内部による合一の証左とすれば、上記松果腺は合一の外部、つまり

科学的側面からの説明として解釈されるように思われる。簡略に言えば、デカルトに

おける松果腺は身体動作の司令塔であり、受容本部とも考えられるのである。 

次に、心身の結合を筋の作動メカニズムを中心に述べた箇所では以下の記述が行わ

れる。 

 

  この腺が、魂あるいは他の何かの原因によってさまざまに動かされるest 

diversement meuë ことだけで、腺のまわりの精気を脳の孔 poresのほうへ押しやる。

その孔は神経を通して精気を筋肉に導く。それによって、腺は筋肉musclesと肢体

membresを動かすようになる７２

デカルトは身体を自動機械に等しい事物と見るが、この思想に倣う形で身体運動も

捉えられる。上記のテキストについていえば、まずは諸感覚を通して血液の気体部分、

つまり動物精気が神経管を通じて脳内の松果腺を揺らす。そして、この腺と密接に結

合している精神が情念ないし判断を発し、腺を揺らし返す。その多様性が精気の流れ

を決定し、今度は脳にある無数の穴から管を通り、精気が筋肉へ流れ行く。つまり動

物精気が筋の細部を満たし、この結果筋肉に可動の根拠が与えられ、身体が作動す

る

。 

 

 この箇所はデカルトによって人体の運動可能性を明白に示す上で重要な箇所と思わ

れる。本稿では導入的性格を踏まえ、生理的循環の基本事項をのみ述べるに留める。 

７３

言うなれば精神は思惟作用を発動させるのみであり、具体的な作動原理はすべて血

液の移動に基づく身体によって行われるのである

。 

７４

上記の引用からも理解されるように、デカルトにとって運動の原理はすべて身体で

。 

さらに、教育思想とデカルトとの紐帯を見る上で、多分に示唆的な箇所が見られる。

ここでは以下に僅かながら指摘しておきたい。 

                                                                                                                                                   
精気」の訳を踏襲する。本研究では従来の研究史に倣い「動物精気」という訳出で統一する。 

７２ AT.X I.355、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、34 頁。 
７３ 動物精気は全身に隈なく行き渡る神経の管 tuyaux の中を通って筋肉へ届けられる(AT.XI.133)。
詳細は彼の著作『人間論 l’homme』参照。 

７４ なおデカルトの人体に関わる論考は山田(2009)所収論文『デカルトと医学』にその大要が明ら

かにされている。 
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説明がつくものである。したがって古代哲学に見られるような栄養や感覚、また、場

所的運動原理の役目を果たす思惟は一切認められない７５。他方、松果腺を介して心身

結合が図られるに加え、習性によって腺の運動を別の思考に結びつけることが出来る

とする。換言すればある思考と身体運動との結びつきは、人間の成長に際しての働き

かけにより、別の身体運動への指令に改変することが可能とデカルトは見るのであ

る７６。つまり後天的であり、かつ人為的な働きかけによって身体動作の改変を図る可

能性がデカルトのテキスト中には認められるのである。先ほど考察した『省察』にお

いて、人間存在における身体運動の可能性について指摘したが、これは生理学的側面

から見ても裏付けられる。端的に言えば、教育の必須事項でもあるところの、いわば

「後天的働きかけ」による改変をデカルトはテキストの内に保障していたとも読める

であろう７７

精神の知覚、感覚、情動Des perceptions, ou des sentiments, ou des emotions de l’âme

であり、それらは、特に精神に関係付けられ、そして精気の何らかの運動によって

引き起こされ、維持され、強められる

。 

 

4-2. 人間と心理学 

 『情念論』はその表題が示す通り、人間に生まれるさまざまな感情、要は情念の分

析と対処を議論中盤以降の基軸に置く。ここで予め確認しておくと、情念とはデカル

トによって次のように定義される。 

 

７８

                                                
７５ ここで言う「古代哲学」とは無論アリストテレスを指す。彼が魂に与えた役割については『魂

について』413b10 以下を参照。 
７６ AT.XI.368、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、49 頁。 
７７ テキスト的な論拠としては『情念論』第 1 部第 50 項(AT.XI.368)などに解釈の可能性が見出さ

れると思われる。この点については今後の検討課題とする。 
７８ AT.XI.349、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、27 頁。 

。 

 

一言でいえば精神に対して直接的に発生し、思惟と身体、要するに人間全体へ影響

を及ぼす感情の謂いである。そして、この情念の第一原因は外的対象、それもわれわ

れにとって利害の価値を持つ価値論的対象である。この事実はデカルト自身による次

の言葉からも明らかである。 



 67 

 

感覚を動かす対象objetsがわたしたちのうちにいろいろな情念を引き起こすのは、

対象のうちにあるいろいろな性質すべてによるのではない。ただ、対象がわたした

ちを害したり益したりしうる多様なしかたdes diverses façons qu’ils nous peuvent 

nuire ou profiter、あるいは、一般にそれら対象がわたしたちに重要となるêtre 

importans多様なしかたによる７９

また、それら情念の効用は「魂のなかに思考を強化し持続させることのみにあるne 

consiste qu’en ce qu’elles fortifient & sont durer en l’âme des pensées」のである

。 

 

 情念はその多くが日常生活において感知される感覚に多くを負う。また、諸情念の

対象はわれわれの生活に影響を及ぼし、ひいては各人の生や健康に直接介入する具体

的事物を指す。そして、われわれにおける対象の重要性の寡多により、自らに発生す

る情念の程度もその大小が測られる。ここから個々人の当該対象へ向けた感情が発生

するのである。 

８０

欲望は他のいかなる情念よりも、激しく心臓をゆり動かし、多量の精気を脳にも

たらす。これらの精気は、脳から移って筋肉musclesに流れ、感覚すべてtous les sens

をいっそう鋭くし、身体のすべての部分を動きやすくする

。こうし

た情念を思考によって抑制ないし支配するか否かで各々は崇敬される人格にもなり、

他方卑小な人物ともなる。これら情念に対するデカルトの考察は、人体の機構に情念

が直接作用する事実からもうかがえる。例えば主要情念の一つである「欲望désir」は

人体に次のような作用を及ぼす。 

 

８１

この引用箇所は身体運動と情念、そして合一体との連関を示す箇所としても留意さ

れる。そして、その血液が筋に流れて身体運動を示すプロセスは前に指摘した通りで

ある。つまり感情は動物精気、言うなら気体化した血液を作動させて心臓にも作用す

る。この事態はとりもなおさず心理と生理双方が絡み合いつつ合一体を構成し、各人

。 

 

                                                
７９ AT.XI.372、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、52 頁。 
８０ AT.XI.383、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、65 頁。 
８１ AT.XI.403、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、86 頁。なお、この驚きの例は心身合一と情念の関

係をとりわけよく示したものとして例えば小林(1995)もその著作において引用する。 
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の生活を左右すると解釈できる。言い換えると、感情と生理に左右されながら生きる

現代的な人間像がテキストから読み取れるのである。付加的に言えば、現代人の予型

とも言えるこの描写がデカルトの考える、心身合一体としての人間である。 

 最後に、デカルトは、心身と情念との交わりを次のように述べる。 

 

それらの情念(引用者注:「驚き」を除く五つの情念)は、自然の設定l’institution de la 

Natureによって、すべて身体に関係し、精神が身体と結合されているかぎりにおい

てのみ、精神に与えられる。したがって、情念の自然的な効用leur usage naturelは、

身体の保存conserver le corpsに役立ちうる行動、なんらかのしかたで身体をいっそう

完全にするのに役立ちうる行動にむけて、精神を促し同意と協力consentir & 

contribuerを与えることだ８２

デカルトによるこの洞察は、情念を「病気」と断じたストア哲学や罪の一形態と見

なすスコラの思想と一線を画す証左でもある

。 

 

日常世界では、感覚を用いた心身合一が前提される。また、情念の積極的役割とし

ては、これらが思惟に働きかけ、身体の保存つまりは健康維持へむけた役目を果たす

ことが読み取れる。つまり情念に個々人の生命保存へ向けた役割を彼は読み込むので

ある。 

８３

                                                
８２ AT.XI.430、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、114 頁。 
８３ デカルトの道徳論と古代ストア派におけるそれとの差異について、本稿では一つの方法的視点

として Cassirer(2005/1939)の次の言及を取り上げる(s.183)。すなわち、彼によれば、「中世の教義

では情念とは罪に他ならず、人間の原初の神聖な起源からの堕落の表れであり結果 der Ausdruck 
und die Folge des Abfalls des Menschen von seinem göttlichen Ursprung に他ならなかった。一方、ス

トア主義にとって情念は病気 die Krankheiten である。それは理性の不在 eine Aufhebung der 
vernunft であり、狂気に近い状態であるとされる。デカルトの倫理はこの両極論を排する。」(朝
倉剛・羽賀賢二訳) (2000、102 頁)。これがデカルト道徳思想において踏まえるべき論点と Cassirer
は見る。本稿も彼の見解に従う。 

。そして、この箇所には情念を拒否す

る姿はなく、むしろ日常生活に際して生まれる感情を積極的に肯定し、その処理を企

図する姿が浮上すると思われる。殊にデカルトによれば、情念はその特性上、各々に

向けて善悪の表象を過剰に提示する。そのため経験expérienceと理性raisonを用いて善

悪を区別し、双方の価値認識を行う必要がある。この狙いは彼の言葉では「善と悪を

とりちがえないため、そして、何ごとにも行き過ぎないaffin de ne prendre pas l’un(引用
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者注：bien) pour l’autre(同：mal), & de ne nous porter à rien avec excèsため」である８４

一つは、上述の自由な意思決定libre disposition de ses volontéのほかには真に自己に

属しているものは何もないこと、しかもこの自由意志の善用・悪用use bien ou mal

のほかには正当な賞賛または非難の理由は何もないのを認識すること。もう一つは、

みずから最善と判断するすべてを企て実行するためpour entreprendre & exécuter 

toutes les choses qu’ils jugera être les meilleuresに、自由意志を善く用いる、すなわち

意志をけっして捨てまい、という確固不変の決意une ferme & constante résolutionを、

自分自身のうちに感得sentすること。これは、完全に徳la vertuに従うことだ

。 

以上のように、人間には情念が常時その傍らにある。そして、感覚を通じて様々な

影響を人体に及ぼし、各々は事実として情念を認め、これらに対処する必要に迫られ

る。この具体的対処と価値的指標が次に見る倫理的側面において明示されるのである。 

 

4-3. 人間と倫理学 

 本項ではこれまでの議論を継ぎ、主に倫理的側面から、デカルトが人間存在にどの

ような特性を読み込んだかについて考察する。それにより彼の「心身合一」つまりは

人間像が常に意味的世界、言うなら価値的世界において確固たる位置づけを占める有

様を確認する。 

ここでも結論的に言えば、彼は「高邁 générosité」なる概念を提唱し、これを人間存

在の目指すべき到達点に据える。当該「高邁」の成立条件とは、デカルトによれば、

次の二点である。 

 

８５

デカルトは既に書簡の中でもこの「高邁」を目指されるべき対象として挙げている

が

。 

 

８６、著作における公式表明としてはこれが初出である。まずデカルトは、自由意志

を確実な前提として認めた上で、個人の自発的な意思決定を尊重する立場をとる８７

                                                
８４ AT.XI.431、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、116 頁。 
８５ AT.XI.445、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、134 頁。 
８６ スウェーデン女王クリスティナ(Christina, 1631-1684)への 1647 年 11 月 20 日付書簡において既

に自由意志の尊重や高邁の徳について述べられている(AT.V.81)。この表明は女王より「至高善 le 
souverain Bien」の本質を下問されたことに対する応答として掲げられた。 

。

８７ デカルトの自由意志については研究史上大きな問題であり、Gilson (1987/1913)をはじめ、有力

な研究者は軒並みこの問題に関心を寄せている。最近では山田(2009)が神の決定と個人の意志決
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つまりデカルトにおいては自律的に判断を行う人格が最も尊ばれていたと言える。そ

して、経験世界における個人の行動は自由意志を前提するゆえ、意志とその結果とし

ての行為にのみ向けられる。つまりあくまでも自由な個人と内外の利害対象に対する

各自の意思決定において、個人の価値に係る軽重が図られるとする理解である。 

また、判断の結果最善と論決した事柄を堅守する態度を突き崩さぬことも、この概

念を理解するための留意事項として付加される。これは『序説』における暫定道徳の

第二規則８８、先に挙げたエリザベト宛書簡における規則に続き８９、善へ向けた確固た

る決意を揺るがせにしない態度と解釈可能である。これらに加え、確固不動の決意を

自らのうちに内観することにより、内的な満足が個々人に得られるとする。要するに

デカルトによれば、この「高邁」を堅守する人間のあり方が人間存在の規範的モデル

とされるのである９０

さて、このように理想的人間像を目指す者は無論、当の「高邁」な人間にとっても

情念との直面は不可避である。そこでこれらの情念といかに向き合うかという問いが

人間各々の直接的な課題となる。デカルトも情念への対策を述べることとなるが、ま

ず情念の分析結果、それらを不安に思う必要などないという言明がなされる。なぜな

ら情念はその本性上すべて善であり、その悪用法や過剰を避けるだけでよいからであ

る

。 

９１

                                                                                                                                                   
定がデカルトにおいて理論調停がどのように行われているかについて見解を発表した。 

８８ AT.VI.24、デカルト(谷川多佳子訳) (2006/1997)、34 頁。 
８９ 1645 年 8 月 4 日エリザベト宛書簡(AT.IV.265)。 
９０ デカルトの言葉では, 「人間が正当になしうる限りの極点にまで自己を重視するようにさせる

真の高邁 la vraie Générosité, qui fait qu’ un homme s’estime au plus haut point qu’ il se peut 
legitimement estimer」と表現される(AT.XI.485) (谷川多佳子訳) (2008、134 頁)。 

９１ AT.XI.485-486. なおこれに関し、塩川(1986)によれば、情念の倫理的価値と効用に関するデカ

ルトの立場は諸々の情念論史の中で最も楽観的なものに属するとされる。彼によれば、注目す

べきは事の善悪を判定するにあたり、デカルトによる理性依拠の基準である。具体的には、そ

の基準はあくまで「われわれ nous」にとっての善悪であることを彼は指摘する。そしてこれは

合一体を前提した「われわれ」であるという。したがって善の判断はなるほど各自の理性に委

ねられるが、当の善は合一体そのもの、すなわち一個の人間存在全体へ善が降りかかることに

なる。つまり理性による情念統御を通じ、当の善を知覚し判断する「思惟」に加え、「身体」に

もその善が享受されるという理解である。だからこそデカルトによれば真の認識に導かれる時、

(善への契機たる)情念に最も激しく動かされる人間がまた、人生において最も多くの幸福を享受

できる。塩川は以上のようにデカルトを読み、情念論および情念の意義を明らかにする。また

ここにおいて塩川は、善を享けるために思惟は己の身体についても熟知する必要のあることを

も併せて指摘する。 

。そして、具体的な対処法としてデカルトは次の事項を挙げる。 
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  わたしは、それらの治療法remèdesのうちに、生来の欠陥を正しうるための予備修

練la préméditationと工夫l’industrieをあげ９２、これは、自分のうちにおいて血液と精気

の運動を、それがふだん結びついている思考と、分離していく訓練をつむことによっ

てできるとした９３

知恵の主要な有用性la Sagesse est principalment utileは、次のことにある。すなわち、

みずからを情念の主人maîtreとなして、情念を巧みに操縦tant d’adresseすることを教

え、かくして、情念の引き起こす悪を十分耐えやすいものにし、さらには、それら

すべてから喜びを引き出すtire de la joie de tousようにするのである

。 

 

ここには情念を陶冶する方法として経験的な働きかけ、つまりみずからを善くしよ

うという教育的な働きかけによって情念と生理的メカニズムの改変を図ろうとする意

図が読み取れる。また、情念から連想される行為ないし行動を、習慣によって律しよ

うとする表明とも解釈できる。つまり自己自身に対する働きかけや習慣による自己自

身への指導、つまりは作用と被作用の教育的含意が情念の対処法として見出されるの

である。これは先に触れたある対象に対する観念とそれに基づく行動の後天的可変性

を含むものであり、人為的な改善可能性をわれわれに覗かせるものと見られる。 

デカルトは以上のように情念と対峙する方法をわれわれに教え、また、人間の持つ

べき知恵について次のように述べつつ『情念論』を閉じる。 

 

９４

ここで言う「情念の主人」とは情念の内実を理解し、「善く生きる」という目的と

の連関においてこれら情念を捉え、その対処法を学んで各自の実生活へ活かすところ

の生を指す。また、この生き方は個人の行為ないし行動指針に直結する問題でもある。

さらに情念のメカニズムを理解することで、情念の結果引き起こされる悪しき帰結を

避けることが目指される。その意味でデカルトの言葉で言えば、「情念に最も動かされ

る人間は、人生において最もよく心地よさを味わうことができるles homme qu’elles 

。 

 

                                                
９２ 邦訳(谷川訳)の注釈では『情念論』第 3 部 176 節を参照し、熟慮 préméditation を重ねることを

指すとする。 
９３ AT.XI.486、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、178 頁。 
９４ AT.XI.488、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、180 頁。 
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peuvent le plus émouvoir, sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie」のである９５

5. 総括と展望 

。 

まとめると、心身合一体たる人間はまず、生理的メカニズムによって説明可能であ

る。そして、理性による統制を旨として情念と対峙し、意味的ないし価値的世界を生

きる存在としてデカルトは人間を描写する。特に書簡においては世界観や他者存在と

の関わりに関心が寄せられた一方、『情念論』では、「高邁」の人格提示に基づき、主

体の志向すべき指針の示されたことが留意される。そして、各々が習慣と自他による

作用に基づき、自らの思考と行為を変ずる可能性を、デカルトは作品の内に示唆する

のである。 

 

 デカルトの表現した人間とは時空こそ違え、われわれと同じ日常世界を生きる人間

を投影した姿と見ることができるように思われる。というのは、奇しくも先のアラン

において、前述引用箇所に続く部分が次のような指摘で結語されているからである。 

 

  しかしこの三つの秩序を一つの全体にまとめるには、注意深い読者の自らなすべ

きことである。そうすればその全体toutのうちに、読者は自分自身の生活が忠実に
．．．．．．．．．．．．．．

表現されているのを見出す
．．．．．．．．．．．．

lui représentera fidèlment sa propre vieであろう(傍点引用

者)９６

その証左が、『情念論』の全編、さらには各作品に展開される思想である。すなわ

ち生理と心理の絡み合い、あるいは個々人における情念との絶えざる対峙と葛藤、そ

してその只中から目指される各人の是とする生活、すなわち「善き生」へ向けての価

値論的な志向性の見出される事実である。このようなデカルトの思想と主張から、「松

果腺」や「動物精気」といった語を越え、彼の哲学を彼の生きた世界のみならず現代

における人間の在り方や生き方と結び付けて論じる妥当性もまた、拓けて来るのであ

。 

 

デカルトが著作で描く人間とは、心身の連関を前提して生きる人間の姿である。そ

して、具体的に言えば、時空を問わず妥当する人間の本質的な有様を描いたと見るこ

とが出来るとも考えられる。 

                                                
９５ AT.XI.488、デカルト(谷川多佳子訳) (2008)、180 頁。 
９６ Alain (1932), p.154. アラン(桑原、野田共訳)(1978/1971)、90 頁。 
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る９７

さらに、『情念論』においては生理、心理そして倫理の側面から人間の生き様が示

された

。 

以下では本論のまとめとして各節から得られた知見を整理し、今後の展望を提示す

る。 

 本論は「デカルト哲学における教育思想」成立を期し、その予備作業として、デカ

ルトの著作中に見られる人間存在の諸特性析出を研究目的とした。 

まず、本論冒頭の『省察』においては、いわゆる「心身の実在的区別」に引き続き、

人間存在が「心身の合一」として存在する事実が明らかにされた。最初に取り上げら

れたのは合一体が様々に場所を変じ、かつ多様な形姿を取りうる見地、言うなれば身

体そして人間の「運動可能性」と「可塑性」である。さらにその合一体が外的感覚を

用いて他者を、ないしは内的感覚を用いて自らの合一を確認する契機を持つ事実であ

る。 

要言すれば、「心身合一」である人間は、「可能性」「可塑性」を秘めた身体によっ

て多様な運動を体現させ、感覚を通して外的世界と交わる存在であることが確認され

たのである。 

 また、書簡に描かれた人間存在は、一貫して人間の理性的存在である姿が認められ

る。それは、自らに課される格率を以って世界と向き合う姿である。また、思考的実

在であるという事実から、知性の可塑性すなわち後天的な作用により公共の一員とし

て生きるべき姿も述べられる。そして、他者と交わる中で理性を持ちつつ生きる姿に、

「教育されうる存在」としての人間も同様に、デカルトのテキストから読解可能とな

る。 

９８

                                                
９７ この点については序章で言及した中村(1984/1975)の論考、つまり『情念論』に近代以降の人間

像を読み解く解釈も、本節主張の傍証たり得ると考えられる。 
９８ 谷川(1993)は情念の分析にあたり、次の研究視角を指摘する。すなわち、情念の研究は身体の

側から接近すれば医学的ないし生理学的なものとなり、精神の側から接近すれば心理的ないし

倫理的なものとなる。情念とは身体の動揺の感覚的認識であり、一方で「知覚」は受動的思考

の一種を示し、他方で「感覚」は身体においてこの知覚を引き起こす原因、さらに「情動」に

おいてはこの原因の或る様式が示されるとする。 

。ここでは、外的感覚をはじめ生の利害に関わる多様な存在と人間は交わり、

この中で情念が各々に芽生える。そして、情念は人体に直接影響することで健康そし

て生活全般に介入する。これに対しデカルトは、人間の目指すべき一つの範型として

「高邁」の概念を置き、情念を統制して理性と経験を活かしつつ生きる姿を提唱する。
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また、その過程において後天的作用により想起される観念と、それに対応する行動と

の可変性が示される。いわば生物的存在である「ヒト」が、後天的な作用により、文

化的存在へと変貌する祖形をテキストに読むことが可能である。 

つまりデカルトは人間の姿を、まずは価値世界において葛藤し続ける状況に見よう

とする。そしてこれを踏まえ、人為による人間の被教育への可能性、すなわち後天的

働きかけによる改善への契機を、本稿で取り上げたテキスト各々に残すのである。こ

こから、内在論理に基づく「デカルト教育思想」成立への糸口もまた、掴まれるよう

に思われる。 

 今後の展望として次の二点を指摘しておく。先ず一方で、本項はデカルト思想のう

ち、その端緒のごく一部を指摘したに過ぎない。したがって彼が「心身合一」の下に

把握した人間を、今後もテキストに基づき再構成する必要があると思われる。具体的

には教育すべき対象である人間のうち、とりわけ物質的事物である身体、そして思惟

を「教育」という観点から捉えなおす必要性である。このうち前者については「人間

論」や生物系著作の読解作業、また、後者についてはとりわけ『情念論』に散見され

る、習慣の獲得に基づく行動や思考の可変性に係る議論を企図する。そして、これら

の諸課題については今後の検討を期すこととする９９

• Adam, Charles. & Tannery, Paul. (éds.) (1996) “Œuvres de Descartes (11vols.)” ( Nouvelle éds.) J. 

Vrin, Paris. 

。 
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