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『動物誌』における「最大類」について  

   	 『動物誌』第Ⅰ巻  第６章 490b7-491a6読解	  
 

伊藤  雅巳  
 

 

 

 『動物誌』第Ⅰ巻第１～６章は『動物誌』全体の導入部に当たる．動物の身体を構成す

る同質的部分と非同質的部分の区別に始まり，動物間の部分の異同の語り方が定式化され，

諸々の動物の間にある生き方・活動・性格・部分に応じた様々な違いの素描が以下の考察

の見本として示され（第１～５章），第６章で，考察の目的が次のように述べられる． 

 

① HA I 6. 491a7-10  

	 さて，以上のことが，このような仕方で，今，素描的に語られたが，それは，どれだ

けのことについて，どれだけのことを考察しなければならないかということを〔謂わ

ば〕味見する〔ように，その感触を予め摑んでおく〕ためである．その詳細は後に述べ

るが，我々の目的は，まず，諸々の動物の間にある差異とすべての動物に認められる事

柄を把握することである．次いで，それらの原因を見出すように我々は努めなければな

らない．というのは，それぞれの動物に関する探究記録が手許に準備されれば，そのよ

うに探究の途を進むのが自然に適っているからである．というのは，何について，また，

何に基づいて論証がなされなければならないかは，それら（sc. それぞれの動物に関す

る探究記録）から明らかになるからである1 

 

これに先立つ議論（490b7-491a6）で「最大類」が導入されているが，その議論が分かり

難い．この箇所については Gotthelf が詳しい読解を提示しているが2，それでも釈然とし

ない点が残る．以下，Gotthelfの解釈を検討しながら，私見を述べたい． 

 

 

Ⅰ．問題	 

 

	 まず，問題の箇所の訳を挙げておこう． 

 

                                                        
1 訳は筆者による．以下，同様． 
2 Gotthelf 2012b. 
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② HA I 6. 490b7-491a6 

	 490b7 (1)人間以外の諸々の動物が分類されている最も大きな類は以下のものである

（γένη δὲ μέγιστα τῶν ζῴων, εἰς ἃ διῄρηται τἆλλα ζῷα, τάδ᾿ ἐστίν）．一つは鳥の類，もう一

つは魚の類，また，別に，鯨の類があり，これら〔の類に分類される動物〕はすべて有

血動物である．また，これらの類とは別に殻皮動物の類があり，これは〔一般に〕「貝」

と呼ばれている．また，別に，軟殻動物の類があり，これを一語で名指す名前はない．

〔この類に属するのは〕たとえば，イセエビを始め，カニやウミザリガニの類である．

また，別に，軟体動物の類があり，〔この類に属するのは〕たとえば，ヤリイカやソデ

イカやコウイカである．また，有節動物の類は，これらとは別である．これら（sc. 殻

皮動物，etc.）はすべて無血動物であり，足があるものは多足である．また，有節動物

には翅があるものが幾つかある． 

	 b15 (2)だが，これら以外の動物の類は大きくない．(3)というのは，一つの種が多くの

種を包括することはなく，(4)或るものは，たとえばヒトのように，〔それによってさら

に種別化されるような〕差異をもたないがゆえに，それ自体が単純な種であり，(5)或

るものは，〔種別化の徴表となる〕差異をもつが，それらの〔徴表によって種別化され

る〕種に名前がないからである．(6)たとえば，四足ではね
．．
をもたない動物はすべて有

血であるが，それらの中には胎生のものもいれば，卵生のものもいる．(7)ところで，

〔四足ではね
．．
をもたない動物のうち〕胎生のものはすべて体毛を有するが，卵生のもの

は角鱗を有し，角鱗は〔体に占める〕場所の点で〔魚〕鱗と似ている．(8)また，ヘビ

の類は，体制の点では無足であり，有血で陸生の動物であるが，ヘビは角鱗で被われて

いる．しかし，他のヘビは卵生であるのに対し，クサリヘビだけは胎生である．(9)つ

まり，胎生する動物がすべて体毛を有するわけではない．（というのは，魚の中にも胎

生するものがあるからである．）(10)とはいえ，体毛を有する動物はすべて胎生である．

というのは，ハリネズミやヤマアラシが有する棘状の毛も，体毛の一種と看做すべきだ

からである．というのは，〔これらの棘状の毛は〕ウニのように，足の役割を果たすの

ではなく，体毛の役割を果たすからである． 

	 b31 (11)ところで，四足で胎生の動物の類には多くの種3があるが，それらには名前が

ない．むしろ，恰度，〔ヒトが〕ヒトと言われるように，〔ライオンは〕ライオン，〔シ

カは〕シカ，〔ウマは〕ウマ，〔イヌは〕イヌと謂わば個別に呼ばれており，他の〔四足

で胎生の〕動物も，そのような仕方で呼ばれている．(12)もっとも，「鬣尾類」と呼ば

れる動物，たとえば，ウマ，ロバ，ラバ，ギンノス，ヒンノス，シリアで「半ロバ」と

                                                        
3「四足で胎生の動物」という「類」との関係で「種」と言われているが，以下で列挙されて

いる所謂「最下種」との関係で言えば「類」である．「類」と「種」は互いに相対的な概念で

あり，特定の分類階級を指すものではない．「類」は幾つかの「種」に種別化されることを，

したがって，「種」は，或る特徴を共有する他の「種」の存在を含意し，複数の「種」を包摂

するものが，包摂される「種」との関係で「類」と言われ，同じ「類」の中で他の「種」と

区別されるものが，「類」との関係で「種」と言われる．  
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呼ばれているもの（これは，ラバと似ているがゆえに「半ロバ」と呼ばれているが，ラ

バと同じ種ではない）には，一つの類が成り立つけれども．というのは，これらは互い

に交尾し，子を生すからである．(13)それゆえ，これら〔四足で胎生の動物〕は別個に

取り上げ，それらの各々の自然本性を考察しなければならない． 

 

Gotthelfが解釈上の問題として挙げているのは，次の三点である4． 

(ⅰ) Peck が指摘しているように5，「四足で胎生の動物」は，続く 490b32 では多くの

種を含む類として挙げられ II 15. 505b28では「卵生の四足動物」と共に他の「最大

類」と併記されているのに6，ここでは，それが「最大類」に数えられないのは何

故か？ 

(ⅱ)	 (6)〜(10)の議論は，直前の文［(3)〜(5)］の理由を述べているように思われる

が，どのような仕方で理由付けになっているのか？ 

(ⅲ)	 (11)〜(13)は，先行する議論と，どのように関係しているのか？ 

 

 

Ⅱ．問題(ⅰ)について	 

 

	 Gotthelfは，まず，490b7-8の γένη δὲ μέγιστα τῶν ζῴων, εἰς ἃ διῄρηται τἆλλα ζῷαという

言い方に着目し，διῄρηται という完了形が，七つの「最大類」が既に確立され常用されて

いた分類であることを示していると解する．そして，その論拠として彼が挙げるのは『動

物の諸部分について』の以下の箇所との対応である． 

 

③ PA I 4. 644a12-23 

	 人は，何故，水棲の動物と飛ぶ動物を一緒に括った上で，両者を包括する一つの類を

上位の名前によって呼ばないのか，と疑問を差し挟む者がいるかもしれない．というの

は，これらの動物に共通する性状も，これら以外のすべての動物に共通する性状も幾つ

かあるからである． 

	 しかし，〔現行の〕このような仕方で〔類が〕区別されたのは正しかったのである7．

というのは，類のうち，超過〔と不足〕の点で，すなわち，「より多い／より少ない」

という点で異なるものは，一つの類の下に括られているが，類比的対応を有するものは，

別々にされているからである．〔ここで〕私が述べているのは，たとえば，〔或る〕鳥は

〔別の〕鳥と「より多い〔／より少ない〕」という点で，言い換えれば，超過〔と不

                                                        
4 cf. Gotthelf 2012b, 296. 
5 cf. Peck 1965, 32-33(note ad 490b21). 
6 引用⑥参照． 
7 Gotthelfが引用しているのはここまで（644a12-16）だが，a23まで引用しておく． 
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足〕に関して異なっている（たとえば，或る鳥の羽根は長いが，或る鳥の羽根は短い）

が，魚は鳥と類比的対応〔を有すること〕によって異なっている（すなわち，鳥には羽

根があり，魚には〔魚〕鱗がある）ということである．だが，すべての動物に関して，

このような区別を行なうのは容易ではない．というのは，多くの動物が類比的に同じ性

状をもっているからである． 

 

④ PA I 4. 644b1-7 

	 おそらく，次のようにするのが正しい．すなわち，人々によって既に区別されていて，

適切に語られているもの（sc. 動物の類），また，一つの共通な自然本性を有すると共に，

それに含まれる種が互いに大きく懸け離れていないもの	 	 〔たとえば〕鳥とか魚とか，

また，名前はないが，そのうちに含まれる種を類と同じように包括するものが他にあれ

ば，それ	 	 については，それぞれの類に即して語るのが正しく，他方，そうでないよ

うなものについては，たとえばヒトについて，また，そのような別の動物がいれば，そ

れについては，個別に語るのが正しい． 

 

そして，Gotthelf は，「胎生四足動物」と「卵生四足動物」が慣用的な分類としては未だ

確立されていなかったがゆえに「最大類」として挙げられなかったと解し，それゆえ， 

(2)の「これら以外の動物の類」は，「これら以外の動物が（〔先に挙げられた「最大類」

と〕同じように既に〔慣用的に〕）分類されている類」と解されるべきであると主張する8．

そして，(6)〜(7)では，むしろ，「胎生四足動物」と「卵生四足動物」が「最大類」と同

等に扱われて良いということが論じられているのであって，その論拠が(3)〜(5)で述べら

れていると Gotthelf は解している9．この点については後回しにして，まず，490b7 の

διῄρηταιの解釈について検討しておこう． 

	 490b7 の διῄρηται は動作主（agent）が明示されていない．確かに，「人々」を動作主と

して想定することは不可能ではないが，そこで明示的に名前が挙げられている動物の類は，

魚と鳥だけであり，他は，「名前はないが，そのうちに含まれる種を類と同じような仕方

で包括するもの」と言われている．有血動物については，「鳥」，「魚」，「鯨」が日常的な

分類語として既に確立され常用されていたことを疑う理由はないが10，無血動物について

                                                        
8 cf. Gotthelf 2012, 297. 〔〕内は筆者による補い． 
9 cf. Gotthelf 2012, 298. Balmeや Lennoxも「胎生四足動物」と「卵生四足動物」が「最大類」
と看做されて良いと解している．cf. Balme 1962, 90 ; Lennox 1987a, 25; Lennox 1987b, 57. 
10「鯨」と訳した κῆτος は，日常語ではイルカやクジラだけでなく，時にアザラシやマグロを
指すこともあった（cf. イルカとは区別された「巨大な魚」Hom. Od. 12. 97;「海獣」Od. 5. 
421; Il. 20. 147;「アザラシ」Od. 4. 446, 452;「マグロ」Athenaeus, Deipnosophistae. VII 301f）．
『動物誌』でも，κῆτος の例としてイルカとクジラとアザラシが挙げられている箇所があり
（cf. HA III 20. 521b 21-24 : μαστοὺς δ᾿ ἔχει ὅσα ζωοτόκα καὶ ἐν αὑτοῖς καὶ ἔξω, ... καὶ τὰ κήτη, οἷον 
δελφὶς καὶ φώκη καὶ φάλαινα），アリストテレースがマグロやアザラシを除いてイルカやクジラ
だけを言う場合には，「鰓を有さず，噴水孔がある」という限定を付けている（cf. HA VI 12. 
566b2-3; PA III 6. 669a7; IV13. 697a17）．このことは，却って，κῆτοςがまさに日常的な分類語
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は，「殻皮動物」，「軟殻動物」，「軟体動物」，「有節動物」は日常的な分類語ではなく，ア

リストテレースの仲間内で用いられていた，あるいは，アリストテレース自身が使い始め

た分類であり表現であった可能性は残る．というのは，	 	 まず，「殻皮動物」は一般に

「貝」という名前で呼ばれていると言われていたが，「殻皮動物」と「貝」の外延は恐ら

く一致しない．というのは，殻皮動物にはウニやホヤが含まれているが，それらが一般に

「貝」と呼ばれていたとは思えないからである11．「『貝』と呼ばれている」という註記は，

むしろ，「殻皮動物」という表現が日常的な語彙に含まれていなかったことを示唆する．

また，軟殻動物については，「これを一語で表わす名前はない」と言われており，同じよ

うに中性複数の定冠詞付き形容詞で表わされている軟体動物も有節動物も，それらを「一

語で表わす名前」は何処にも挙げられていない．そして，このことは，それらが日常的な

分類語ではなかったことを示していると思われる．Gotthelfは，τὰ ὀστρακόδερμα（殻皮動

物），τὰ μαλακόστρακα（軟殻動物），τὰ μαλάκια（軟体動物），τὰ ἔντομα（有節動物）がア

リストテレース以前に既に用いられていた表現であると解しているが，それを証拠立てる

ものはない12．さらに，IV 1. 523b1-21 では，これら四つの最大類について，それらが何

を指すかということが，それらに属する動物の例を挙げて説明されており，有節動物につ

いては，I 1. 487a32-34 で，「『有節動物』と私が言う
．．．．

のは，体の腹面に，あるいは背腹両

面に，切れ込みがある動物のことである」と言われている．また，軟殻動物（ τὰ 

μαλακόστρακα）が「硬皮動物」（τὰ σκληρόδερμα）と呼ばれている箇所も幾つかあり13，

表現が揺れていた可能性もある．とすれば，無血動物に属する「最大類」については，日

常語として既に定着していたとは解し難いと思われる． 

	 斯くして，未だ日常語として確立され常用されていなかったという理由だけで「胎生四

足動物」や「卵生四足動物」が「最大類」から外されていると考えることが出来ないとす

れば，「胎生四足動物」や「卵生四足動物」が外されている理由を(3)以下に求めるという

読み筋は残る．ともあれ，まずは，(3)以下の議論において「胎生四足動物」と「卵生四

足動物」が「最大類」と同等に扱われて良いということが論じられていると解する

Gotthelfの議論を見ておこう． 

 

 
Ⅲ．問題(ⅱ)について	 

 

	 Gotthelf は(3)〜(10)の議論を(3)〜(7)と(8)〜(10)の二つの部分に分け14，それぞれを

以下のように解している．	 	 まず，(3)〜(5)では，(2)の理由（sc. 日常語に反映され

                                                                                                                                                                  
であったことを示していると思われる． 
11 cf. HA IV 4. 527b35-528a2; 6. 531a8-9. 
12 cf. Pellegrin 1986, 168, n. 6. 
13 e.g. HA I 5. 490a2; V 18. 549b31; PA II 13. 657b30, 32, 658a1. 
14 cf. Gotthelf 2012b, 295. 
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た動物の分類として先に挙げられた「最大類」と並ぶ「大きな類」が他に見出されない理

由）が二つ述べられている．ひとつは，「ヒト」のように，「〔それによってさらに種別化

されるような〕差異をもたないがゆえに，それ自体が単純な種であるもの」は「類」では

ないということ［(3)&(4)］，もう一つは，たとえ「大きな類」があるとしても，それを

一語で表わす名前が日常語にないこと［（5）］である．しかし，それを一語で表わす名前

が日常語にないので名詞化された記述句によって特定するしかない動物のグループも「類」

と看做して差し支えない．というのは，先に挙げた引用②で，「一つの共通な自然本性を

有すると共に，それに含まれる種が互いに大きく懸け離れていないもの	 	 〔たとえば〕

鳥とか魚とか，また，名前はないが，そのうちに含まれる種を類と同じように包括するも

のが他にあれば，それ	 	 については，類に即して語るのが正しい」と言われていたから

である15． 

	 だが，「最大類」に含まれない動物のうち「四足の有血動物」を一括りにして，それを

「大きな類」と看做すことは出来ない16．というのは，その中には「胎生する動物」と

「卵生する動物」がおり，前者には体毛を有するという共通の特徴が，後者には角鱗を有

するという共通の特徴が認められるが，体毛と角鱗は，その一方を有する動物が他方を有

する動物と「類」の点で異なることを示す類比的対応物だからである17．そして，多くの

種を含むという点を付け加えれば，「四足の胎生動物」も「四足の卵生動物」も「類」と

看做される条件を満たす［(6)&(7)］18． 

	 そして，(8)〜(10)を Gotthelf は次のように解している．無足で有血で陸生の動物であ

るヘビの例が(8)で導入されているのは，「四足の」という限定を外して，「卵生動物」と

「胎生動物」を「大きな類」と看做すことが出来るか否かを論ずるためである．ヘビは角

鱗を有するが，「卵生するもの」と「胎生するもの」がいるので，卵生／胎生によって類

を分けると，その他の点では多くの共通性を有するヘビの「類」は割れてしまう19．それ

ゆえ，「卵生動物」を「大きな類」と看做すことは出来ない［(8)］．他方，「胎生動物」に

は「体毛を有する動物」以外に，クサリヘビや軟骨魚類が含まれ，これらは，一つの「類」

に括るには違いが大きすぎる．したがって，「胎生動物」を「大きな類」と看做すことは

出来ない［(9)］．だが，「体毛を有する胎生動物」には，クサリヘビや軟骨魚類は含まれ

ないので，これを「大きな類」と同等に扱っても問題はない［(10)］20． 

                                                        
15 cf. Gotthelf 2012b, 298-302. 
16 「四足ではね

．．
をもたない」という限定は，四足ではね

．．
をもつ無血動物である「一日虫」（カ

ゲロウ）を外すための措置である．cf. HA I 5. 490a34-b3; V 19. 552b17-23. 
17 cf. Gotthelf 2012b, 301 n. 17. 体毛と角鱗の類比的対応については，cf. HA I 1. 486b20-22; PA  
I 4. 644a12-22, IV 12. 69210-12; GA V 782a16-18. 体毛を有するか角鱗を有するかという違いが
卵生／胎生という違いに関係することについては，cf. GA II 1. 732a25-733a32.  
18 cf. Gotthelf 2012b, 299-302. 
19 PA I 2. 642b10-20 では，二分割法によって動物を定義しようとする人々が「類を割る
διασπᾶν」ことになるという点で批判されている． 
20 cf. Gotthelf 2012b, 302-305. 
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* 

	 では，Gotthelf の解釈を検討してみよう．まず，(3)〜(5)で(2)に対する理由が挙げら

れているという点に異論はない．また，(6)〜(7)で「四足ではね
．．
をもたない動物」（sc.

「四足の有血動物」）を「大きな類」と看做すことが出来ないということが論じられてい

ることも良い．だが，Gotthelf が言うように(8)〜(9)で「四足の」という限定を外して

「卵生の有血動物」と「胎生の有血動物」を「大きな類」と看做すことが出来るか否かが

問題化されていると解釈することには無理があるように思われる．というのは，「四足の」

という限定を外して有血動物全体を，改めて，卵生／胎生という徴表で分類するという操

作が想定されているとは思えないからである．というのは，(2)以下の議論では，既に挙

げられた「最大類」に属さない動物について「大きな類」が存在するか否かが問題になっ

ており，(6)〜(7)で取り上げられている「四足ではね
．．
をもたない動物」も(8)〜(9)で取り

上げられているヘビも有血であるから，(6)以下では，「既に挙げられた最大類に属さない

有血動物」に考察の範囲が限られていると思われるが，「四足の有血動物」から「四足の」

という規定を単純に外せば，「既に挙げられた最大類に属さない」という限定も外れてし

まうからである．だが，「既に挙げられた最大類に属さない有血動物」は，それらにのみ

共通する明示的な特徴によって一括りにされている訳ではないので，「類」とは看做せな

い．また，卵生／胎生という徴表は，それらに固有な特徴ではない．したがって，それら

を卵生／胎生という徴表によって分類してみたところで「大きな類」が得られる筈もない．

それゆえ，(8)〜(9)で，そのような議論がなされているとは思えない． 

	 では，(8)以下の議論で何が論じられているのか．私見では，こうである．	 	 卵生の

四足動物〔の多く〕は角鱗を有するが，ヘビも角鱗を有する．だが，ヘビのうち，クサリ

ヘビは胎生なので，「角鱗を有する動物」と「卵生の四足動物」は同じではない（	 	 し

たがって，「卵生の四足動物」だけを「角鱗を有する動物」と呼ぶことは出来ない）［(8)］．

また，胎生する動物が体毛を有するとは限らないが［(9)］，体毛を有する動物は凡て胎生

である（	 	 だが，「体毛を有する動物」にはヒトも含まれる．したがって，「胎生する四

足動物」だけを「体毛を有する動物」と呼ぶことは出来ない）［(10)］． 

	 ところで，「卵生四足動物」と「胎生四足動物」は，確かに，『動物誌』の中で包括的な

類として扱われていると思われるが，にも拘わらず，(13)で，「胎生四足動物」について

は「〔種を〕別個に取り上げ，それらの各々の自然本性を考察しなければならない」と言

われている．とすれば，問題(ⅰ)に対しては，改めて，Gotthelf とは別の回答が与えられ

なければならない． 

 

 

Ⅳ．「最大類」とは何か 

 

	 次の箇所では，「胎生四足動物」と「卵生四足動物」が七つの「最大類」と併記されて
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いる． 

 

⑤ HA II 15. 505b25-32 

	 体の内にある部分がどのようになっているのかを，まず有血動物において述べなけれ

ばならない［．というのは，この最も大きな類〔有血動物〕は，他の動物が属する残り

の類に対して，次の点において，すなわち，前者は有血で，後者は無血であるという点

において，異なっているからである．ちなみに，ヒトや胎生の四足動物，さらに，卵生

の四足動物や鳥や魚や鯨が有血動物であるが，さらにまた，類が存在しないがゆえに

〔それらを一括して呼べる〕名前はないが，個々の動物〔個体〕の上に立つ種が単純で

あるものが他にあれば（たとえば，ヘビやワニ），それも含まれる］21． 

 

だが，ここでは「有血動物」が「最大類」と呼ばれており，引用②の「最大類」とは異な

っている．また，『動物の諸部分について』第Ⅳ巻第８章 683b26-28 では，軟殻動物の

「最大類」としてイセエビ，ウミザリガニ，エビ，カニが挙げられている．つまり，「最

大類」は，「最も包括的な類」であるが，常に特定の動物の類を指しているのではなく，

文脈に応じて何を指すかが異なるということである．引用②では，「体の内にある部分」

について考察にする文脈で，「有血動物」と「無血動物」が「最大類」と呼ばれているが，

それは，無血動物には血を素材とする内蔵はないが，有血動物の心臓と類比的に対応する

ものを有する22という点で，「類において異なる」と考えられているからである． 

	 では，問題の「最大類」は，どのような文脈で導入されているのか．第Ⅰ巻第７章以下

では，動物の間に認められる様々な違いの中で，身体を構成する諸部分の違いが最初に考

察の主題として立てられるが，それは，身体を構成する諸部分が，第一に，また取り分け

顕著に動物間の差異を明らかにするからである（cf. Ⅰ 6. 491a14-16）．そして，諸部分の異

同に関して，次のように述べられている23． 

 

⑥ HA IⅠ1. 486a14-487a1 

	 486a14 動物の中には，具わっている凡ての部分が互いの間で同じであるものどももいれ

ば，〔互いに〕異なる部分が具わっているものどももいる． 

	 a16 まず，部分の中の或るものは種の点で同じである．たとえば，或るヒトの鼻や目は

別のヒトの鼻や目と同じであり，一方の肉は他方の肉と，一方の骨は他方の骨と同じで

ある．このことは，ウマについても，また我々が種の点で互いに同じであると言う他の

動物についても，同様である．というのは，〔種の点で同じ動物の間では，〕恰度，一方

                                                        
21 Balmeは，［］の部分を真正でないと看做している．cf. Balme 1962, 94; Balme 2002, 110-111. 
22「内蔵」とは所謂「五臓」（心臓，肺，肝臓，腎臓，脾臓）を指す．cf. PA Ⅲ 4. 665a28-30, 
b5-6; Ⅳ 5. 678a26-b2. 
23 cf. 引用④． 
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の全体が他方の全体に対応しているように，それと同じ仕方で，一方の各部分が他方の

各部分に対応しているからである． 

	 a21 だが，類が同じ動物には，同じであるといっても，超過と不足の点で異なる部分が

ある．（私が「類」と言うのは，たとえば，鳥や魚である．というのは，両者の各々は

類の点で異なっており，また，魚にも鳥にも比較的多くの種があるからである．）これ

ら〔同じ類に属する動物〕においては，部分の謂わば殆どが，性状が反対であることに

よって，たとえば色や形状が反対であることによって〔互いに〕異なっている．すなわ

ち，一方は同じ性状をより多く帯び，他方はより少なく帯びていることによって，さら

に，多寡とか，大小とか，総じて超過と不足によって互いの部分は異なっているのであ

る．実際，これら〔同じ類に属する動物〕の中には，肉の軟らかいものと硬いもの，嘴

が長いものと短いもの，羽根が多いものと少ないものがある．とはいえ，これら〔同じ

類に属する動物〕においても，或る部分は或る動物にしかないということがある．たと

えば，〔鳥の場合，〕蹴爪をもつものともたないものがおり，鶏冠をもつものともたない

ものがいる．だが，〔同じ類に属する動物の間では〕一個の完全な身体を構成する諸部

分のうち，その謂わば殆どは〔互いに〕同じであるか，さもなければ超過と不足の点で

反対の性状を帯びていることによって異なっている．というのは，より多く
．．．．

とより少な
．．．．

く
．
を超過
．．
と不足
．．
と看做すことが出来るからである． 

	 b17 だが，動物の中には，種の点で同じ部分をもつのでも，超過と不足の点で異なる部

分をもつのでもなく，類比的に同じである部分をもつものどもがいる．というのは，骨

は〔魚の〕棘骨と，爪は蹄と，手は〔カニの〕鋏と，鱗は羽根と類比的な関係にあるか

らである．というのは，鳥の場合では羽根に当たるものが，魚の場合では鱗に当たるか

らである． 

	 b22 斯くして，それぞれの動物に具わっている諸部分はこのような仕方で異なっていた

り同じであったりするが，さらに，諸部分の配置の点でも異なっていたり同じであった

りする．というのは，動物の中には，同じ部分を具えているが，その部分が同じように

配置されていないものが数多くいるからである．たとえば，乳房が胸にあるものもいれ

ば，股の近くにあるものもいる． 

 

ここで言われていることを別の角度から言い換えれば，或る共通する部分を有する動物の

間で，その部分の特徴が「超過と不足」という点で異なっているなら，そのような部分を

有するそれぞれの動物は，同じ「類」に属するが，異なる「種」に属し，また，「超過と

不足」という点で比較することは出来ないが類比的に対応する部分を有する動物は，互い

に異なる「類」に属するということである． 

	 ここで三つの点を指摘しておきたい．一つは，引用⑥で「類」と言われているのは，

「鳥」と「魚」が例に挙げられているように，「最大類」であると考えられること．とい

うのは，引用④でも「鳥」と「魚」と「名前はないが，そのうちに含まれる種を同じよう



『ギリシャ哲学セミナー論集』XIII 2016 
 

 10 

に包括するもの」が「類」と看做されているが，「最大類」の中で無血動物に属するもの

が最後に挙げられたものに該当すると思われるからである．もう一つは，「最大類」が，

謂わば「直観的な」分類であると思われることである24．たとえば，魚類，鳥類，鯨類で

あれば，たとえ種名は知らなくても，問題の動物が魚の一種，鳥の一種，鯨の一種である

ことは，大抵，一目で分かる．殻皮類，軟殻類，軟体類，有節類についても，幾つかの例

と共に概略的な説明が与えられれば，それだけで，おおよその見当が付く．実際，母国語

を異にする我々でさえ，虫の類
たぐい

が「有節類」，イカ・タコの類
たぐい

が「軟体類」，エビ・カニ

の類
たぐい

が「軟殻類」，貝の類
たぐい

が「殻皮類」と呼ばれていることは直ぐに分かる．それゆえ，

謂わば直観的な分類語として用いることが出来る．そして，第三に，「類」の把握は，動

物の間に見られる共通性と違いを探究する端緒になるということである．同じ「類」に属

する動物の間には或る共通する特徴が認められると同時に，「種」に応じた違いがある．

その「種に応じた違い」	 	 これは，当該の種に固有な特徴でもある	 	 を考察する上で，

「類」は，比較対象となる動物の範囲を限定する．その意味で，或る動物を「或る類に属

する動物」として捉えることは，当該の種に固有な特徴を探究する端緒になるのである．

とすれば，「最大類」は，『動物誌』に記録されている探究の端緒として導入されていると

考えることが出来よう． 

	 さて，このように解することが出来るとすれば，「胎生四足動物」と「卵生四足動物」

が「最大類」から外されているのは，それらが探究の端緒にならないからである，と考え

られる．というのは，或る動物が卵生か胎生かを一目見ただけで判別することは出来ない

からである．しかし，様々な四足動物について卵生か胎生かの情報が得られれば，「胎生

四足動物」も「卵生四足動物」も包括的な類として扱うことが出来る．これらは探究記録

（ἱστορία）を纏める中で立てられた「類」であり，探究の端緒となる「類」ではない．

それゆえ，これらについては，探究記録が或る程度蓄積されるまで，個々の種ごとに調べ

る必要があるのである25． 

	 ところで，羽根と角鱗が類比的に対応すると言われる時，鳥と類比的な対応関係にある

のは「卵生四足動物」か，「陸生の卵生動物」か26，それとも「角鱗を有する動物 τὰ 

φολιδωτά」27であろうか．「角鱗を有すること」は，角鱗を有する動物であるための必要

十分条件であるが，「卵生四足動物」であるための必要条件でも（というのは，カエルや

イモリが含まれるからである），十分条件でもなく（というのは，ヘビが含まれるからで

ある），また，「陸生の卵生動物」であるための必要条件でも（というのは，ウミガメが含

                                                        
24 Balme 1987, 77, 78. 
25 引用④では「語り方」が問題になっているので，そこで「名前はないが，そのうちに含ま
れる種を類と同じように包括するもの」と言われているものの中に「胎生四足動物」や「卵

生四足動物」が含まれてもよい．これに対し，引用②では「探究の仕方」が問題になって	 

いる． 
26 HA II 13. 505a20-28; III 10. 517b3-8. 
27 HA I 11. 492a25; II 12. 504a27; III 10. 517b15 ; VII (VIII) 4. 594a4; 15. 599a31; 17. 600b19, 21で
は，「角鱗を有する動物」が類として扱われている． 
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まれるからである），十分条件でもない（というのは，カエルやイモリが含まれるからで

ある）．ともあれ，角鱗を有する動物を「卵生四足動物」として捉えるにせよ，「陸生の卵

生動物」として捉えるにせよ，「角鱗を有する動物」として捉えるにせよ，取り敢えず，

鳥とは異なる類に属すると言うことは出来る．このように不明な点が残るのは，まさに，

角鱗を有する諸々の動物が属する類に名前がないからである．これに対し，羽根と鱗の類

比的対応において，「鳥」と類比的な対応関係にあるのは「魚」であるが，すべての魚に

鱗がある訳ではないにも拘わらず28，鱗を有する動物が属する類には「魚」という名前が

あり，その点で，動物間の諸部分の異同を語る上で困難が生ずることはない．この点でも，

直観的な分類語として用いることが出来る名前や表現があるかないかは重要である． 

 

 

Ⅴ．問題(ⅲ)について	 

 

	 (11)〜(13)では，「胎生四足動物」が最下種との間に多くの「種」29を含み，それらに

は名前がないがゆえに，「胎生四足動物」に属する動物については，個別に考察されなけ

ればならないと述べられている．これは，「大きな類」と最下種の間に位置付けられる

「中間的な類」に名前がない場合の考察方法に関する一般的な註記であり，そのような中

間的な類を多く含んでいるがゆえに「胎生四足動物」が例として取り上げられたと

Gotthelfは解している． 

	 実際，『動物誌』において，たとえば有節類では，飛ぶものが「翅を収める鞘があるも

の τὰ κολεόπτερα」（= 鞘翅類〔甲虫類〕）と「翅を収める鞘がないもの τὰ ἀνέλυτρα」に分

けられ，後者は更に「二翅のもの τὰ δίπτερα」と「四翅のもの τὰ τετράπτερα」に分けら

れている．また，鳥類では「足に水搔きがある鳥 οἱ στεγανόποδες（sc. ὄρνιθες）」と「 趾
あしゆび

が分かれている鳥 οἱ σχιζόποδες（sc. ὄρνιθες）」とが区別されたり，「胎生で陸生の有血動

物」では「前に放尿するもの」と「後ろに放尿するもの」とが区別されたりしている．そ

して，大抵は，それらの類に属する個々の種が挙げられた上で，それらに共通する他の特

徴や，それらの間の差異が述べられるが，そのためには，当の類に属する個々の種に当た

る他ない． 

	 ところで，「中間的な類」は，孰れも，どのような特徴に着目するかに基づいて立てら

れており，着目される特徴が異なれば別の類が立てられ，同じ動物が，基準が異なる幾つ

かの類に属しても構わない．たとえば，「水の中で食事し暮らしているが，水ではなく空

                                                        
28 cf. 注 26．also cf. PA IV 13. 697a4-9. 
29「胎生四足動物」という「類」との関係で「種」と言われているが，ライオン，シカ，ウマ

など所謂「最下種」との関係では，それらは「類」と看做され，また「類」と呼ばれる．最

下種を除いて，「類」と「種」が特定の分類階級を表わすものではないということについて

は，cf. Bamle 1962, 83-84, 87. 
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気を取り込み，水から上がって〔陸で〕産む動物」の例として，有足の動物ではカワウソ，

ビーバー，ワニが挙げられる30．前二者は「胎生四足動物」であり，ワニは「卵生四足動

物」である．つまり，「最大類」に入らない他の動物を「陸生四足動物」と「水生四足動

物」に分類すれば，ワニは，「卵生四足動物」にも「水生四足動物」にも属することにな

る．そして，「卵生四足動物」と「水生四足動物」は互いに包含関係にはないので，どち

らの「類」の方が大きいかは決めようがない．そして，名前がある「鬣尾類」を例外とす

れば，「中間的な類」は，孰れも，探究記録を纏める中で立てられた「類」であり，その

ような「類」を立てることによって比較対象となる動物の範囲が限定されれば，その中で，

それらに共通する別の特徴や個々の種に固有な特徴をより詳しく考察することが出来る．

その点では，「胎生四足動物」と「卵生四足動物」は，それらに多くの種が含まれるとい

う点では「大きな類」であるとしても，「有血動物」とそれに属する個々の種の間の「中

間的な類」と看做されてよい31．したがって，(11)〜(13)では，「胎生四足動物」が「大

きな類」の例として取り上げられ，それに含まれる中間的な類に名前がない場合の探究方

法が述べられているのではなく，探究記録を纏める中で「中間的な類」が立てられるまで

の探究の仕方が，「胎生四足動物」を「中間的な類」の例として，述べられていると解す

ることが出来る． 

	 斯くして，探究記録として『動物誌』を纏める上では「胎生四足動物」も「卵生四足動

物」も「最大類」と並ぶ包括的な類として扱われているが，「最大類」が探究の端緒とな

る直観的な分類であるのに対し，「胎生四足動物」と「卵生四足動物」はそのような直観

的な分類ではなく，探究記録を纏めていく中で立てられた類であるがゆえに「最大類」か

ら外されているのである． 
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後記	 

 

	 本稿は，第 19 回ギリシャ哲学セミナー（2015 年 9 月 12 日：法政大学市ヶ谷キャンパ

ス）で発表した「『動物誌』における「類」について	 	 『動物誌』第 I 巻  第６章 

490b7-491a6 を手掛かりに」の原稿に加筆・修正を施し，改題したものである．当日の質

疑応答では，荻原理，山本建郎，高橋久一郎，金子善彦，山本巍，納富信留，坂下浩一，

中畑正志，永井龍男の各氏から質問を戴いた．「胎生四足動物」と「卵生四足動物」を

「最大類」と同等に扱ってはいけない理由が質問の焦点となったが，上手く答えられたと

は思わない．本稿によって幾らかでも趣旨が明確になれば幸いであるが，再考すべき点は

未だ多く残っている．今後の課題としたい． 


