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アリストテレスの生物学著作における	 

三つのピュシス概念	 

	 	 	 「自然は無駄なことをせず最善のことをする」という言明を中心に	 	  

 

坂下  浩司  
 

 

はじめに	 

 

	 アリストテレスを現代の人にも分かるように論じたい（または訳したい）、できれば現

代にも通用しうるものとして提示したいと思う者は少なくない。私もその一人である。し

かし、そのような思いに抵抗する概念もまたアリストテレスには少なくない。「する（し

ない）」「つくる」「工夫する」「分配する」「使う」といった行為の動詞の主語になる「ピ

ュシス」（自然）は、その典型である。アリストテレスの思想を現代的（あるいは科学的）

なものとして提示したい論者にとっては、なんとかして「消去」したい	 	 実質的に重要

性のない無害なものにしたい、むしろ有益なものにしたい	 	 と思わせるものであり、こ

れまでにも様々な「消去」法が提示されてきた。現代では少数派だが、「消去」には反対

だという意見もあった。本発表では拙訳『動物部分論他』2005 年「解説」の自説「三つ

のピュシス概念」の再確認と補足をし、近年の研究の紹介と批評を通じて、行為の動詞の

主語となる「ピュシス」の問題に取り組みたい。 

 

 

Ⅰ	 

三つのピュシス概念	 

	 	 拙訳 2005「解説」での自説の要約と補足など	 	 	 	 

 

	 アリストテレスが、「自然」（ピュシス）に関する研究プロジェクトの全体を述べた文

章が、『気象論』第１巻第１章の冒頭部にある。そこでは、『自然学』『天（界）につい

て』『生成と消滅について』『気象論』といった研究の後に、動物と植物の普遍的ならび

に個別的な考察がなされると、自然の研究が完成するとされている。生物学著作における

ピュシスの考察には、それほどの重要性が置かれているわけである。すなわち、単に動物

をそれ自体として研究しているのではなく、彼自身の言葉を使えば、「ゾーイケー・ピュ

シス」（645a6）	 	 直訳すれば「動物的なピュシス」	 	 を研究してもいる。それは、ピ

ュシス研究という大きな課題の一環として営まれている。そこで、拙訳 2005 においては、
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アリストテレスのピュシス概念の陰影を生物学著作の中で細部に至るまで明らかにすると

いう課題を設定した。これは、拙訳訳注において或る程度実現されていると思う。 

	 ところで、生物学著作におけるピュシスについて、私は、拙訳 2005 の「解説」で、ア

リストテレスの生物学著作には、ピュシスの三つの用法を区別しなければ理解困難な箇所

があるという主張をした1。それは、（１）第一に、『自然学』第２巻で説明されている

「動と静止	 	 生物学の文脈では、動物、その体の部分、それを構成する物質などの「動

と静止」ということになる	 	 の内在的で自体的・本質的な始原」という意味の、最も一

般的な用法の「ピュシス」であり、これは「自然本性」と訳した。これについては、ほと

んど問題はないであろう。（２）次に、直訳すると、「諸々のＸのピュシス」であるが、文

脈上、単なる迂言法ではなく、つまり単に「諸々のＸ」ではなく、「諸々のＸが単一の目

的に役立つように結合された一つのシステム」と読める（Lennox, 2001a, p.284）場合に、

「諸々のＸからなる自然物」と訳した（たとえば「諸々の骨からなる自然物」など）。馴

染みがないかもしれないが、これもまあなんとか許容されるであろう。（３）最後に、具

体的な場面で、「ピュシスは、ＡがＢになるように、Ｃを工夫した」とか、「作った」とか、

「転用した」とか、あるいは、もっと一般的に、「常にピュシスは無駄なことをすること

はない」というように、行為の動詞の主語になっている場合の「ピュシス」があり、この

場合は「自然」と訳した。 

	 この三番目のピュシスが、アリストテレスの生物学著作のあちらこちらに登場するのだ

が、これの理解が難しい。アリストテレスの世界には、三番目のピュシスが暗示するよう

な、行為ないし制作の動詞の主語になる、人格化されたデミウルゴス的存在、世界を創造

し配慮する「知的な設計者」（intelligent designer）は存在の余地がないということは、現

在では、ほとんど常識だからである。もちろん、この常識を疑い、第三のピュシスとして

「宇宙的ピュシス」（Cosmic Nature）を、妥当する自然の領域を限定してではあるが、想

定する現代の研究者もいる。ただし少数派である。現在の多数派は、先に触れた一番目の

ピュシス（「自然本性」）の振る舞いを「一般化」ないし「法則化」したものあるいは「抽

象的な仮説」にしたものが三番目のピュシスだとして、先にも触れたように「消去」しよ

うとする。	 	 以上のように、第三のピュシスを、知的設計者であるか、さもなければ、

第一のピュシス（個々の自然物に自体的に内在する「自然本性」）の「一般化」したもの

に過ぎないかであるとする立場に対して、私は、この二者択一が、疑い得ないもののごと

くに扱われているが、実はそうではなく、第三の立場を提示することも可能なのではない

かと考えている。つまり、「常に～する」といった原則性の高い原理的な文章で行為の動

詞の主語として登場する「ピュシス」の、「デミウルゴス」でも、「法則」でもない、別の

解釈を示してみたいのである。 

 

                                                        
1 拙訳 2005「解説」pp.504-512。 
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	 さてしかし、上述の（１）から（３）の、三つのピュシス概念とは、さしあたり、それ

らを区別しないと理解と翻訳が困難になるテキストへの対処として、苦心して私が考え出

したものであった。拙訳 2005「解説」では、合計五つのテキストが挙げられており、こ

れらは次のような三つのグループに分かれる。（以下のテキストはざっと見てもらえばい

いでしょう。） 

 

・「自然物」と「自然」が区別されなければならないテキスト：「解説」で挙げた五番目の

テキスト（「テキスト⑤」と呼ぶ。以下、同様）	 	 『動物部分論』第４巻第 10 章

689b12-21。 

 

	 テキスト⑤「それで、［（３）の具体的な場面での用例］上体が軽くて容易に運べる
、、、、、、、、、、、、

ように
、、、

、『自然
、、
（ピュシス
、、、、

）』は
、
、上体からその実質を取り去って
、、、、、、、、、、、、、、

、下体に重さを付け
、、、、、、、、

加えた
、、、

のである。まさにそれゆえに、［自然
、、
（ピュシス
、、、、

）は
、
］、臀部や
、、、

、大腿や
、、、

、ふく
、、

らはぎを肉質にした
、、、、、、、、、

のだ。［（３）と（２）が区別されなければならない箇所］また同

時に、［自然
、、
（ピュシス
、、、、

）は
、
］、臀部という
、、、、、

『自然物
、、、

（ピュシス
、、、、

）』を
、
休息のためにも役
、、、、、、、、

立つものに
、、、、、

した
、、
。実際、四足動物にとって立っていることは疲れることではなく、連

続的にそうしていてもくたびれないが	 	 なぜなら、四本の支えが下にあるので、ず

っと横たわっているようなものであるから	 	 、しかし、人間にとって直立したまま

でいることは容易ではなく、体は休息と着座を必要とするから」（689b12-21）	 

	 

・「自然本性」と「自然」が区別されなければならないテキスト：テキスト①と	 	 	 	 

②	 	 	 『動物部分論』第２巻第７章 652a24-33および 652b16-26。	 

	 

	 （１）の用例と（３）の一般的な言明	 

	 テキスト①「さて、脳について論じることが、まさに次の課題である。なぜなら、

多くの人たちによって、脳もまた髄であり髄の始原でさえあると思われているが、	 

それは、背骨の髄が脳と連続しているのを見ているがゆえであるからだ。しかし、

［（１）の用例］脳は
、、
、自然本性に関して
、、、、、、、、

、言わば
、、、

、あらゆる点で
、、、、、、

、髄とは反対のもの
、、、、、、、、

なのである。実際、体の諸部分のうちでは脳が最も冷たいのに対して、［（１）の用例］

髄は自然本性に関して熱い
、、、、、、、、、、、、

のである。このことを明らかにするのは、髄が持つ油の性

質と脂の性質だ。それゆえ、背骨の髄は脳とまさしく連続しているのである。なぜな

ら、［（３）の一般的言明］常に自然は
、、、、、

、各々のものの超過に対する救助として
、、、、、、、、、、、、、、、、、

、反対
、、

のものとの結合を
、、、、、、、、

『工夫
、、
（メーカナースタイ
、、、、、、、、

）』する
、、
のであって、一方

、、
のもの
、、、

の
、
超過を
、、、

他方のものが均等にするようにしている
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

からである」（652a24-33）	 
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	 （３）の具体的な場面の用例と（１）の用例 

	 テキスト②「それで、動物は熱さを分け持つことが必然的であるということが、そ

れらから明らかである。また、すべてのものは、適度な中庸の状態に達するため、自

分とは反対の傾向を必要とするので	 	 実際、中庸の状態は本質と理を持っているが、

両極端の状態のどちらもそれぞれがそういったものを持つのではないから	 	 、その、

反対の傾向を必要とするという原因のゆえに、［（３）の具体的な場面での用例］自然
、、

は
、
、心臓の場所と心臓の中の熱さとの関係で
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、脳を
、、
『考案
、、
（メーカナースタイ
、、、、、、、、

）』した
、、

のであって、まさに心臓の熱さの超過をおさえバランスをとることのために、［（１）

の用例］水と土の共通の自然本性を持つその部分
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

［脳
、
］が動物に存在し
、、、、、、、

、そして、そ

のことのゆえに、有血動物はすべて脳を持つが、それ以外の動物は、言わば、どれも

脳を持たないのだ。ただし、類比的になら脳を持つ。たとえば、タコのように。実際、

脳を持たない動物はみな、無血性のゆえに、ほとんど熱くないのであるから」

（652b16-26） 

 

・「自然物」と「自然本性」と「自然」が区別されなければならないテキスト：テキスト

③と④ 	 	 『動物部分論』第２巻第８章 653b30-35および同書第３巻第２章 663b20-24。 

 

 『動物部分論』第２巻第８章の、肉と骨の関係を論じた次の箇所では、個々の「自然物

（ピュシス）」とも、「自然本性（ピュシス）」とも、区別された第三のピュシスが、直接

言及はされていないが含意されていると思われる。 

 

	 テキスト③「さて、他のすべての同質部分が、肉のためにあるということは、感覚

にてらして明らかである。私が言っているのは、骨、皮膚、腱、血管、さらに、毛、

諸々の爪からなる類、そして他にあればそのようなもののことである。実際、骨を持

つものにおいて、諸々の骨からなる
、、、、、、、、

自然物
、、、

は、軟らかいもの［肉］の補助のために

『工夫
、、
（メーカナースタイ
、、、、、、、、

）』された
、、、

のであるが、それ［諸々の骨からなる自然物］は

自然本性
、、、、

に関して硬い
、、、、、、

のであるから。」（653b30-35）	 

 

「諸々の骨からなる自然物（ピュシス）」を主語としたこの受動態の「メーカナースタイ」

は、「メーカナースタイ」した能動者
、、、

が、「諸々の骨からなる自然物（ピュシス）」とは、

また、骨の「硬い」という「自然本性（ピュシス）」とも、別のものであることを示唆し

ている2。	 

	 

                                                        
2	 また、『動物部分論』第３巻第２章 663a34-35 は、ピュシスに二つのレベルがあることを示
唆している。その箇所の「訳注」を参照。	 



『ギリシャ哲学セミナー論集』XIII 2016 
 

 52 

	 また、『動物部分論』第３巻第２章の次の箇所は、三種類のピュシスが明瞭に確認でき

る点で私が非常に重要であると考えているものである。	 

	 

	 テキスト④「それで、諸々の角からなる『自然物
、、、

（ピュシス）』は何のためなのか、

そして、どのような原因のゆえにそのようなものをもつ動物と、もたない動物がいる

のか、これらが語られた。しかし、『必然的な自然本性
、、、、、、、、

（アナンカイアー・ピュシス）』

が存在するのであるから、『理にかなった自然
、、、、、、、、

（カタ・ロゴン・ピュシス）』が、いか

にして、『必然的に
、、、、

（エクス・アナンケース）存在するものども』を、何かのために転

用したのか、このことを語ろう」（663b20-24） 

 

ここでは、「生物の部分（角）のピュシス」、「必然的なピュシス、または、必然的に存在

するもの（物質あるいは素材）」、「理にかなった仕方で物質ないし素材を転用するピュシ

ス」の、三種類のピュシスが明瞭に確認できる。（この箇所の「カタ・ロゴン・ピュシス」

が、Leunissen, p.94の言うように、単純に動物の formal natureなのか詳しく検討したいの

だが、今回は時間がない。） 

	 以上がテキスト解釈の問題として、拙訳 2005「解説」で主張された「三つのピュシス

概念」である。しかし、当時は、もう時間の余裕がないこともあって、以下のように議論

を打ち切ってしまっている。すなわち、現在、最も問題になっているのは、（３）の用法

であるが、Lennox は、（３）の用法のピュシスも、（１）の用法のピュシス	 	 animal’s 

formal nature と彼が呼ぶもの	 	 か、その働きを抽象的に表現したものであるという解釈

を提示している3。しかし、その根拠は、つきつめると、『動物部分論』第一巻第一章や

『自然学』第二巻第一章および第二章におけるピュシス概念の哲学的分析に、（３）の用

法のピュシスが存在する余地がない、つまりそれらの箇所で明示的ないし正式に説明され

ていない、ということにすぎない4。そのことは決して小さなことではないが、まだまだ

検討の余地がある。もちろん、デミウルゴスのごとき〈実体〉的なものと解すわけではな

いが 5、個々のものに内在するだけのものではない	 	 内在しないと主張するのでは	 	 

ない	 	 「ピュシス」ではあるようだ6。というのは、この場合のピュシスは、生物の成

                                                        
3	 Lennox, 2001b, pp.184, 189を参照。	 
4	 Lennox, 2001b, pp.184, 189, 190を参照。	 
5「デミウルゴスのごとき実体的なもの」とは言っても、もちろん、「リテラルな解釈」をする

場合のデミウルゴスである（ただし本発表は「リテラルな解釈」にコミットするものでは	 

ない）。	 
6【この注は過去に自分が書いた論文と拙訳 2005「解説」の整合性の問題を論じています】	 

拙訳 2005「解説」p.507 では、この文の「個々のものに内在するだけ
、、
のものではない『ピュシ

ス』」に、「たとえば、『神とピュシスが』（『天（界）について』第１巻第４章（271a33））とい
うように神と並べて使用される場合の、」という言葉が付加されており、拙訳 2005「解説」や
本発表での「第三の意味のピュシス」が、『天（界）について』第１巻第４章の「神とピュシ

スが」の「ピュシス」と同一であるかのように述べてしまっているが、このような付加は	 

まぎらわしかった。そこでは、「神とピュシスが」の「ピュシス」と、通常の意味の「個々の
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り立ちのそもそもの「プログラム」あるいは「デザイン」に関わることをしている7ので

あって、単に、自然物に自体的に内在する可能性が実現していく場合とは次元が異なるよ

うに思えるからである	 	 というところで議論を打ち切り、自然本性とはレベルを異にす

る自然とはいったい何か、生物学著作におけるピュシス論は、今後、重要な研究課題の一

つになると思われる、読者も、索引や注解を使ってこの難問にアタックしていただきたい、

と結んでいた。以下では、拙訳 2005「解説」で残された課題	 	 言わば宿題	 	 に取り

組み、行為の動詞の主語となる第三の意味の「ピュシス」が個々の自然物に内在する独特

な仕方について、新しい解釈の、少なくとも、方向性は開いておきたい。 

 

 

Ⅱ	 

行為の動詞の主語となる「ピュシス」への従来の対処	 

	 	 特に拙訳 2005「解説」で言及できなかった説の紹介と批評を中心に	 	 	 

 

	 まず、行為の動詞の主語となる「ピュシス」の消去説を簡単に説明する。この説は、そ

のようなピュシスが存在するかのように想定することによって自然の目的論的連関が発見

                                                                                                                                                                  
自然物に自体的に内在する自然本性」とが、異なっているように、第三の意味のピュシスと、

通常の意味の自然本性とは、やはり異なっている、と言うだけでよかった（ただし、異なる

仕方が同じだというわけでもない）。２刷がいつになるか全然分からないが、将来的には、問

題の付加部分と関係する注は削除したい。私は、「外的目的性」を論じた拙論 2002, p.14 の	 
注 41 が付いている箇所で、『天（界）について』第１巻第４章の「神とピュシスが」の	 
「ピュシス」について、「個々の事物に内在する自然ではなく

、、、、
（拙訳 2005「解説」では「第三

のピュシス」について「個々のものに内在するだけ
、、
のものではない

、、、、
」としていた）、神と関係

する全体あるいは世界としての自然のことと考えられよう」としているので、問題の付加部

分を放置すると、拙論 2002 とも、また本発表とも、不整合が生じる可能性があるからである。	 
7	 拙訳2005b「解説」の表現「生物の成り立ちのそもそもの『プログラム』あるいは『デザイ
ン』に関わることをしている」は曖昧であった（また、アリストテレス目的論の「テレオノ

ミー」解釈と同じく、誰が「プログラム」や「デザイン」をしたのかという難問を引き起こ

しかねない点でもよくなかった）。本発表では、〈量的・質的に有限な自然世界内の生きも

の〉としての
、、、、

個々の生きものに内在するピュシスが種や類の定義のレベルであらかじめ規定

されているのではない働きを有限な自然世界の諸制約の中でしていることだと	 	 言わば世

界に適応していると	 	 考えたい。なお、Leunissen, 2010も、このような働きに注目している。
しかし、Leunissenは、これを素材に帰し、「自然は使用する」の「使用」を、物質の必然か
らの（言わば）「“創発／出現”」（“emerge”）などとして（p.95）、物質の必然の「独立した
役割」を強調する（p.99以下）。ここに、Leunissenの解釈の特徴があり、これが多くの研究者
と異なる点だと彼女は自覚している（p.99以下）が、括弧つきの「言わば」であるにせよ、素
材からの「“創発／出現”」などという言葉を持ち出すところは、「自然は使用する」の「自然」
を、個々の種の動物の「形相的自然」（formal nature）に狭く限定する解釈ゆえの無理が私に
は感じられる（同じ種類の無理はLennoxにもあるように思われる）。Leunissenは、アリスト
テレスが素材に割り当てている役割が、普通考えられているよりもはるかに大きいことを主

張してもいる。形相から素材への限定作用だけではなく、素材から形相への限定作用もある、

という主張自体は、最近の論者たち（Lennox, 2001b; Tipton, 2014ら）もしており、最近の研究
動向であると言える。しかし、Leunissenの方が彼らよりも素材の力をはるかに大きく見積も
っており、それゆえの問題も抱えているように思われる。（これも別の機会に論じたい。）	 
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しやすくなるが、そのようなピュシスが自然界に実在するわけではなく、これは「発見術

的な装置」であるとするものである。カントの『判断力批判』第二部での目的論理解にち

なんで、「カント的解釈」とも呼ばれ、Wieland や Kullmann らが唱えたことで知られてい

る。このカント的消去説は、次の Huby や Leunissen の解釈が対抗するものであるので、

最初に取り上げた。 

	 しかし、私が今回少し詳しく紹介したいと思ったのは、このような消去説への懐疑を表

明した、言わば反時代的な Huby, 1991 の論文である。拙訳「解説」執筆時にはこの論文

の存在自体を私が不勉強で知らなかったからということもあるが、最近の論者の中でほと

んど唯一 Hubyの論文にコメントしている Henry, 2013, p.230が Hubyを扱う仕方が簡単す

ぎる（そしてあまり面白くない）と思ったからでもある。さらに、私が最初非常に興味深

いと思った Leunissen の解釈、つまり、問題の（人格化された）ピュシスは、確かに、研

究途上の段階において不明瞭な（非人格的な）目的因すなわち自然本性を発見するための

装置であり、その目的因が発見されたあかつきには、問題のピュシスは不要になり姿を消

すが、しかし、だからといって、目的因が実在において働く原因であること自体が（カン

ト的に）否認されるわけではない、という解釈8は、実は、Huby の後述する『動物進行論』

第２章および第 11 章の解釈にすでにほとんど含まれているように思えたからということ

もある。 

	 さて、Huby, 1991, p.158 によれば、「自然は無駄なことをしない」といった言明の問題

に関して「近頃の流行」	 	 と皮肉な言い方をするが	 	 であるのは、こういった言明を、

「単に装飾的」なものとして、また、「アリストテレス自身は共有しないか、あるいは、

非哲学的なレベルで共有しているにすぎない、ポピュラーな考えを使っている」ものとし

て扱うことである。この路線を採る論者たちの大多数は、自然へのこの種の（「自然は無

駄なことをしない」と考えるような）アプローチに対する自分たちの嫌悪を表明し、アリ

ストテレス自身も彼らと同じような見解をもっていたにちがいないと想定しているのであ

ると、Hubyは、この路線の論者たちを挑発する。 

	 以上は、研究者の側の解釈傾向の問題なのであるが、他方、アリストテレスのテキスト

にも、このような解釈傾向を生み出す要因がある。それは、神の本性の理論（不動の動者

や思考の思考といった）が表明されている或るテキストがあるが、これは、我々が取り扱

うテキストにおいて神に割り当てられるような役割（「無駄なことをしない」とか「最善

のことをする」といった）を、神が果たす可能性を排除するように思えること、しかも、

アリストテレスは、個々の生きものにおける発生や発達の原理にピュシスを限定している

ように思えるいくつかのテキストがあることである。そして、「アリストテレスは単一の

                                                        
8 Leunissen, 2010, pp.119-135. Ch.4.2 Aristotle’s use of teleological principles as heuristic tools. なお、
Leunissen が主張する heuristic tools 説の、カント的解釈に似ているが根本的な点で実は異なる
という、誤解を受けやすい微妙な立ち位置は、Henry, 2013, pp.249-250, n.44で分かりやすく説
明されているので参照されたい。 
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整合的な体系をもっていた」という考えを堅持するならば、これらの後者のテキストと不

整合な言葉（「自然は無駄なことをせず最善のことをする」など）は、ことば巧みに片付

けてしまわなければならないということになる（これが「最近の流行」と言われている）。

しかし、Huby 自身は、「アリストテレスが正しかったのであろうと誤っていたのであろう

と、彼自身が何を考えていたか、そのことにいっそうの関心があり」、「アリストテレスは

普通に考えられているよりもずっとオープンであって、普通考えられているほどにはリジ

ッドではない」という立場で解釈しようとする。 

	 そこで Huby の標的となるのが、先述の Wieland らの「カント的解釈」なのであるが、

実は、この解釈が単純に攻撃されるわけではない。「単一な一枚岩の体系的解釈はしない」

という彼女の解釈態度から予想されるように、「自然は〜する」という命題が使われる三

つの領域	 	 生物学、政治学、自然学（取り上げられる中心的なテキストは『天（界）に

ついて』なので内容的にはむしろコスモロジー）の領域	 	 を分け、第一の生物学領域で

は、むしろ、Wieland的・カント的解釈を後押しするからである。 

	 政治学の用法（『政治学』第１巻第２章 1253a9、同書第１巻第８章 1256b21）について、

Huby, p.162 は、簡単に、本文でわずか 10 行ほどしか触れておらず、「単に装飾的なもの

であるようには見えない」とコメントするだけである。私もすでに別のところで考察した

ことがある（拙論 2002年 a）ので、本発表では触れないことにする9。 

	 コスモロジーの用法については、ピュシスを「ときおり神と併置される普遍的な力

（universal force）」としてアリストテレスが扱っていた証拠は多数ある（『天（界）につい

て』第１巻第３章 270a20、同・第２巻第５章 288a2、同・第２巻第 11 章 291b13、同・第

２巻第８章 290a29、同・第２巻第９章 291a24、および『生成と消滅について』第２巻第

10章 336b27）と Hubyは言い（p.163）、彼女の強調したいこともこのコスモロジー的な用

法にあるのだが、結局彼女のここでの主張の最も有力な根拠は、彼女自身も言及している

（p.162）D. J. Allan, 1936の OCT版 De Caelo「索引」の “φύσις” の項の中に置かれたラ

テン語の短いコメント10「〔ピュシスは〕多くの箇所で神からほとんど区別されていない

（Multis locis a deo vix distinguitur）。たとえば、〔DC I 3〕270a20,〔I 4〕271a33,〔II 5〕

288a2,〔II 8〕290a31,〔II 11〕291b13,〔II 9〕291a24 のように」ではないかと思われた。

実際、Huby は、「ピュシスと神を二つの独立した力だとアリストテレスが見ていたことは

ありそうにないことであり、また、Allan が示唆しているように〔＝先述の「索引」での

コメントのことであろう〕、自然は神の一つのアスペクトに他ならず、ここでの自然は普

                                                        
9	 Leunissen, 2010の“Further reflections on the scope of natural teleology”という節（pp.40-47）が、
『政治学』第１巻第８章、および、拙論 2002 がその箇所と共に取り扱った『形而上学』Λ巻
第 10 章（こちらは Huby 的には自然学的な用法ではないとしてもコスモロジー的な用法にな
ってしまうかもしれないが）を検討しているので参照されたい。これらの箇所に関する

Leunissen, 2010, pp.40-47の説は別の機会に論じたい。	 
10	 Huby の論文からはこのコメントが「索引」にあるということがすぐには分からないので注
意。	 
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遍的な力（universal force）であって、この力が明白にされるところの世界ではないのだと

主張するように誘われる」と述べている（p.165）。「普遍的な力としての自然は神の一つ

のアスペクトではないか」という主張は、「アスペクト」の内実がもっと詳しく規定され

なければならないし、アスペクトだとしても「（自然）世界」ではないと単純に割り切っ

ていいのかどうか少し疑問なのだが、それ自体としては非常に興味深い。また、天体は広

い意味での生きものと考えられてもいた。さらに、『天（界）について』第１巻・第２巻

の研究は、アリストテレスの生物学的目的論の研究者たちの「最近の流行」になりつつあ

る11。しかし、別の機会に論じたい（将来、セミナーで De Caeloが特集になったときにで

も論じさせていただきたい）と思う。 

	 そこで、本論では、セミナーのテーマでもある動物学・生物学に的を絞る。 

	 Huby, 1991, p.161 によれば、（１）の生物学的用例のうち、『動物進行論』には、

Wieland 自身によっては考察されていないが、彼の見解にとっての強力なサポートが存在

する。つまり、「無駄なことをせず最善のことをする」ピュシスが、Wieland の主張する

ように、発見術的装置にすぎず、リテラルにはとれない	 	 つまり目的因としての自然本

性へ移行するとこれに置き換えられて問題のピュシスは姿を消す、あるいは逆に、自然本

性の話から無造作に問題のピュシスに移行する	 	 テキストがある。それは、『動物進行

論』第２章 704b15以下と同書第 11章 711a7である（ただしかし、拙訳では、すでにこの

問題について、当時の自分なりの対処を訳の本文と訳注でしてしまっており、拙訳そのま

まで示すと Huby の言っていることが分からなくなる。そこで、まず、該当部分を単に

「〈ピュシス〉」としたバージョンを提示し、それについての彼女の見解を述べる。しかる

のちに、拙訳をもとに戻して、この箇所は、問題になっている第三のピュシスを想定すれ

ばうまく読めることを示す12）。 

 

・『動物進行論』第２章 704b12-18 

・私自身の「ピュシス」解釈は伏せたバージョンの訳文 

「ところで、考察を始めるにあたって前提とすることがいくつかある。それらは	 

〈ピュシス〉の研究のためにたびたび私たちが使用してきたものであるのだが、〈ピュ

シス〉の諸々の働きのすべてにおいて、この仕方で事物が成り立っているということ

を把握した上で、そうしてきたのである。さて、それらの前提のうちの一つに、【次か

                                                        
11	 Lennox, 2009; Leunissen, 2010, Ch.5 Making sense of the heavens: the limits of teleological 
explanation in the De Caelo. pp.152-175. = 2009. “Why Stars Have No Feet: Explanation and 
Teleology in Aristotle’s Cosmology”. In: Bowen and Wildberg, pp.215-237. 
12 なお引用される拙訳	 	 特に二つ目の『動物進行論』第 11 章末尾	 	 は今回微修正されて
いる。	 
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らが 704b15 以下】（1-1）〈ピュシス〉は何事も無駄には為さず13、（1-2）むしろ、動物

の各々の類に関して、その本質にとって可能なことどものうちで最善のことを常に	 	 

為す14、というものがある。まさにそれゆえに、事情がこれこれの仕方であるという

ことが、［他の仕方よりも］一層善いのだとすれば、事情がそのようになっていること

は〈ピュシス〉にかなったことなのだ。」 

 
Huby は、「〈ピュシス〉は何事も云々」の「〈ピュシス〉」（こちらは明らかに問題のピュシ

スである）と、「〈ピュシス〉にかなった」（こちらのピュシスは事物の自然本性だと Huby

は解しているようである）との「近接併置（juxtaposition）」がなされていることに注意せ

よと言う。つまり、問題のピュシスを使って、そこから（「まさにそれゆえに」）事物の自

然本性へと進むと、問題のピュシスは姿を消しているわけである。 

 
・『動物進行論』第11章710b30-711a7	 

・私自身の「ピュシス」解釈は伏せたバージョンの訳文 

「さて、以上から、鳥が人間のように直立することはできないということも明らかだ。

なぜなら、翼という〈ピュシス〉は、鳥の体が現在のようになっているので、鳥にと

って役に立っているが、ちょうど人々が、翼を持ったエロースを描いているように、

それらが直立していたら、役には立たなかったであろうから。実際、すでに述べられ

たことから、同時に、次のことが明らかであるから。すなわち、人間も、そして、も

し形の点でそのようなものが他にいればそれも、翼を持つものではありえないのであ

って、それは、有血動物でありながら四つ以上の点で運動することになってしまうか

らというだけではなくて、翼を持っていても、〈ピュシス〉にしたがって運動するそれ

ら人間などには役に立たないからということもあるが、【以下が Huby の言及する

711a7】しかるに、〈ピュシス〉は〈ピュシス〉に反したことを何もしないのである（ἡ 

δὲ φύσις οὐδὲν ποιεῖ παρὰ φύσιν.）。」 

 

                                                        
13	 前提（1-1）は、アリストテレスにおいてしばしば登場するよく知られたものである。『動物
進行論』第８章 708a9-10、同・第 12 章 711a18、『動物部分論』第２巻第 13 章 658a8、同・第
３巻第１章 661b23、同・第４巻第 11 章 691b4、同・第４巻第 12 章 694a15、同・第４巻第 13
章 695b19、『動物発生論』第２巻第４章 739b19、同・第２巻第５章 741b4、同・第２巻第６章
744a36、同・第５巻第８章 788b21、『魂について』第３巻第９章 432b21、同・第３巻第 12 章
434a31、『呼吸について』第 10 章 476a12-15、また、『天（界）について』第１巻第４章
271a33、同・第２巻第 11 章 291b13、さらに自然学著作以外にも、『政治学』第１巻第２章
1253a9、第１巻第８章 1256b20に登場する。 
14 前提（1-2）は、（1-1）ほど知られていないが、『動物進行論』第８章 708a9-12、同・第 12
章 711a19、『動物部分論』第２巻第 14 章 658a23、同・第４巻第 10 章 687a15、また『天（界）
について』第２巻第５章 288a2に登場している。 
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第11章は、第２章の場合とは逆で、「〈ピュシス〉にしたがって」（こちらは明らかに事

物の自然本性である）から、「〈ピュシス〉は〈ピュシス〉に反したことを何もしない」へ

戻っている（この「〈ピュシス〉は」のピュシスは明らかに問題のピュシスであり、Huby

はおそらく「〈ピュシス〉に反したことを」のピュシスも問題のピュシスだと解している）

というわけであろう。つまり、頓着せず、自然本性と問題のピュシスとの間を行き来して

おり、かつ、自然本性の方がアリストテレスの自然学にとって基本的で疑えないものなら

ば、問題のピュシスをリテラルにとる必要はないということになるとHubyは言いたいの

であろう。 

	 では、次に、私自身の「ピュシス」解釈を盛り込んだバージョンの訳文を示す。 

 
・『動物進行論』第２章の、私自身の「ピュシス」解釈を盛り込んだバージョンの訳文	 

「ところで、考察を始めるにあたって前提とすることがいくつかある。それらは自然

の研究のためにたびたび私たちが使用してきたものであるのだが、自然の諸々の働き

のすべてにおいて、この仕方で事物が成り立っているということを把握した上で、そ

うしてきたのである。さて、それらの前提のうちの一つに、（1-1）自然は何事も無駄

には為さず、（1-2）むしろ、動物の各々の類に関して、その本質にとって可能なこと

どものうちで最善のことを常に為す、というものがある。まさにそれゆえに、事情が

これこれの仕方であるということが、［他の仕方よりも］一層善いのだとすれば、事情

がそのようになっていることは自然にかなったことなのだ。」	 

	 

見ていただくと分かるように、拙訳では、このあたりのピュシスを、すべて、問題になっ

ている第三のピュシス「自然」で一貫させている。	 

 
・『動物進行論』第11章の、私自身の「ピュシス」解釈を盛り込んだバージョンの訳文	 

「……〔前略〕……翼という自然物（ピュシス）は、鳥の体が現在のようになって	 

いるので、鳥にとって役に立っているが……〔中略〕……翼を持っていても、自然本

性（ピュシス）にしたがって運動するそれら人間などには役に立たない……〔中略〕

……【以下が711a7】しかるに、自然（ピュシス）は自然本性（ピュシス）に反したこ

とを何もしないのである。」 

 

これも見ていただくと分かるが、拙訳では、711a7を特に工夫した。そして、この訳文の

注で次のような解釈を述べた。 
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・拙訳訳注（p.463, n.2）	 

「この文は、「自然本性は、自然本性に反したことはしない」という意味には読めない

と思われる。なぜなら、もしそういう意味であれば、ピュシスを主語に立てた上で、

もう一度ピュシスという言葉をわざわざ繰り返して「ピュシスに反した」という言い

方はせず、「それ自身に反した」という言い方をしたであろうから。したがって、この

文に二度登場する「ピュシス」にはレベルの差があり、且つ、主語の「ピュシス」の

方が、上位の、規制的なものであろう。それは、『動物進行論』第２章の「前提（１）」

の「自然（ピュシス）」ではないだろうか。」 

 

 
Ⅲ	 

解釈の新しい方向性の提案	 

	 	 	 Henry, 2013の「生物の自然目的論の諸制限」の議論によせて	 	 	 

 

	 本発表では、自分がまだ生物学著作の全体を訳すにいたっておらず、決定的に論証する

ことはできないが、私としては、問題の「ピュシス」を、個々の自然物に内在する種的な

いし類的な自然本性ではなく、有限で制限の多いこの世界内に存在するという性格をもつ

自然物すべてに共通の	 	 星とすら共通する	 	 自然本性、言い換えると、自然物の種的

ないし類的な自然本性よりは上位の、しかしそれでもやはり個々の自然物に内在	 	 	 	 

する	 	 つまり個々の自然物の外に存在するのではない	 	 自然本性と解する方向性を今

後模索したいと考えている。 

	 そのために、Henry, 2013 が取り組んでいる、この世界の内に存在するものに課せられ

る「諸制限」の考察を見てみたい。問題の「ピュシス」との関連で言えば、私が、拙訳で、

「自然の経済性原理」および「最善性原理」と名付けたものを先に見るのがよい。拙訳

2005「解説」で、私は、第三のピュシスすなわち「自然」には、現在形の動詞を	 	 	 	 

とる	 	 そしてしばしば「常に」「どこでも」「いつもやるように」などの副詞（句）を伴

う	 	 原則性の高い公理的言明がいくつか存在し、「経済性原理」と「最善性原理」と呼

ぶべきものに分けられると述べた。 

 

・自然の経済性原理 

 「自然は何事も『無駄に（マテーン）』なすことはない」『動物部分論』第２巻第 14 章

（658a8-9） 

 「自然は何事も『余計なこと（ペリエルゴン）』をしない」同書第４巻第 11 章（691b4-5） 

 

	 これは、或る器官がその動物に存在しないことを説明する際に使用される論理
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（Lennox 説）で15、他の動物が持っている器官をその動物が持っていないのは、その動物

の「生活形態（ビオス）」からして、その器官を持つことが「無駄」あるいは「余計なこ

と」になるからだという論法をとる。この論法にはヴァリエーションがいくつもあり、そ

の一つをここで挙げる。 

 

・素材の転用原理（＝自然の経済性原理のヴァリエーション）	 

「長さのある尾が生えている動物に関しては、その尾を、自然は毛で飾った。すなわ

ち、尾の基部が馬のように短いものには長い毛で、尾の基部が長いものには短い毛で

飾った。そして、それは体の他の部分の自然本性にしたがっている。なぜなら、自然
、、

は
、
、どんなところでも
、、、、、、、、

、他のところから得たものを
、、、、、、、、、、、、

、そことは別の部分に与える
、、、、、、、、、、、、

から

だ。それで、自然が体中を毛だらけにした動物の場合は、尾のまわりの毛が欠乏して

いる。たとえば、クマたちの場合に、こういうことが起こる」同書第２巻第 14 章

（658a31-b2） 

	 

	 ここでは、どんな動物の体でも、全体として与えられている物質の量ないし割合は限ら

れていると想定されているように思える	 	 これがおそらく経済性原理の根本的前提であ

ろう	 	 。それゆえ、ある物質が別の部分に使われてしまった場合、その部分に使える物

質が少なくなり、その形態のヴァリエーションが生じるのである。 

 

・自然の最善性原理	 

「自然は、諸々の可能なことから、最も善いことをなす」同書第４巻第 10章（687a16） 

「常に［自然は］、諸々の可能なことどものうちの一層善きことの原因なのである」同書

第２巻第 14章（658a23-24） 

	 

	 この原理に登場する「諸々の可能なこと」を規定するのが、「諸制限」である。Henry, 

2013, pp.237-240は次のように分類する。	 

（Ａ）生物学的な諸制約（３種類）	 

（Ａ１）生存可能性の制約。自然は、生存するための諸部分を欠いた生物を設計できない。

『動物部分論』第２巻第３章 650a2以下「成長するすべてのものは云々」。	 

（Ａ２）生物の本質保持の制約。自然は、その生物の本質を保持できない設計はできない。

『動物進行論』第８章 708a11-12「それぞれのものの本質を云々」。体の短いヘビの設計

不可能性。『動物部分論』第２巻第 16 章 659b6-13および同書第４巻第 13 章。	 

                                                        
15 Lennox によるこの解釈は、Leunissen や Henry らに「存在することの説明にも使用される箇
所がある」と批判されているが、やはり、存在しないことの説明と理解することが可能だと

私には思われる。別の機会に論じたい。 
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（Ａ３）競合する機能上の諸要求の制約。自然は、競合する機能上の諸要求がある場合、

トレード・オフした設計をする。『動物部分論』第２巻第 16章「ゾウの鼻」。	 

（Ｂ）以上の３つの制約（Ａ１〜３）は、形相因と目的因から生じる制約として分類され

うるのだが、しかし、生物の素材的本性の特性が、その生物の形相的本性のなしうるこ

とに対する、先行的諸制約を設定しうることをアリストテレスはまた認める。	 

（Ｂ１）生物の発生ないし発達中に供給可能な素材の総量の制約。『動物部分論』第３巻

第２章「反芻動物の角と歯。門歯の欠如」、第 14 章「反芻動物の複数の胃袋。門歯の不

在による咀嚼の低下を補償するのために自然がする」。注意すべきは、これが、競合す

る機能上の要求の間のトレード・オフ（Ａ３）の結果ではないということである。角の

機能と歯の機能はコンフリクトしないからである。	 

（Ｂ２）生物の基本的な素材上の構成の制約。『動物発生論』第２巻第１章 732a25-

733b16、第４章 737b15-27「鳥が卵を産むことで生殖すること」。鳥はその素材上の本性

からして冷たく乾いている。それゆえ、子を体内で育てるために必要な生来の熱を欠く。

その結果として、鳥は、体外へ、卵を生む。しかし、胚は傷つきやすいので、その補償

として、自然は、硬い殻の卵を産む能力を与えた。	 

（Ｂ３）体の構築方式上の制約（architectural constraints）。生物の基本的なボディ・プラ

ンの特性が、なんらかの他の特性を物理的に不可能にする16、（後の言い方では）「設計

上／構造上の欠陥」を回避不可能にする。『動物部分論』第３巻第３章の「肺臓をもつ

有血動物の食道の位置は気管の後ろなのだが、ものを食べる時これでは窒息しやすくな

ってしまうのに、そのような配置になっているのはなぜか」。これは、そのような配置

は窒息しやすく且つ目的をもつものではないけれども、つまり bad set-up（665a8 

φαυλότητα／劣悪）だけれども、best conceivable designだと（明示的にではないが事実上）

されている例である。以上のような劣悪さを「治す」（665a6-8）ため、自然はいろいろ

「工夫」したが、ここで重要なことは、気管の後ろにあって窒息を引き起こしやすい食

道の奇妙な位置の説明は、生物の「形相的本性の目的指向的な振るまい」によるのでは

なく、肺臓をそなえたあらゆる有血動物の体の構成に科せられる「体の構築方式上の制

約」によるということである。この事例において、「体の構築方式上の制約」それ自体

は、「設計上／構造上の欠陥の原因」として同定されうるのだが、「自然が最適化をする

目的達成活動」は、その欠陥を「治す」ことの原因なのである。 

 

	 以上、Henryにしたがって「諸制限」の例を見た。これらから分かるように、この自然

世界の内部で存在するものにとっての量質共に有限な諸制約条件を満たす仕方をアリスト

                                                        
16 それに対して、制約が事物の根本存在のまさに定義に由来する事例の場合は、或る「デザ
イン」が「分析的に不可能になる」。明らかに自然は、ヘビに四つの足を融通するために、	 

もっと釣り合いのよい長さの（＝短い）体をもった爬虫類を「デザイン」することもできた

だろう。しかし、そのようにして造られたものは、定義によって、ヘビであることはないで

あろう（Henry, p.240）。 
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テレスが考察する際に、問題の、「無駄なことをせず最善のことをする」ピュシスは登場

している。経済性は、「有限なもの」の言わば「やりくり」であり、最善性は、「限られ

た」リソースの「やりくり」をする経済性の「原則」を明示したものと言えよう。	 

	 本発表での自分の提案は、量的に有限で且つ質的に限定されたものであらざるをえない

自然物としてすべての「生物」が共通にもつ「ピュシス」が、第三の意味の「ピュシス」

ではないかということであった。すなわち、三番目の意味の「ピュシス」とは、一個の全

体としての生物の体が、素材面で、量的に有限であらざるを得ない、質的にも限定された

ものであらざるを得ないという、「自然物」の根本的な制約条件からくるところの、素材

と形相の複合体である限りの生物がすべて共通にもつ「自然本性」ではないか、つまり、

個々の種や類としての生きものがもつ「自然本性」よりも、上位の、普遍的な、しかし、

神ではない、原因ではないかということであった。	 

	 このようにして、今後、個々の生物種や類に固有なピュシスとも、「デミウルゴス」や

「制作者」としての、あるいはアリストテレス自身の神とも区別された、さらに、神やそ

れと並べて言及される「自然」全体17とも区別されたピュシスの概念を解明していきたい。	 	 

（了） 
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討議を終えて：覚え書（2015/12/30）	 

 	 

	 発表後の討議において多くの方々から貴重な御意見をいただいた。記して感謝する。今回

の発表の目的は、１０年前の拙訳とそれに付された「解説」をアップデートし再検討するこ

とにあったので、寄せられた御意見のうちから次の二つを特に記録に残しておきたい。	 

	 第一に、「ピュシスはピュシスに反したことをしない」という言明について。「これは単

に、〈自然においては自然に反したことは起こらない〉ということを述べたものにすぎない

のではないか」という疑問が複数の方から寄せられた（今井正浩先生他）。	 	 私は、この

言明だけを論拠にするものではなく、拙訳における読者への問題提起ないし注意喚起として

これを訳注に記し、また発表においても言及したので、みなさんにこのフレーズを知ってい

ただけた時点で目的を達したとも言えるのだが（説得力がなかったのは困るが）、今後、ピ

ュシスという言葉を二度使うこの種の言明に注意しながら、第三のピュシスに課せられた

「諸制限」	 	 本発表後半のテーマであった	 	 の一つとして読めないかどうか、さらに生

物学著作に取り組んでいきたいと考えている。	 

	 第二に、拙訳の「諸々のＸからなる『自然物（ピュシス）』」という訳の「ＸからなるＹ」

について。通常、「ＸからなるＹ」つまり「Ｘで出来たＹ」と言えば、たとえば、「青銅で

出来た斧」などのように、ＸとＹとは名称が異なるはずだが、拙訳の場合は、たとえば、

「諸々の歯からなる一つのシステムとしての歯」を指しているから、ＸとＹで名称が異なら

ず、ミスリーディングではないかという指摘があった（中畑正志先生）。	 	 これは、まっ

たく御指摘の通りで、単に「もの」とでもすればよかったものを（実際そのように訳して訳

注まで付けている箇所がある。拙訳p.21訳注８を参照）、当時は、原語が「ピュシス」である

ことを明示したいばかりに、わざわざ「自然物」という訳語をあてたのであった。これにつ

いては、「第二刷」時に、「解説」に断り書きを追加して対処したいと思っている。	 

	 

補遺：拙訳『動物部分論・動物運動論・動物進行論』第一刷（2005年2月、京都大学学術出版

会）Errata	 et	 Corrigenda	 

  

１つ目：p.256最後から５行目： 

誤：「（エーニュストン）」→正：「（エーニュストロン）」 

説明：「ロ」が脱落していた。 
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２つ目：p.270本文前から７行目およびp.271の訳注３： 

誤：「遊離物」→正：「融解物」 

説明：中務哲郎先生よりメールにて適切ではないのではないかとの御指摘により。また、

2014年に岩波版「新アリストテレス全集」で担当した『自然学小論集』や『問題集』で自分

が使った訳語とも齟齬が生じるため。 

  

３つ目p.423訳注５、下段・前から２行目： 

誤：「第十一章の「自発的な（アクーシオン）」→正：「第十一章の「非自発的な（アーク

ーシオン）」 

説明：「非」の脱落。また、音引きの脱落（p.422本文の後ろから２行目にも音引き追加）。 

 	 


