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『動物誌』における知性の位置  

	 	  発表の概要とその後の展開  
 

金子  善彦  
 

	 

	 筆者はごく最近、昨年の共同セミナーでの発表を元に、そのとき読み上げた原稿を一般

向けに改稿し、論文の形にまとめたものを刊行する機会に恵まれた1。そのため「論集」

には、発表時の原型をとどめた原稿を記録として掲載することも検討したが、それだけで

は屋上屋を架すようなことになり、あまり意味がない。そこで以下では、発表内容を概略

的に振り返った後で、会場での質疑やその他の機会にいただいたご質問・ご意見について

現時点での考えを述べるとともに、当日は十分展開できなかった魂論との関連について補

足説明を加えることにした。それなら、発表と質疑応答の様子を記録に残し、さらなる議

論の場を提供するという主旨にも適うはずである。そのためやや変則的ではあるが、その

ような形で書くことをお許し願いたい2。 

 

発表の概要  

 

１．問題提起	 

 

	 アリストテレスは、『動物誌』（主に第八巻3）の中で、本来人間にのみ当てはまるはず

の語彙（以下、「人間的語彙」）をヒト以外の動物につ

いても頻繁に使用しながら、多様な動物の性格
エートス4を記

述し、その差異の解明に努めている（図１）。目指し

たのは、特に「知性」の局面に注目し、哲学的背景を

探ることで、動物学における知性の位置を明らかにす

ることである。そのために発表では、近年の動物学で

                                                        
1 金子 2016.  
2 発表題目は「動物の知性	 	 	 	 『動物誌』に見るその位置づけと「擬人化」の問題」であった
が、このような事情から、このタイトルは金子 2016 に譲り、代わりに本稿のタイトルを発表
時のものから標記のように改めたことをお断りしておく。また、発表時の基本構想を簡潔に

まとめた、新版アリストテレス全集第 9 巻『動物誌』（下）の「解説」（Ⅱ-四「動物の知的能
力」）も併せて参照されたい。 
3 新版アリストテレス全集の『動物誌』では、第七巻から第九巻まの巻数が旧版とは異なるが
（第七巻＝旧版の第八巻、第八巻＝同第九巻、第九巻＝同第七巻）、本稿では新版の表記を採

用する。また、『動物誌』からの引用も新版の訳に準拠するが、一部変更を加えた場合もある。 
4『動物誌』では「性格」という語が、「勇気」のような狭義の性格だけでなく、しばしば知的能

力を含めて用いられる。本稿でも、特に断りがない限り、この用法に倣うことにする。 

図 1	 
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大きな潮流ともなっている「擬人化」という考察手法を取り上げ、そのような脈絡の中に

『動物誌』を置くことで、広い視野からこの問いに接近することにした（#1，#2，#35）。

特に注目したのは、所謂「人間中心主義」にまつわる次の批判である。ヒト以外の動物に

対する擬人的な考察態度は、 

［1］得てして人間に都合のよい解釈を科学的解明の場面に持ち込むことから、実際に

はないはずの特徴を動物に帰属させることになる。また逆に、 

［2］人間を特別な存在と見るあまり、実際にはあるはずの特徴を「劣った」動物には

拒絶することになる6。 

この批判は、アリストテレスの動物学にも当てはまるだろうか。この問題を睨みながら、

その前提となる「知性の位置」を探る作業に入っていく。 

 

 

２．「動物の知性」までの道筋	 

 

	 最初に確認したのは、『動物誌』の中で性格や知性が扱われるに至る大きな流れである。 

 

・『動物誌』の目的 

 『動物誌』の主な目的は、さまざまな動物の「差異（διαφορά）」を把握することにある

（HA.I.6.491a10）7。そのために、（1）「部分」（μέρος）、（2）「生き方」（βίος）、（3）「活

動」（πρᾶξις）、（4）「性格」（ἦθος）という４つの観点が導入される。「知性」の問題が浮

上するのは、最後の（4）を扱う場面である。 

 

・差異の二種と「人間主義」 

 『動物誌』ではしばしば、（1）の「部分」に関連

して、差異の種類が図２のように区別される。例え

ば、同じ「軟体類」の中でタコ類とイカ類を比べて、

〈胴〉の大きさや〈腕〉の長さが相互にどう異なる

かを記述する場合は（ⅰ）に、「鳥類」の〈羽根〉

と「四足の胎生動物」の〈体毛〉を比較して、それ

らの差異を類比にもとづいて考察する場合は（ⅱ）に相当する。この区別は後に、（4）の

考察でも重要な役割を演じることになる。 

                                                        
5「＃...」は、本稿後半（72 頁以下）に配した「質疑応答」の番号に対応している。適宜参照
されたい。 
6 Barrett 2011, 邦訳 第一章「人間そっくりは間違いのもと」、特に 12-16頁参照。また、擬人化
と人間中心主義をめぐる哲学的論争については Tyler 2003 が、さらに、古代から現代までの広
い視野から人間中心主義の問題を扱ったものでは Steiner 2005aが参考になる。 
7 アリストテレスの著作の略号は、Liddell & Scottのものに準拠する。 

図 2	 
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	 またヒトは、体の外側の部分が「われわれに最もよく知られる」（I.6.491a22）という理

由から、他の動物を考察する規準になるという、ある種の「人間主義」も注目に値する。 

 

・「生」の文脈 

	 一方、（2）で念頭に置かれているのは、主に「子作り」と「食餌・養育」である。「子

作りに関わる活動は生（βίος）の一部分であり、食餌〔養育〕8に関わる活動はもう一つの

部分である」（VII.1.589a 2-4）。（3）の「活動」は、子作

りや食餌の獲得を可能にする具体的な営み	 	 飛ぶ、泳

ぐ、冬篭りをする、身を守る、等々 	 	 のことである（図

３）。そして、「性格」の探求も同じ「生」の文脈にあり、

さまざまな性格や知的能力の違いが、動物の「生き方」

や「活動」に多様な差異をもたらすと考えられている

（「動物の活動と生き方には、性格と食餌・養育〔の仕

方〕によって違いがある」，VII.1.588a17-18）。 

 

 
３．人間的語彙の使用を支える論理	 

 

	 ここからは、鍵となる主要テキストの分析に入っていく。まず目指したのは、『動物誌』

第七巻冒頭を読み解くことで、知性の位置を解明する足がかりを得ることである。 

 

T1 というのは、〔動物を〕ヒトと比べるにせよ、〔逆に〕ヒトを多くの動物と比べるにせ

よ、(ⅰ)「より多い」「より少ない」という程度の差で異なる特性もあれば	 	 実際、

これらの特性には、ヒトにより多く認められるものと、ヒト以外の動物により多く認

められるものがある	 	 、(ⅱ）類比によって異なる特性もあるからである。という

のは、ヒトに技術や知恵や分別がそなわるのと同じように、ある種の動物にも、これ

らと別ではあるが類似した、生まれついての能力がそなわるからである。（HA. 

VII.1.588a25-31）	 

 

ここでは、上で見た差異の区別が動物の「性格」にも適用され、心的特性の差異性に二つ

の場合があることが語られている。発表では、性格語に一定の制限を付し、それが比喩表

現であることを明示したものとしばしば解される（ⅱ）の論点に集中した9。T1 を取り囲

                                                        
8 原語の τροφή は「食物」「子の養育」を意味する語だが、『動物誌』ではしばしば両方の意味
（食餌による子の養育）で登場する。 
9 例えば、Lloyd 1983, p.25, Balme 1991, p.58-9 参照。また、本稿に比較的近い解釈として、
Labarrière (2005), 127頁以下を参照。 

図 3	 
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む文脈がヒトと他の動物の「共通性」や「連続性」を指向することから、問題の「類比性」

がたんなるアナロジー以上のものを含意することを示すことが、ここでの目標である。要

点は次の３点にまとめられる。 

	 第一の点は、探究の方法論に関することである。T1の直前ではこう言われている。 

 

T2 というのは、とりわけヒトで差異がはっきりする（φανερωτέρας）ような、魂のあり

方を示す形跡が認められるからである。（…）そのことは、体の諸部分に関して述べ

たのと同様である。（HA.VII.1.588a18-25） 

 

下線部が示すように10、ここでは先に見た「人間主義」的観点が「性格」の考察にも有効

であることが示唆されている。同様の考え方は、続く第 8巻の「これらの性格の形跡は、

すべての動物にあると言ってよいが、性格が発達した動物ほどはっきり確認され

（φανερώτερα）、特にヒトの場合に顕著である」（VIII.1.608b4-6）という言葉にも見出さ

れる。われわれの感覚に明らかなものから出発すれば、明瞭さを欠く事象についてもやが

て認識を得ることが可能となる。発表では、ヒトを規準に他の動物を考察するこのような

方法論の存在から、両者の間に何らかの共通性が仮定されていると論を進めた。 

	 第二の点は、類比性自体の理解に関わるものである。類比性とは、動物の諸部分を考察

する脈絡で、異なる類に属する動物間の差異を比較考量するために導入されたものであっ

た。例えば、四足類における「骨」は魚類の「棘」に、鳥類における「爪」は四足類の

「蹄」にそれぞれ類比的な関係にあると言われるが、ここで重要なのは、類比を支える共

通の土台として、一定の機能的類似性が暗に前提にされているという点である。そのこと

は、「性格」の場合にもおそらく変わらない。 

	 このセクションの最後に確認したのは、先に見た「生」の文脈との関連性である。T1

の少し後でアリストテレスは、後に「自然の階梯」(scala naturae）と呼ばれるようになる

見方を展開している。特に着目されるのは、「分別」等への言及が見られる次の一節で	 

ある。 

 

T3  さてそこで（οὖν）、動物には、(1）植物のように単純に時期が来ると、自らに固有な

発生〔のための活動〕を切り上げるものもいれば、(2）産んだ子の養育〔食餌〕にま

で骨を折るものもいる。もっとも、〔後者の動物のあるものは〕(2a）子がすっかり育

つと〔子から〕分かれ、さらに共同生活（κοινωνίαν）を送ることはない。ところが、

これらより（2b）分別があり（συνετώτερα）記憶をそなえた動物は、より長い期間に

わたって〔共生し〕、いっそうポリス的（πολιτικώτερον）な関係を子と保つのである。

（HA.VII.1.588b30-589a2） 
                                                        
10 φανερός はしばしば「観察対象が感覚的に明瞭であること」の意味で用いられる。類似の用
例については、HA.I.11.492a25, 15.494a21, II.13.504b28, IV.8.533a19, VIII.41.628a5等を参照。 
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ここでは、(1）子の養育に携わらないもの、(2）携わるもの、(2a）成長後は子と共生し

ないもの、(2b）成長後も共生するものといった具合に、子との関わり方を基準に生の諸

段階が区別され、(1）から順に「生の階梯」が積み上げられている。比較級の度重なる使

用（下線部）や、直前で強調される「感覚の前進」

(#4）を参照すると、T3 は「分別」「子との共生期

間」「ポリス性」の間に一定の相関性があることを

告げていることになる。そこにあるのは、感覚が

緻密さを増すことで、記憶や分別がより高度に発

達する一方で、食餌の獲得に工夫が生まれ、子に

対するより親密11で長期にわたる社会的関係が構築

されるという連続性の描像である（図４）。 

 

 

４．感覚、知性、ポリス性 

 

	 以下は、階梯の上から順に、この描像の細部を埋める作業となる。最初に考察したのは、

『政治学』の序盤に位置する「ポリス性」をめぐる一節（Pol.I.2.1253a7-18）である。そ

こでアリストテレスは、ヒトとミツバチなどの群棲動

物を例にとりながら、ポリス性の程度に違いがあるこ

とを指摘している。ヒトが他の群棲動物よりも「ポリ

ス的」であるのは、快・苦の「感覚」（内容）を音声

を通じて伝え合う群棲動物に対して、ヒトは言葉を通

じて益・害、正・不正の「感覚」(a17）を共有するこ

とで「ポリスを作る」(a18）と想定されるからである。この説明に特徴的なのは、感覚の

内容（対象）とその担い手（言葉／音声）に差異を認める一方で、感覚した内容を他に伝

える「意味表示」（σημαίνειν）機能自体は共通であること（#5）が同時に強調される点で

ある（図５）。これは、共通性を土台にして差異を考察するという、先に見た類比性の思

想そのものである。 

	 意味表示への言及は、『動物誌』の性格論でも数多く見出される。第八巻の冒頭では、

「学び、教わる」という論点に関連して、こう指摘されている。「動物相互に学び教わる

場合もあれば、ヒトから学び教わる場合もあるが、ただしそれができるのは、聴覚をそな

え、しかもたんに音だけでなく、数々の徴
しるし

（σημεῖον）の違いを感覚する動物に限られる」

                                                        
11 ほぼ同様の見方が GA.III.2.753a7-15 にも見出されるが、そこでは「思慮深さ」とともに、子
に対する「親密さと愛情」(συνήθεια καὶ φιλία, a12-3）にも言及されている。フィリアの役割につ
いては、後に考察する（71頁）。また、子との共生が成長後も続く動物として「ヒト」が明示さ
れている。 

図 4	 

図 5	 



『ギリシャ哲学セミナー論集』XIII 2016 
 

 70 

（HA.VIII.1.608a18-21）。また、同巻第十章でアリストテレスは、ツルの場合を取り	 	 

上げ12、その「思慮深いところ」（φρόνιμα, 614b18）を示す証拠として、地上での停泊時、

リーダーだけが寝ずの番をしながら周囲を見張り、「何かを感覚すると、鳴き叫んでそれ

を〔仲間に〕告げ知らせる（σημαίνει）」（b26）	 ことを挙げている。さらに飛行中には、

リーダーとは別に、「笛のような鳴き声で合図を出すもの」（b22）が群の両端にいて、何

かが近づくと仲間にそれを知らせるとも言われている。さらに、ミツバチの「ポリス」に

見られる分業体制を記述した第四十章でも聴覚の役割が重視され、一匹の合図係りが発す

るブンブンという音声で、ミツバチたちが一斉に仕事を始め、一斉に眠りにつく様子が詳

述されたり（627a24-28）、分封（巣分かれ）に際して発せられる「それ固有の単調な唸り

声」（625b9）や、養蜂家が巣箱に集めるために立てる「カンカンという音」（627a16）へ

の言及が見受けられる13。その一方で、嗅覚の役割も強調され、匂いを敏感に嗅ぎつけて

糞尿を運び出し、巣を清潔に保ったり（626a 24-6）、分封時にはぐれた場合には臭いを頼

りに王蜂を追跡する（624a27-9）とも言われている14。このように『動物誌』の多くの叙

述は、各種のポリス的動物が「自然の階梯」の上位に置かれる事情を雄弁に語っている。 

 

 

５．子育てと知性	 

 

	 階梯のすぐ下には、子との共同生活がこれほど長くは続かない動物群が控えていた。	 

そうした動物の知性を考察する上で重視されるのは、子の養育（τροφή）と親密さという

視点である。野生動物の中でも「とりわけ思慮深い」（HA.VIII.5.611a15-16）とされるシ

カなどは、その好例である（#6）。雌シカは、外敵が近づかない人通りのある道端で出産

した後、入口が一つしかない山の隠れ家に子を連れて行き、敵に襲われた場合に備えて、

子をその場所に慣れさせる（611a19-22）。ヒグマも、敵から逃げる時には、子を咥えたり

自分の前に置いたりして逃走し、追いつかれれば木に登る（6.611b32-34）。ドバトは雛が

生まれると、雄が率先して餌に「配慮して（φροντίζει）」（7.613a3）、餌を噛み砕いてやっ

てから雛の口を開けて食べさせる（7.613a2-5）。「卵番をする雄ナマズ」の事例も印象的

で、他の魚から食われぬよう「愛情深く（φιλο-στόργως）」（37.621a29-30）卵の傍にいて、 

                                                        
12 ツルを含めたポリス的動物については、HA.I.1.488a3-12 参照。そこでは「ポリス的である
こと」が、「全員の働きが何か一つで共通したものになる」（a8）ことと定義されている。 
13  ただし、ミツバチの聴覚の有無についてはアリストテレス自身が揺れていて、Metaph. 
I.1.980b23-4 では、ミツバチが「音を聞くことができないもの」に含められている。Cf. Balme 
1991, p.363. 
14 ミツバチの「思慮深さ」については、次の箇所を参照。「ミツバチやそれに類する他の	 	 
動物は、多くの有血動物よりもその本性からしていっそう思慮深い（φρονιμώτερα）」(PA. 
II.2.648a6-7）。また、感覚や意味表示については他に、HA.VIII.6.612a22（ワニ／思慮深さ)、
6.612b4（ハリネズミ／思慮深さ）、8.614a24（イワシャコの雄）、31.618b16（オオガラス／表示
の感覚）、36.620a29（ドバト／ワシの識別 γνωρίζειν）、37.621a12（キツネザメ／技巧性）を参照。 
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稚魚が孵化して自力で逃げ切れるぐらいに成長

するまでこれを続けると言われている。イルカ

もまた「子に対する愛と情熱（ πρὸς παῖδας 

ἔρωτες καὶ ἐπι-θυμίαι）」（48.631a9-10）を示すと

され、死んだ子を「哀れむ」（a19）ことや、物

事を「推し量る（ἀναλογισάμενοι）」（a27）能力をもつことが示唆されている（図６）。 

	 子との親密な関係は、「フィリア」という倫理学の主題にも関わりがある。『ニコマコス

倫理学』のフィリア論では、子に対する親の情愛
フィリア

が「ヒトだけでなく、鳥や大方の動物」

（EN.VIII.1.1155a18-9）にもそなわる自然の状態であること、また「子作りが動物とより

共通の営みである限り」（12.1162a19）、「家」（a18）がポリスに先立つことが指摘されて

いる。『動物誌』にも同じ見方が認められ、自然の情愛が動物たちを子育てに駆り立てて、

生に応じた必要から様々な工夫が生まると考えられている。 

	 しかしながら、フィリアが問われるのは、子との間に限ったことではない。『動物誌』

の性格論では、動物間の食餌をめぐる敵対関係（πόλεμος）や友好関係（φιλία）が大きな

関心を占め、「食餌が乏しいと、同族のものどうしでも戦う」（HA.VIII.1.608b21-22）こと

がまっ先に指摘されている。このことは、フィリアが究極的には動物の「自己愛」（自己

保存欲）に根ざすものであることを示唆している15。 

	 それゆえ、「自然の階梯」の最終場面（HA.VII.1.589a5-9）で「食餌」の観点が強調さ

れるのは偶然ではない。どの動物にもそれぞれ「自然に適った食餌」があり、それを食う

ことで「自然に適った快」を手に入れる。それゆえ、動物は「自然に適った食餌」を追い

求める。この推論は、まさに快こそが、動物自身

の体を保存して、生そのものを可能にする根本原

理であることを伝えている（図７）。それは、自

然の階梯を上に進み、「家」（雄と雌、親と子）か

ら「ポリス」へと共生の規模を拡大しても変わら

ない原理であり続けるが、その一方で、共生の拡大は、動物の生のあり方に多様な差異を

生み、いっそう高度な〈知性〉をもたらすことになる。 

 

 

６．おわりに	 

 

	 発表では最後に、冒頭で見た「人間中心主義」にまつわる批判（［1］と［2］）への応答 

                                                        
15 EN.IX.9 では、「生きることはそれ自体で善く、快い」（1170a19-20,a26）という動物にも共
通の原則から出発して、友愛が「自己」の生から「他者」の生に向かうことが論じられている。

金子（2010）を参照。また、上で見た EN.VIII.12.1161b22-3（cf. b27-8）でも、子が親にとって
「自己のもの」（οἰκεῖον, b22）であるがゆえに親は子を愛するということが確認されている。 

図 6	 

図 7	 
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を通じて、『動物誌』における知性の位置を改めて確認した。まず、「感覚」という指標を

もとに「下からの積み上げ」式で構築された連続性の描像（図８）では、「知性」といえ

ども感覚の延長線上にあり、その点ではヒトもまた例外ではない（#7，#8）そのことは

行き過ぎた人間中心主義の歯止めとなり、［1］で言う「実際にはないはずの特徴を動物に

帰属させる」危険を回避するのに役立つだろう。その一方で、ヒトは、快や感覚のレベル

から次第に遠ざかるいわば

「消失点」に位置することか

ら、「自然の階梯」の彼方に

開かれ、感覚から独立に成立

するような「知性」の局面が

否定されているわけではない。

その意味では確かに「特別な

存在」であるが、その一点を

除けば、ヒトがもつ特性が他

の動物にも開かれていること

は疑いなく、また逆に、ヒト

にはない優れた特性（感覚の

鋭さ等）を他の動物に帰す余地も残されている。そのため、［2］の「実際にあるはずの特

徴を劣った動物には拒絶する」という懸念は当たらない。発表では最後に以上の見通しを

述べるにとどめ、詳しくは質疑応答の場に委ねることにした（#9）。 

 

その後の展開  

 

１．質疑応答	 

 

・問題提起をめぐって 

［#1］現代と古代を横断して行われた問題提起は、そのやり方そのものに疑義が持たれ

るかもしれない。実際、会場からは、「心」と「魂」という明白に異なる概念をあたかも

連続するかのように扱う問題の立て方に疑問が呈された。確かに概念史的な局面にも慎重

を期すべきであったが、発表時に意図したのは、アリストテレスの『動物誌』を題材とし

つつも、むしろ、動物の理解に擬人的な方法を用いるというその事自体に着目し、その問

題性をできる限り哲学的なレベルで問題を考察したいということであった。われわれは、

人間以外の動物を理解する際にしばしば「擬人化」に訴える傾向にある一方で、それを科

学の場面で目にすると何か得体の知れない違和感を覚えてしまう。それはまた、われわれ

が『動物誌』の性格論を読むときに覚える違和感ではないだろうか。その淵源はどこにあ

るのか。できればこれを突き止めたいというのが根底にある問題意識である。直接のお答

図 8	 
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えにはならないが、このレベルを指向する上では概念史的な正確さをある程度犠牲にせざ

るを得なかったというのが偽らざるところである。 

［#2］発表当日にはまた、「擬人化」の扱いについてもご質問いただいた。現代の動物学

で擬人化が行われる場合、一種の「考察手法」として意識的に用いるのが普通である。そ

のことは、最初の頁でも引いた「動物の思考や感情を人間にも理解できるよう記述するた

めの言語ツール」というベコフの言葉にもよく現れており、私自身も発表では「擬人化と

いう手法」という言い方を多用していた。ところが、『動物誌』の場合は事情が異なり、

アリストテレスが擬人的な表現を何か「手法」や「ツール」として意識的に活用している

とは考えにくい。それゆえ、『動物誌』を現代の動物学と比較する上で、その点での齟齬

は見過ごせないとのご批判である。発表時にはその違いはまったく念頭になかったので、

その後に検討してみたが、意識的かどうかの違いは問わずとも、人間的語彙の使用を広く

「考察態度」と捉えれば（実際、金子 2016 ではそのように改めた）、アリストテレスと

現代の動物学を同じ地平に置くことに特段の支障はないように思われた。 

［#3］擬人化の扱いに関しては、次のようなご質問も頂戴した。発表者は、『動物誌』に

登場する「思慮深いシカ」等々の記述を、結局のところ、擬人化とみなすのか、それとも

擬人化であることを否定するのか。私に誤解があるかもしれないが、発表者の立場が後者

であることを明確にすべきであるとのご指摘だったと思う。こうした疑念を招かれた理由

はおそらく、「擬人化」が『動物誌』の性格論に見出されることを認めた上で、その哲学

的背景を問うと言いながら、議論の過程を経て最終的には「思慮深い」等の記述が擬人的

であることを否定するという、発表が辿った議論構成そのものにあると言えよう。そのこ

とが無用な混乱を招いた感は否めない。しかし、「人でないものを人に擬して表現する」

という擬人化の原義に立ち帰れば、『動物誌』に登場する「思慮深い」等の記述が、「人に

擬した」擬似的表現であるかがまずもって問われるべきであることは、言うまでもない。

ところが発表では、現代の動物学との比較に拘るあまり、この基本的な問いを問うことな

く、むしろ擬人化であることを前提に話を始めてしまっていた。幸い、この点は早い段階

で気づいたため、金子 2016 では、『動物誌』の性格記述が擬人化であるか否かを前提に

せず、その後の考察を経て「否」を導くという構成に改めることにした。 

 

・個別の論点 

［#4］上に引用した T3 の直前に、「感覚が前進する（προιούσης）」（HA.VII.1.588b28）と

読んだ箇所がある。この点に関して会場から、標準的な προσούσης（付け加わる）からテ

キストの読みを変えることについて説明が足りないというご指摘があった。まず基本的な

事実を確認しておくと、『動物誌』の全 26 写本のうち προιούσης と読むのは α 写本群に属

する 4写本（Ca Aa Ga Q）のみで全体としては確かに少数ではあるが、α写本群の半数を

占め、その中には、12 世紀後半に書かれた比較的古い Ca 写本や（近代の校訂者である



『ギリシャ哲学セミナー論集』XIII 2016 
 

 74 

Camus と Dittmeyer はこれを『動物誌』で最も重要な写本として多用したという16）、他の

α 写本のモデルとされる Aa 写本が含まれている。無論これだけでは採用理由にはならな

いが、少なくとも無謀な読みではない。内容面に話を移すと、文脈上、単に感覚の「付加」

だけでは、以後に続く、交尾・出産・養育（食餌）に関する生き方の多様な違いが十分説

明されず、そのためには感覚の「前進」や「進展」といった段階的・連続的な変移を表わ

す語が相応しいように思われた。またそのほうが、οὖν（588b31）で接続する次の文にも

つながりやすく、（1）,（2a）,（2b）という階梯の提示へとスムーズに移行する。もっと

も、アリストテレス著作集に「感覚」が προιέναιの主語となる類例は見当たらないことは、

それなりに重く受け止めなければならない（ただし、この点は προσεῖναιにも当てはまる）。

そのため προσούσης を読む可能性は十分あるが、たとえその場合でも、この文の含意とし

て感覚における何らかの質的差異が求められることに変わりはないと思われる。その意味

では、標準テキストの変更に依存しない議論構成にするという選択もあったと今では考え

ている。 

［#5］ポリス的動物の考察で強調した「意味表示」の観点についてもご批判をいただい

た。ヒトと他の群棲動物の場合を同じに扱うのは問題ではないかというご指摘である。そ

の場では、「同じ」なのは σημαίνειν の機能だけで、対象（正・不正、益・不益／快・苦）

と意味の担い手（言葉／音声）の点では異なっていると応答したが（図５参照）、後から

考えると、ご指摘のポイントはそこにはなく、ヒトと他の群棲動物の機能を「意味表示」

として一括すること自体に異議を唱えられたのかもしれない。いずれにしても、より慎重

になるべきであったことは間違いない。例えば、ツルのリーダーが鳴き声で仲間に危険

（苦）を告げ知らせる例では、その内容がごく局所的で短期的な範囲にとどまるのに対し、

ヒトが言葉で「不正」を表示する場合は遥かに一般的・普遍的な内容を含んでいるといっ

た差異を考慮する必要があるだろう。しかしそれでもなお、アリストテレスがこれらをと

もに「意味表示」のケースとみなしていたことに疑いの余地はない。「例えば動物の音声

のように、分節化されない音声もまた何かを表示する（δηλοῦσί）」（『命題論』第二章

16a28-29）。下線部の語は『動物誌』の性格論にも名詞形で登場し、オオガラスに「相互

〔に徴を伝えあう〕表示の感覚が何かしらそなわる（ἐχόντων αἴσθησίν τινα τῆς ... δη-

λώσεως）」（VIII. 31.618b16-17）ことが指摘されている。なお、この「動物の意味論」と

でも呼ぶべきテーマについては、機会があれば改めて論じることにしたい。 

［#6］「思慮深い（φρόνιμος）」という語はアリストテレスの倫理学的著作にも登場する。

例えば、『ニコマコス倫理学』の次の一節である。 

 

T4 実際、（i）自分自身に関わる個々の課題をよく見きわめる者のことを、人は「思慮	 

深い」と言い、その者にそうした課題を委ねるだろう。それゆえ、（ii）獣のうちで

                                                        
16 Cf. Balme 2002, p.12. 
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も、自分たちの生き方について予見する能力（δύναμιν προνοητικήν）をもつことが	 

はっきりしているものは「思慮深い」（φρόνιμον）と言われるのである。（EN.VI.7. 

1141a25-28） 

 

当日はこの箇所を念頭に、『動物誌』の性格論では実践的側面が重要ではないかというご

指摘をいただいた。まったく同感である。特に「予見する能力」への言及は、外敵が近づ

かない人通りのある道端で出産したり、子を山の隠れ家に慣れさせたりする雌ジカや、危

険を仲間に告げ知らせるために寝ずの番をするツルのリーダー（共に 70頁参照）、さらに

は、好天でも飛び立たずに群をなすことから嵐や雨を「事前に察知する（προγιγνώσκειν）」

（HA.VIII.40.627b10）とされるミツバチの記述ともよく合致する。ここでの「予見」は、

予知能力のごときものではなく、過去の記憶やある種の「経験」に照らして、来るべき危

険に備え、しかるべき行動を遂行する能力を指すように思われるからである。その意味で

これらをはじめとする多くの事例は、確かに『動物誌』の実践的性格を物語るものであろ

う。 

	 この箇所はまた、ヒトと他の動物の場合で「思慮深い」という語の意味が異なることを

語る文脈にある。ちょうど「健康的」や「善い」がヒトと魚では異なるように、「思慮深

い」もまたヒトでは（i）の意で、獣では（ii）の意で語られると言うのである。この指摘

は、類比性の意義を考える上できわめて示唆に富むものと思われる17。『動物誌』と同じ

ように、根底には類を超えたものを比較する思考が流れていて、その趣旨が詳しく語られ

ていると判断されるからである。 

 

・発表の論旨、特に結論部分をめぐって 

［#7］発表全体の趣旨についても、いくつかコメントを頂戴した。一つは『動物誌』に

通底する「生」の観点の強調にご賛同いただくコメントで、ちょうど昆虫好きの少年が虫

の観察にのめり込むように、アリストテレスが多様な動物たちに遭遇し、それぞに固有な

「生」の観察に熱中する様子が窺えるというご趣旨である。これは、動物学の理論そのも

のよりも、その原動力となる好奇心といったものに注目したご指摘と受け止めたが、なる

ほどそう考えれば、倫理学や魂論ではほぼ人間だけに限定される性格語の範囲が、この場

面では人間以外にも拡張された事情も窺える18。動物の巧みな行動に遭遇した結果、事柄

                                                        
17 この点については、Labarrière	 (2005), 139頁以下、Lennox (1999), 23-4頁の考察が参考に
なる。 
18 例えば、次の箇所を参照（括弧内は、ヒト以外の動物に否定されている、または否定が含意
されている能力）。DA.II.3.415a7-11(λογισμός, διάνοια), III.3.427b6-14(φρονεῖν, νοεῖν), 428a21-24 
(πίστις, λόγος), 429a6(νοῦς), 10. 433a11-12(νόησις), Metaph.I1.980b26f.(ἐμπειρία, τέχνη, λογισμός), EN. 
VI.2.1139a17-19(νοῦς), Pol.VII.13.1332b3-5(λόγος). ただし、「思慮深い」と訳した φρόνιμος は、
『動物誌』の他でもヒト以外に使用されることがある(EN.VI.7.1141a27, Metaph.I.1.980b21, 
22)。 
	 また、『動物誌』との緊張関係を解消するために様々な解釈が試みられているが（Cf. Sorabji 
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そのものに促され、人間的語彙の「解禁」に踏み切ったとも考えられるからである。もち

ろんこの想定は慎重を要するが、ご指摘の点は『動物誌』を読むときは心に留めておくべ

き視点であるように思われる。 

［#8］その一方で発表に批判的な立場から、図８に示した描像やそれを支える動物記述

について根拠を問うご質問も頂戴した。「根拠」という場合、研究者の間ではしばしば

「原因」を問う場面が想定されることから、すでに確立した「事実」に関して目的因や必

然因を追求するという文脈も頭をよぎったが、ご質問の趣旨はそうではなく、「ツルは思

慮深い」等の記述がそもそもどうして「事実」と認定され、確立されるのかという問いで

あったと思う（それが明らかにならなければ、『動物誌』の性格記述は文学作品などに見

られる寓話との違いも不明であるという含みであろう。この次元で考えられる「根拠」と

しては、同じ動物について繰り返し行われた観察がとりけわ重視されたと見ることができ

よう19。発表でも触れたように（68 頁）、性格論において「ヒト」が重視されるのは、性

格の違いや魂の形跡がヒトの場合に「最もはっきり確認される（φανερώτερα）」からであ

った。他の動物の考察でも同様の事情にあることは、発表で取り上げたものをはじめ、

『動物誌』の随所に認められる卓抜した観察眼が示すところである。なお、「事実」の認

定に関しては、しばしば「大抵の場合（ὡς ἐπὶ τὸ πολύ）」20という条件が重視されること

も付け加えておきたい。 

［#9］最後に見るのは、ヒトの知性をめぐる問題点である。図８が示すように、ヒトは

「感覚」を指標に下から積み上げられる階梯の頂点に位置することから、発表では、ヒト

の知性もまたその線上に配され、感覚の範囲を超えるものではないという点を強調した。

そのこと自体は、『動物誌』における知性の位置という発表の射程からすれば無難とも言

える見方であるが、広くアリストテレスの哲学全般に見られる「知性」の扱いにまで視野

を広げると、話は違ってくる。当日はこの点に関してご質問いただいたが、とりわけ『魂

について』の知性
ヌ ー ス

論との関わりに疑問が集中した。それも当然で、いわゆる「ヌース」と

の関わりについては大まかな見通しを述べるにとどめ、発表では明確に結論づけることを

避けたためである。そのとき述べた基本的な見通しは、ヒトは快や感覚のレベルから次第

に遠ざかるいわば「消失点」に位置することから、その知性は一面で、（1）「今、ここに」

という感覚の制約を受ける一方で、（2）「自然の階梯」の外側には、そうした制約を免れ

た、人間知性に固有の局面を探求する領野が存在するというものである。こうした人間知

性の二面性が『魂について』の知性
ヌ ー ス

論との接続を可能にするという趣旨であるが、その具

                                                                                                                                                                  
1993, Lennox 1999, Labarrière 2005, Steiner 2005b, Lloyd 2013）、本稿でも「補遺」で若干の考察
を行う。 
19 さらに、当時入手可能な伝聞情報や学説の類い（いわゆる「エンドクサ」）も、批判的吟味
を経たものであれば「根拠」たりうるだろう。ただし、φαινόμενα をめぐる G.E.L.オーエンの
有名な説をここで援用すれば、観察とエンドクサの境界は予想以上に不分明なのかもしれ	 

ない。 
20 この語句の登場回数は『動物誌』全体で 60 箇所近くに及ぶ。新版アリストテレス全集第９
巻『動物誌』（下）所収の「一般項目索引」を参照。 
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体的な展開は別の機会に譲らざるを得なかった。そこで節を改め、この思弁的な見通しに

多少なりとも現実味を与えるために、若干の補足を加えることにする。 

 

 

２．補遺	 

 

	 筆者はかつて、『魂について』の知性論（思惟論）に取り組んだ際に、知性が（1´）感

覚や表象と共同して働く場合と（2´）それらを抜きに単独で働く場合が区別されうると論

じたことがある21。これは、いわゆる「表象主義」との関わりという今とは異なる文脈の

議論であるが、「人間知性の二面性」という見通しを述べたときに念頭にあったのは、そ

のような区別である。まずは、そのときのことを簡単に振り返るところからはじめよう。 

	 鍵となるテキストは、知性（νοῦς）を主題にする『魂について』第三巻第四章の一節

（429b10-22）である。そこでアリストテレスは、（i）事物と（ii）その本質はそのあり方

が異なることから、その違いに応じてそれらを対象とする魂の能力にも違いがあると論じ

ている。例えば、（i）肉（ἡ σάρξ）と（ii）肉の本質（τὸ σαρκὶ εἶναι）がある場合、「肉は

質料を伴わずには存在せず、ちょうどシモン鼻のように、これにおける・これ」（b13-16）

という複合的なあり方をするのに対し、肉の本質はそうではない。そのため、それに向か

う魂の側でも、（i）と（ii）とで（a）「異なる能力」が判別に当たるか、（b）〔能力は同じ

でも〕「異なる状態にあるもの」が判別に当たるかのいずれかになると言われている。旧

稿では、主に（b）の場合に着目して、その解釈を試みた。その結果得られたのは、（i）

と（ii）という対象の違いに応じて、「異なる状態にある」知性が区別されているという

見方である。（i）知性が肉などの複合的事物を判別する場合、その対象は質料を伴うこと

から、熱や冷などの諸性質を判別する感覚のはたらきを伴い（cf. b14-16）、それと共同し

てその判別に当たらなければならない。これに対して、（ii）知性が事物の本質そのもの

を判別する場合は、その対象は質料抜きにあることから、感覚を伴わずにただ純粋に知性

のみのはたらきが求められる。このように、感覚の関与（の有無）が知性を異なる状態の

ものにすると考えられている（詳細は、金子 2009, 23-30頁参照）。 

	 知性のはたらきに感覚が関与することの是非が問われる場面は、他にもある。真・偽の

問題を論じた同巻第六章の末尾では、（i）「白いものが人間である」のように「白い」と

「人間」を結合した複合的判断には真偽があるのに対し、（ii）そうした結合が成立しな

い「もともと何であるか」（本質）を知性（思惟）が対象とする場合には、対象が「質料

を伴わない」ゆえにその思惟はつねに真であることが主張されている。もっともこの章全

体を見ると、感覚の対象を含まない複合的判断の事例も多く、むしろ「思惟内容（νόημα）」

の結合に主眼があるのは確かであるが、章の冒頭では「クレオンは白い」といった（付帯

                                                        
21 金子 2009. 
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的感覚を思い起こさせる）複合的判断が知性のはたらきとみなされている点を考えると、

知性のはたらきに感覚が関与する場合があることをやはりアリストテレスは認めていたこ

とになる（金子 2009, 35-43頁参照）。 

	 発表では、ヒトと動物の知性を比較する上で「表象のはたらき（φαντασία）」に注目す

べきではないかとのご指摘もいただいた。その場では展開できなかったが、今改めて考え

ると、表象の問題も（i）と同様の脈絡で考察することができるように思う。そのことが

特に顕著と思われるのは、ヒトや動物の行動がいかに成立するかを説明する場面である。

アリストテレスは知性論の一節で、追い求めたり避けたりする対象が目の前にないにもか

かわらず、「あたかもそれを見ているかのように」思案し、行動に出る場合を考察してい

るが、そこには知性が魂内の表象（φαντάσματα）を用いて思惟するという（i）と類似の

構図が見てとれる（III.7.431b2-12）。興味深いのは、ヒト以外の動物の行動を考察する場

面でも、これと類比的な構図が見られることである。この場面では、知性のはたらきでは

なく、「感覚にかかわる表象のはたらき（ἡ αἰσθητικὴ φαντασία）」（III.11.434a5-6）がそれ

に取って代わるが、その一方でそれは「ある種の知性のはたらき（ νόησίν τινα）」

（III.10.433a10）とも想定され、擬似的知性が感覚とともにはたらくことが示唆されてい

る。この点は、ご指摘のあった偽の問題も含め、いずれ機を改めて詳しく考察したい。 

	 行動の場面に典型的なように、（i）やそれと類似の構図が登場するのは、基本的に「今、

ここに」ある個別的な対象を前にして（あるいは、それを参照して）知性がはたらくよう

な場合である22。しかしアリストテレスは同時に、これを遥かに超え、ありとあらゆる

（同種の）対象を普遍的に思惟するというさらなる次元を見据えていた。事物の本質その

ものを純粋に「質料抜きに」思惟するという（ii）の構図が要求されるのは、おそらくそ

のためである。今はその細部に立ち入ることはできないが、知性論の冒頭（第三巻第四章）

で導入される、（a）すべてを思惟し、（b）アナクサゴラスのヌースのごとく単純で混じり

気がなく、（c）そのはたらきが思惟対象と同一であるとされる知性の局面23は、その次元

に対応したものと筆者は見ている。発表との関連で重要なのは、知性のこの局面に関する

限り、他の動物との連続性が明らかに断たれているという点である。そこにアリストテレ

スが「神的知性」との接続を見ていたかは別にしても、感覚という指標をもとに「下から

の積み上げ」式で構想される「自然の階梯」とはまったく異なる枠組みが求められるのは

確かである。それは、知性のはたらきから感覚に応じた質料性を極力排除するようなもの

となることだろう。だが、その究明はまた別の機会に譲らなければならない。 

                                                        
22 推論（思案）を経て行為に及ぶ場合はそうではないと思われるかもしれない。しかしその
場合でも、現在の感覚対象を参照することから（cf. III.7.431b8, πρὸς τὰ παρόντα）、事情はあま
り変わらない。また、「直」「通約不可能」のような抽象的対象についても注意が必要だが、

その場合でも連続性（思惟的質料）を伴うことから、（i）と同様の複合的構図が踏襲されてい
る（cf. de An. III.4.429b18-20, 6.430a31, 8.432a3-9）。  
23 それぞれの規定については、『魂について』第三巻第四章の（a）429a18,（b）429a18, a24-5, 
b23-4,（c)429b5-9, 430a3-5を参照。 
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後記	 発表会場でのご発言や個人的会話を通じてご質問・ご意見をお寄せ下さったのは次

の方々である（発言順）。納富信留氏、荻野弘之氏、中畑正志氏、栗原裕次氏、田中享英

氏、和泉ちえ氏、鈴木大地氏、田中健氏、今井知正氏、荻原理氏。可能な限り応答を試み

たが、考えが十分まとまらずに割愛させていただいたものもある。ご容赦願いたい。最後

に、以上の諸氏をはじめ、ご意見を寄せて下さった方々に深く感謝申し上げる。 

 


