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アリストテレス「オルガノン」におけるピュシスの役割 
徳山工業高等専門学校　高橋祥吾 

1. 本発表の目的と問題の所在 
　本発表の目的は，アリストテレスの倫理学は自然主義的に理解可能かという点を「オルガノン」
（方法論）の観点から検討することである．そのために，「オルガノン」における「ピュシス」
の用いられ方に注目して考察する． 
　このような考察が必要なのは，アリストテレスが「オルガノン」以外の著作のなかで，自然本性
に基づく議論，つまり自然概念による正当化を行っているからである．たとえば，『政治学』第
一巻第二章の「人間は自然によってポリス的な動物である」という議論も，人間の自然本性に基
づいて議論が行われている．また奴隷制擁護のような現代では受け入れがたい主張も同様であ
る ．もしアリストテレスがこれらの議論を，論証あるいは問答法という自らの方法論に従って構1

築しているのならば，「ピュシス」に基づいた議論は論証か問答法によって説明可能となっている
はずである． 
　また，現代においては，新アリストテレス主義の自然主義 (Neo-Aristotelian Naturalism)  2

と扱われる立場が存在する．アリストテレスの倫理学に影響を受けた徳倫理を構築するハーストハ
ウスも自然主義的に徳倫理を説明しようとしている一人であるが ，彼女のような新アリストテレ3

ス主義が，アリストテレス自身の立場と完全に一致するというのは考えがたい ． 4

　近年では，Inwoodがアリストテレスの倫理学の固有の特徴は「徳倫理」よりも「ある種の倫理
的自然主義」と考え ，アリストテレスの自然主義的倫理学の後代への影響を論じている．しか5

し，自然主義的な解釈がどこまで正当化できるのかは，まだ検討の余地があるように思われる． 
　以上を踏まえて本発表では，「オルガノン」における「ピュシス」の用例を考察する．自然主義
的な議論と見られる箇所ではなく，方法論の理論を検討することで，そもそも理論において自然
主義的な解釈が許容される余地があるのか，あるいはアリストテレスは自然主義的な議論を想定
しているのかを検討したい．手順としては「オルガノン」におけるアリストテレスのピュシスの用
法を調査・検討し，そこからピュシスに基づいた主張によって倫理的な主張を正当化できるのか，
その可能性を検討する．しかしながら，本発表の範囲では，自然主義的な解釈に対して悲観的な
評価が与えられることになるだろう． 

 自然概念による正当化の事例は，次の文献でも挙げられている．松浦和也,「「自然」の諸相 : アリストテ1

レスの女性像を通じて」,『理想』, 696号, (理想社, 2016): 50.

 この「新アリストテレス主義の自然主義」という分類は以下に基づく．Lenman, James, "Moral 2

Naturalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://
plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/naturalism-moral/>.

 Ｒ・ハーストハウス, 『徳倫理学について』, 土橋茂樹訳, (知泉書館, 2014), 292ff. 3

 たとえば『政治学』においては，稲村が，新アリストテレス主義的を含め現代的なアリストテレス解釈と4

アリストテレス自身の立場の齟齬を指摘している．Inamura, Kazutaka, Justice and Reciprocity in Aristotle's 

Political Philosophy, (Cambridge University Press, 2015), 1-25．

 Brad Inwood, Ethics After Aristotle, (Harvard University Press, 2014), 7.5
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2. 「オルガノン」における「ピュシス」の用例 
　「オルガノン」の中で「ピュシス(φύσις)」は，専ら「自然によって（自然において, φύσει）」  6

という表現と，「自然に則して(κατὰ φύσιν)」という表現で現れている ．これらの用例のなかで，7

用いられる頻度が多い例が二つある．それは，(1)固有性の例として用いられる場合，(2)「自然に
おいて同時」という場合である．この二例に(3)その他の特徴的な事例を合わせて検討していくこ
とにする． 

2.1 固有性の例 
　固有性の例は『トポス論』第5巻で挙げられている．具体的には，次のような例が挙げられてい
る． 

火の固有性は，「自然に則して上方に運ばれるもの」である． 
πυρός ἐστιν ἴδιον τὸ ἄνω φέρεσθαι κατὰ φύσιν　(Top. 137b37)  8

土の固有性は，「自然に則して下方へ運ばれるもの」であろう． 
εἴη ἂν τῆς γῆς ἴδιον τὸ κάτω φέρεσθαι κατὰ φύσιν. (Top. 135b4) 

たとえば，人間の固有性を「自然によっておとなしい動物」と立てる人は，交換してに述
語付けられるものを固有性であると与えたので…… 
οἷον ἐπεὶ ὁ θεὶς ἀνθρώπου ἴδιον ζῷον ἥμερον φύσει ἀντικατηγορούμενον μὲν ἀποδέδωκε τὸ ἴδιον,
……（Top. 132a6−7）  9

（下線部は発表者による） 

このような固有性を例として挙げるとき，アリストテレスは固有性の中でも「自体的な固有性」を
想定していると考えられる．『トポス論』第5巻第1章で固有性は，「自体的な固有性」，「関係
的な固有性」，「恒常的な固有性」，「一時的な固有性」の四種類があると述べているが，「自
然によっておとなしい動物」という人間の固有性は，「自体的な固有性」の例として挙げられてい
る(Top. 128b18)． 
　さらに，『トポス論』第5巻第5章では，「自然によって属すもの  τὸ φύσει ὑπάρχον」を固有性
として立てようとして，「二足」のような「つねに属すもの　τὸ ἀεὶ ὑπάρχον」を述べてしまう場
合が語られている(Top. 134a5−16)．ここでアリストテレスは，「知識を受け入れうる動物　τὸ ζῷον 

ἐπιστήμης δεκτικόν」という固有性は，「自然によって属すもの」だと述べている．そしてまた，

 φύσειの訳は，「自然によって」や「自然において」だけでなく「生まれつき」など文脈によって別の訳が6

適切な場合があると考えられるが，本発表では多少不自然でも「自然によって」と訳している．

 調査は，TLGによる「オルガノン」各書への検索に基づく．7

 同様の例は，103a298

 同様の例は，138a11, 139a19.9
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「自体的な固有性」の例として「知識を受け入れうる可死的な動物」が挙げられている(Top. 

128b35-6)．ここから「自然によって」と「自体的　καθ' αὑτὸ」が密接に関係していることがわか
る． 
　このようなφύσιςとκαθ' αὑτὸ を同一と見なす解釈は池田が行っている ．実際，『自然学』第2巻10

第1章では，自体的に帰属することは自然に則して帰属することと同じであることが示されていて，
その場合の事例も火に「上方に運ばれること φέρεσθαι ἄνω」が属す場合が挙げられている(Phys. 

192b35–36)．さらにこの箇所では，「自然によって」と「自然に則して」の区別は明確には与えら
れていない(Phys. 193a1). 

2.2  「自然によって同時」 
　二つ目の事例は，「自然によって同時　ἅμα τῇ φύσει」というものである．この例はとりわけ
『カテゴリー論』と『トポス論』で言及されていて，両方の著作で扱われている内容は関連してい
る．そこで『トポス論』に基づいてみることにしよう．『トポス論』では，定義が「より先のも
の」や「より知られているもの」を通じて構成されている必要があるとされている(Top. 

141a26−7) ．つまり，自然によって同時のものを用いて定義づけをしても，適切な定義にならな11

いのである． 
　アリストテレスは「対立しているもの τὰ ἀντικείμενα」は「自然によって同時」であるという
(Top. 142a24)．さらに，「同一の類から対立的に分割されたもの　τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀντιδιῃρημ

ένα」も，「自然によって同時」だと言われる（Top. 142b8）．この「同一の類から対立的に分割さ
れたもの」の例として，数という類における「奇」と「偶」という種差を挙げる． 
　『カテゴリー論』では，このような「自然によって同時」のものをまとめて，次のように説明し
ている． 

ゆえに，「自然によって同時」と言われるのは，一方で存在の随伴関係に則して相互に交
換するもので，他方で一方がもう一方の存在の原因でない限りものである．また同一の類
から相互に対立的に分割されたものである．そして無条件に同時であるものは，それらの
生成が同じ時にあるものである． 
 ἅμα οὖν τῇ φύσει λέγεται ὅσα ἀντιστρέφει μὲν κατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀκολούθησιν, μηδαμῶς δὲ 
αἴτιον τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ τοῦ εἶναί ἐστιν, καὶ τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἀντιδιῃρημένα ἀλλήλοις· 
ἁπλῶς δὲ ἅμα, ὧν ἡ γένεσις ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ.(Cat. 15a7–12) 

『カテゴリー論』では，『トポス論』と異なり「より知られているもの」が考慮されていないた
め，「自然によって同時」は「存在の随伴関係」のように「存在」の関係として規定されている．

 池田康男 (訳),『アリストテレス『トピカ』』, 西洋古典叢書, (京都大学学術出版会, 2007), 395-397. 10

 この「より先のもの」や「より知られているもの」も，「自然によって」が関係していると思われるが，11

『トポス論』では「無条件に ἁπλῶς」が用いられている(Top. 141b5)．山口は，ἁπλῶςは「他の著作ではしば
しばφύσειという形で表現されている」と指摘しているが，具体的な箇所は示していない．(山口義久 (訳),
『トポス論』, 新版アリストテレス全集 第3巻, (岩波書店, 2014), 233n3.)
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このとき，『カテゴリー論』では，この関係に基づいて倫理的な主張が行われているようには見
えない．そして『トポス論』も同様である． 

2.3　その他の用例 
2.3.1 ノモスとピュシス 
　その他，注目すべき用例として『ソフィスト的論駁について』に，いわゆる「ノモス」と「ピュ
シス」の区別に基づく議論についての言及がある(SE 173a7ff.)．アリストテレスは，これはプラト
ンの『ゴルギアス』においてカリクレスが用いたものであり，逆説（παράδοξα）を語らせるため
に最も用いられているトポス（論拠，論法）として取り上げている．このときアリストテレスは，
昔の人々もこのトポスを用いて議論をしていて，彼らにとっては，ピュシスに則していることは真
であり，ノモスに則していることは多くの人々にそう思われているだけのことだと言う(SE 

173a14–15)． 
　このようなノモスとピュシスの対立関係に基づくトポスは，トポスとしてはあくまで逆説に導
くものとして，アリストテレスは扱っている．しかし，『ゴルギアス』のカリクレスの例が挙げら
れているように，このトポスが対象とする話題は，「正義」のような倫理的な事柄である．この
ことから，正義の説明が自然に則している場合，その説明は真であると見なされると一般に信じ
られていたと考えることは可能かもしれない．しかし，ノモスとピュシスに基づくトポスとしては
あくまで逆説に導くものであり，ピュシスに基づく議論の正当性は，さらに別に求められなけれ
ばならないだろう． 

2.3.2 問答法とピュシスの関係 
　『ソフィスト的論駁について』では，「何らかの自然(本性)を証明しようとする術のうちいかな
るものも問を立てる術ではない 」と言われている(SE 172a15–6)．「問を立てる術」とは問答法の12

ことであり(SE 172a17–8)，その問答法は吟味の術でもある(SE 172a21)．それに対して，何らかの自
然を証明する術として想定されているのは論証である．問答法は特定の自然や類を対象とするもの
ではない(SE 172a37)．その役割は，論証に割り当てられていると考えられる． 

3. 考察 
3.1 論証とピュシスの関係 
　以上の調査から自体的な固有性という形で，問答法は自然に即した性質を取り扱うということ
がわかる．さらに想定されるのは，ピュシスを証明することが論証の機能として与えられていると
いうことである． 
　「自体的」と「自然によって」が同じように扱われうることから，論証とピュシスの関係を導き
出すことができる．『分析論後書』第1巻第4章は「自体的」の四つの意味が説明されている．ま
た論証の前提は，このうち第1巻第7章では，論証は，類と公理，そして，自体的に帰属するもの

 οὐδεμία τέχνη τῶν δεικνυουσῶν τινα φύσιν ἐρωτητική ἐστιν12
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(τὰ καθ' αὑτὰ συμβεβηκότα)が，論証の要素として挙げられている(APst. 75a39–b2)．論証は，類に自
体的に帰属するものを結論として導き出す． 
　『魂について』の冒頭第1巻第1章では，この論考の目的が，魂のピュシスつまり本質を，そし
て魂に帰属することを観察して認識を手にすることだと言われている(DA 402a7–8)．ここでは，
「魂」が類として扱われている．この箇所は探究方法として論証が念頭に置かれているように見え
る． 
　そして，論証の類に固有の原理は，別の類に適用することができないことに注意しなければな
らない．アリストテレスにとって学知は，学知の対象だけ数があり，原理もその対象に固有のもの
で，他の対象に用いることはできない．例えば，幾何学に固有の原理に基づいている推論は，幾
何学以外の学に用いることなどできないのである(172a4‒5)．したがって，「自然」もまたひとつ
の類であるから ，「自然」についての学の原理も，別の学に適用することはできないだろう． 13

　このことから帰結するのは，自然学に基づく原理を使って，倫理学に関する主張を導き出す論
証は，アリストテレスにとっては不可能だということである．少なくとも現代において言われる「哲
学の自然化」であるとか「倫理学の科学化」のようなことをアリストテレスに見いだすのは至難
であろう． 

3.2　問答法とピュシスの関係 
　それでは，論証以外の方法として，問答法では，自然主義的な倫理学は正当化できるだろうか．
そもそも倫理学の方法論は，論証ではなく，問答法であると見なされることが多い．『ニコマコ
ス倫理学』第6巻の論述からも，数学や自然学のような「他の仕方ではありえないもの」という必
然的な事柄を扱う学知は論証と関係するが，倫理学は「他の仕方でもありえるもの」という必然
的でない対象と関わり，そのため論証とも関わらないように思われるのである．そして，論証が
特定の類だけを対象とするのに対して，問答法はそのような制限はなく，あらゆる事柄を対象とし
うるため，自然学も倫理学も取り扱うことが可能だと考えられるのである． 
　しかしながら，自然学に関わる命題から，倫理的な主張を導き出すことをアリストテレスは考え
ていないように思われる．『弁論術』では，弁論術の推論（エンテューメーマ）と問答法の推論
は，固有の命題を用いる時は，論証と同じように類を超えた前提の適用を許されていない．アリ
ストテレスは以下のように言う． 

その一方で，「固有のもの」とは，個々の種と類をめぐる(前提)命題に基づいている限りのも
のである．たとえば，自然のことについて前堤命題があり，それらに基づいては，倫理的なこ
とについてのエンチューメーマも〔問答法の〕演繹的推論も成立しない．そしてこれら〔倫理
的なこと〕についての他の(前堤)命題は，それらに基づいては自然のことについての〔エン
チューメーマも演繹的推論も〕成立しない．そして，このことはすべてのことについて同様で
ある．(Rhet. 1358a17−21) 

　 

「というのも，自然は，存在の[うちの]ある一つの類だからである」 ἓν γάρ τι γένος τοῦ ὄντος ἡ φύ13

σις.(1005a34)
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弁論術だけでなく，問答法の前提に自然的なものと倫理的なもの，そして論理的なものがあるこ
とは『トポス論』でも述べられている(Top. 105b20–1)．上記の『弁論術』の引用の内容も，問答法
に同様に適用されるだろう．実際，火や土の固有性は，あくまで自然に関するものであり，人間
の固有性についても，アリストテレスはそこから倫理的な主張を導き出したりはしていない． 

4. 結論 
　以上のように，「オルガノン」に見られるピュシスの用法からは，自然概念による倫理的主張
の正当化というものは見いだしがたい．むしろ，アリストテレスはある学が別の学の正当化の根
拠になることを認めていないように思われる． 
　しかし，以上を踏まえつつ，アリストテレスが自然に基づく主張から倫理的主張を導くことを正
当化しうる可能性を仮説として提示できるかもしれない． 
　（１）ひとつめは，学問ごとに与えられるべき定義が異なる，つまり定義が示す本性が異なる
という可能性である．『魂について』では，自然学者と問答法家では「怒り」についての定義が
異なると，アリストテレスは述べている(DA 403a29ff.) ．このことから，探究方法によって，ある14

いは自然学か倫理学かのような学問の違いによって推論の前提となる定義が異なり，導かれる結
論も変わると考えられるかもしれない．Hicksによればこの箇所の「問答法家」の怒りの定義は『弁
論術』(Rhet. 1378a30)に基づく ．弁論術は政治学と問答法に関連することから(Rhet. 1356a20ff.)，15

自然的な対象についても，政治学で論ずるに相応しい定義が与えられうる（与えられている）かも
しれない． 
　（２）もうひとつの可能性は，自然よりもより上位に規範性が位置づけられているという可能
性．あるいは規範性を持った自然概念は，固有の原理としてではなく，複数の学問に適用できる
共通の原理（公理）として機能しうるというものである．たとえば『政治学』第1巻第2章では，
「自然によって」支配者と被支配者がいることが述べられていて，支配者かどうかは，思考能力よっ
て（διανοίᾳ）区別されている(Pol. 1252a30–1)．この思考能力の区別が，生物学や形而上学（質料
形相論）によって説明されてるとしても ，究極的には目的論，あるいは「善」に支えられている16

としたら，自然概念によって正当化されているというよりは，目的論によって正当化されていると
考えるべきであろう． 
　以上の（１）と（２）の可能性のどちらが適当であるのか．あるいは両者の複合か，まったく
別の可能性なのかは，今後の課題としたい． 

※この研究は科研費17H02257の助成を受けています． 
※発表時に存在した誤字や文字抜けによる文意が不明な部分を修正(2017/11/04) 

 ただし，ここで挙げられている「問答法家(διαλεκτικὸς )」が，アリストテレスの問答法を用いる人なのか14

は断定できない．たとえば，中畑は「問答技術者」と訳すことで，アリストテレスが考える問答法を用いて
いない可能性を示唆している． 中畑正志, 『アリストテレス『魂について』』, 西洋古典叢書, (京都大学学
術出版会, 2001), 12.

 R. D. Hicks, Aristotle De Anima: With Translation, Introduction and Notes, (Cambridge University Press, 15

1907), 201.

 この点は，松浦, 「「自然」の諸相」, 54-58を参照．16
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