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北大文学研究科紀要 113 (2004) 

アリストテレスにおける力と運動

一一可能態、，完全現実態そして現実活動態一一

富山葉千

はじめに

アリストテレスにおいて，運動や持関そして空間の解明をこととする自然

哲学は可能態と現実態という彼の形調上学を構成する主要概念によりその理

解が試みられている。そのことは，一方，自然物の運動の理解なしには，彼

の形而上学が明確なものとはならず，他方，彼の存在論的・形荷上学的概念

の習得なしには自然学上の知識を獲得しえないことを意味している。本稿に

おいては w形市上学』および『自然学』の分析を通じて，自然学的対象であ

る運動の理解と形而上学構築の基礎作業を試みたい。絶えざる論争の的であ

る運動の定義を取り上げ，そこに現れる可能態と完全現実態は同ーの存在者

の別の観点からの記述であることを明らかにしたい。その解明を通じて，デュ

ナミス(可能態)，エンテレケイア(完全現実態)そしてエネルゲイア(現実

活動態)という存在論の概念の理解を深め，運動の定義をめぐりそれらが判

別される文献を確定したい。

2 

アリストテレスは f自然学~ III巻において「運動が何であるかJ (200 b 13) 

を探求しその定義を試みるさい，完全現実態と可能態という存在の様相原理

さらには存在の範轄区分に基づいて規定を企てる (200b 25-201 a 3) 0 I或る
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ものは完全現実態においてのみあり，或るものは可能態においてまた完全現

実態においである。或るものは或るこれであり，他はこれほどのであり，ま

たこのようなであり，存在の他の範轄についても同様にあるJ(200 b 26-28)。

これらの存在監分のもとに把握する試みはひとつにはプラトンが「運動」を

「ある」と「静Jとともに「最大類J(Sophistes， 254 d)としたことに対応す

るためである。また，このことは「なる」一殻の規定は「ある」の了解なし

にはありえないそのような基本的な存在理解のもとでの運動論をめざしてい

ることを示す。この存在区分において注目すべきは，存在の様相分析である

可能態と完全現実態双方においであるものが「或るものJ として同一存在者

に属するとされていることである O 後述のように，運動はそのような存在者

として定義を与えられることになる。存在論上の運動の解明はガリレイや

ニュートン等の運動論と関連を持ちながらも，それに還元されてしまうこと

のない次元を確保していることも合意しよう O とりわけ自然世界は秩序正し

いものであり (252a 12)，その秩序正しさを保つものとして，四元素の本来

的な場所とそこへの自然的な運動を基礎に構成さFれる費料と，それらを秩序

づける他の三つの根拠が提示される。自然界の秩序正しさの探求は従って西

原因の探求に収数ずる O 変化という無限の棺貌を持つこの現実を一定の枠の

なかで理解することこそ自然学の課題である。運動論は秩序という自然が持

つ価値的な枠組みのなかで構成されており，中立的なものではない。基本的

に秩序を構成する運動や力を解明できれば，破壊的なものはその否定として

理解しうるので，運動論は包括的なものでありうると言えよう O 今この大き

な問題を論じることはできないが，力，運動の本性をそして出来事および行

為との諸関連の端緒を明らかにすべく，主にIII.1の分析を介して，その手が

かりを得たい。

アリストテレスはIII巻冒頭で「自然とは運動と変化の原理であるJ ことを

確認する (200b l3 f) 0 i運動 kinesisJ(1)と「変化 metaboleJがいかなる関係

にあるかはここでの論述と V巻の論述のあいだに或る緊張がある。 III.1では

「運動と変イ七」は区別されることなく，運動が実体の生成消滅，性質変化，分

量変化そして場所移動に帰属するものとされ，運動論は変化一般に対応する
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アリストテレスにおけるカと運動

ことがもくろまれている (200b 33-201 a 4) 0 それに対しV巻においては，実

体の生成消滅は運動に数えられていない。「すべての運動は何らかの変化であ

り， [性質，量そして場所]上述の三つが変化でおり，これらのうち生成と消

滅は運動ではなしこれらは矛盾対立に却したものであるので，運動は基体

から基体への変化だ、けであること必然である J (225 a 34-b 3)。

V.1においては，存在の範曙思分のどの種類のものに変化と運動が属する

かについて新たな分析基準を導入することによりその差異を確定している。

まず彼は変化 (metabole)の一般的な把握を語義上の分析に基づいて提示す

る (225a 1 f) 0 r変イ七」は metaという接頭辞が示すように，その語義からし

て，時系列のなかでの先後を合意している O 「すべての変化は何ものかから何

ものかへである。その語それ自身が示すように，或る別のものの後に (meta)

何かということ，つまり一方，より先なるものを，他方，より後なるものを

示している J (225 a lf)。つまり，時系列において同一に留まらないもの，侭

か別のものがあるなら，変化の原理がいかなるものであるかに対する直接の

考慮なしに，それはすべて変化であると理解してよいということである。こ

の一般的理解は次の四つの分類を導く。変化は(1)基体から基体へであるか，

(2)基体から基体でないものへであるか， (3)基体でないものから基体へである

か， (4)基体でないものから基体でないものへであるかのいずれかに属する。

ここで「基体」とは「肯定的に明らかにされるもの (tokataphasei deloum回目

on) J (225 a 6 f)のことである。ここで(1)に運動が属し， (2)に消滅が， (3)に生

成が属する o (4)には反対および矛請の対立関係を確立できないので変化は属

さない。或いは「白くないものから痩せていないものになる」といういかな

る明確な規定を持ち得ない付帯的な変化の表現を得ることができるだけであ

る。

ここで，基体とは何らかの存在者として否定語を用いずに立てられるもの

のことである。変化には「あらぬ」という否定の開題が常につきまとうが，

「端的に「これJ と指示されないものは決して動かされないJ (225 a 25)と

われる O あらぬものが運動することは不可能だからである。そのことはあら

ぬものからあるものが生じる生成が運動であることは不可能であることを示
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している。また消滅も運動ではない。「というのも，運動に反対なものは運動

か静止かのいずれかであるが，消滅は生成に反対のものだからであるJ(225 

a 32 f) 0従って，基体から基体への変化だ、けが運動でなければならなしユJ(225

b 2)と結論づけられる O 存在の範轄区分によれば，運動には性質の運動，

の運動そして場所上の運動の三種類があること必然であるJ(225 b 7 f)。この

ことは実体論からすれば，運動はすでにその存在が確立された存在者の持続

を前提にしたうえで，その基体が変化を蒙るさいには，反対関係例えば場所

移動の場合は右から左へ，上から下へという類の変化に限定されるというこ

とである。「運動J が帰属する存在領域は以上のように確定されているO

これはIII.1における「変化工運動」論と盤簡をきたしていることは明らか

である。これは非存在をいかに理解するかによって異なる二つの立場である

と言える。非存在を「端的な非存在J と理解するか「或るあらぬものJ と理

解するかにより，扱いが異なってくる (cf.187a 5 f) 0 '端的な非存在」からの

生成を実体生成であるとすれば， V.1の運動とはあいいれない。ただし， III. 

1においては，欠如態 steresisJ(201 a 5)が「形態」の対義語としてもちい

られており，それは必ずしも「端的な非存在Jを意味しないように思われる。

「欠如態」は 'Fであることを欠いているものJ として「或るあらぬもの」を

意味する O このような仕方で非存在を処理することにより，生成変化一殻の

理論を構成しうる。「人間J(202 a 11)の形成や「建築J(201 a 18)も一つの

実体生成の例として理解できょうが，一つのものから他のものへの変化を或

る基体のもとでの「欠知態」から「形態」の獲得という構造において総じて

把握することができるとする限り，運動を変化論として論じることができる

と思われる w自然学~ 1巻における変化の三局構造を運動論として提示した

ものがIII.1であると理解することができる。しかし，以上のことは文脈の相

違，つまり非存在の扱いが相違する場合には厳密に両者を分離しなければな

らないことをも示している。そこでは欠如態と形態双方を受け入れうる基体

の持続の問題も先鋭化される O そのさい，実体をはじめあらゆる事物の生成

の根源にある，それ自体では何ものでもない第一質料の基体性が解明される

べき緊急の課題となるであろう(九私は「変化ニ運動」論における運動は同じ
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構造において変化を扱いうる限りの広い意味での「運動」を意味しており，

V.1の運動論におけるそれは狭い意味での「運動」を意味すると解する。厳

密な相違の把握は他所に任せられ，支障がないところで、は，例えばW巻の時

間論においても「今のところは，われわれが運動と語るか変化と諮るかには

何も差異がないものとしよう J (218 b 19 f)と言われている。

本稿の関心は変化のー形態である運動が何であるかをIII.1の定義の分析

を通じて明らかにすることである O その手掛りを f形而上学~ @.1における

可能態現実活動態論のなかで提示されている力学的な運動論に求める。

3 

アリストテレスは『形市上学~ @巻において(それは『形市上学』中心巻

を構成するものとして存在解明をこととするものであるが)， E 2冒頭で挙げ

られた存在の四つの語られ方のうち，可能態と現実活動態 (@.1-5運動に即

したもの， @.6-9事物の一性を形成するもの)と真理論 (@.10)の解明を企

てている O 私はここで，運動に即した力の分析を介して運動の何であるかの

解明に向かう。 @1の存在分析は運動の存在論的分析の手がかりを与えるよ

うに思われるからである。存在は，範轄に即して語られるとともに「存在は

可能態及び完全現実態、に却してそして働きに即してはatato ergon [現実活

動態に却してJ)語られるので，われわれは可能態と完全現実態について，そ

してはじめに，かたや， とりわけ本来的に語られるが，しかしわれわれが現

在目論んでいることがらに対しては最も有益であるというわけではない可能

態について規定しよう O というのも，可能態と現実活動態は単に運動に即し

て語られるものどもよりも広いからである。これ[可能態]について語って

から，現実活動態についての諸規定のなかで他のものどもについても明らか

にしよう J (1045 b 33-46 a 4) 0 この訳は「働きに却してJ を「現実活動態に

即してJ の意味で解することにおいて，また可能態と完全現実態を結ぶ結合

なalか(，及び」ないし「とJ) を同一存在者に同時的に属するニつの存在

様式と解することにおいて従来のものと異なるJ可能態及び完全現実態に即
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して」は「働きに却してJ と組をなし，存在分節として対比されている。可

能態及び完全現実態と働きの紐は「運動に即して」なされる存在分析である

のに対し r可能態と現実活動態」の組は運動をも含めそれより広い存在領域

をカヴァーすると私は解する O それ故によ記の E2の対応箆所は「可能態と現

実活動態における存在J (1026 b 1 f)として分節されている。

まず r働きに即してJ を「現実活動態に即して」と読むことができるとす

る根拠を次の箆所に求めることができる。 f皮は @8において「現実活動態は

働き (ergon)である O それ故に「エネルゲイア」という名古百も「働きに却し

てなatato ergon" J語られまた完全現実態にまで拡張するJ (1050 a 21-23) 

と述べ r働きに却して」が「現実活動態に即してJ を意味しうることと，何

かが現実活動態においであるなら，それは常に完全現実態においてもあると

りうることを指摘している。ここで「現実活動態に即してJ ではなく「働

きに即して」と記されているのは，通常「現実活動態」は「完全現実態」を

包摂することから，現実活動態の一部分である作用面を運動が問題になる文

脈において確定し，完全現実態と判別するために用いられている O 例えば，

「数をめぐる関係J (eg.多と少)については「運動に即した現実活動態は存在

しない」と言われる場合に，エネノレゲイアはキーネーシス(動き)を意味し

ている(1021a 20， cf.431 a 7) 0 

「エネルゲイア(現実活動態・働き)Jがどのような存在領域をどのような

仕方でカヴアーするかを解明することが@巻の大きな課題であるが，ここで

は論じ得ず，本論最後に簡単に触れうるにすぎない。ただ，語ID上からしで

も「エネルゲイア」が動語形「エネノレゲイン」を取り得るのに対し rエンテ

レケイア」は名語表現のみに限定されることは，一方 rエネノレゲイア」は働

きという「活動」・「作用」と働きの結果としての「成果」そ意味しうること，

他方 r完全現実態」は存在の一つの状態を意味していることを示唆する。「エ

ンテレケイア」という語は「完全な状態にあること (entelesekein) J ないし

「完全を持つこと (toentelos ekon) Jの派生であることを考慮に入れるとき，

それは活動よりも一つの完全な状態を想定すべきであると思われる(九「完全

現実態においてあって」と Be動認の分詞形で表現されるときは，常に「現実
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活動するJ ないしその活動を表現する動詞を現在形ないし分語形で用いるこ

とができる，そのような状態である (eg.De Anima， 417a29， Phys. 201a16， 

a28)。

次に，同一の存在者が可能態でも完全現実態でもありうることは，これら

の様相概念が異なる視点から語られることから導かれる。例えば r可能態に

おいてありながらも完全現実態においてないものは不定なものであるJ と

われる場合に，それは完全現実態においである一定な存在者が問時に伺かの

可能態においであるのを妨げないことを含意している(1007b 28， cf.1009 

a 34)。被は可能態と完全現実態を存在者として対比するさいには，

"kata" omして)をそれぞれに付してJ対比を明らかにしている(1019a 5 ff)。

例として「可能態に郎して半分の線は全体の線より，部分は全体よりそして

質料は実体より先であるが，完全現実態に即しては後者がより先である」

(1019 a 8-10) が挙げられる O 彼は『魂論~ II. 5において「可能態と完全現実

態について区別しなければならないJ (417 a 21)とするが，そこでの分節の

議論は一人の「知識ある者」が同時にこれら二通りの仕方に分節されている

と読むことができる。一つの記述によれば，伊jえば微分の学習に関して，ニ

次関数の知識に基づき「学習を通じて変化そ蒙り J，無知という「反対の状態」

から微分の知へ向かうという意味でその学習者は可能態において「知識ある

者」である (417a3lf)。他方，その学習者は微分の必要条件としてのこ次関

数の知識を持っており「そのひとが望めば知を行使できる」状態であり，先

述の微分の学習のただなかにおいては，二次関数の「知識を行使しており，

つまり完全現実態においである」そのような「知識ある者」でもある (417a28

f)o 同一の微分の学習という事態について前者を微分の知に関して可能態に

後者を二次関数の知に関して完全現実態に分鮪することができる。この分節

の仕方は運動理解に不可欠であり，この理解の正しさは今後の議論から確認

されよう。以上が従来の理解と異なる読みの根拠である。

この箇所で確認すべきことは，可能態及び完全現実態と働きの組が「運動

に即した」存在の分節であることと，一般にはエネルゲ、イアはエンテレケイ

アが存在することの十分条件となることである O なお，彼が「呂論んでいる

7 
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ことがら」とは H巻までの議論をふまえ実体の一性を説明するものとして可

能態現実活動態の理論を展開することであるO そこでは実体が一性を獲得す

る過程，運動が問題ではなく，実体として実現された存在者の一性が問題に

なっている (4)。

それに対し，運動に却して語られるデュナミス(可能態・力)は「とりわ

け本来的に」そうであると語られる「第一のデュナミスJ (1046 a 10)である。

なぜなら，運動や変化はそこにわれわれが力を見出しやすい最も身近な事象

だからであると患われる。この第一の可能態は次のように規定される。

の形相との関連にある限りのデュナミスはすべて何らかの原理であるが，

(A)その第一のデュナミスは別のもののうちにおける或いは踏のものとして

の変化の原理である。というのも，一つには，受動することのデュナミスは

受動ずるもの自身における，別のものによる或いは耳目のものとしての，受動

的変化の原理であるからであり，もう一つには，別のものによる或いは別の

ものとしての変化の原理による，劣化や破滅に対する非受動[抵抗]の状態

(heksis)がデュナミスであるからである。というのもこれらのすべての規定

のうちに第一のデュナミスの説明言表 [(A)]が内在するからである」

(1046a10-16， cf. 1019a15ff)。これは運動に即した可能態がいかなるものであ

るかを理解するうえで重要である。定義 (A)が第一のものであり，その一

つは受動することの力に言及するが I別のもの」という仕方でそれは必然的

に能動することのカを合意する O

ム12の平行笛所においてはその能動的力が事到により言及される。 I(B) 

デュナミスは，他のもののうちにおける或いは地のものとしての，運動或い

は変化の原理である。例えば建築祢?という力 (heoikodomike dunamis) は

建てられるもののうちには存しないJ (1019a15-17， I第一のデュナミスJ

1020a5f)o 

変化の原理の規定において「別のものJ I他のものJへの言及は能動者と受

動者を分節する必要からなされる O 変化運動には能動者と受動者の存在が不

可欠であることを合意している。能動者から見れば，別のものは受動的変化

の原理としての力を持つものであり，受動者から見れば，別のものは能動的
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変化の原理としての力を持つものである。

能動的力と受動的な力を含むこのデュナミスの第一定義における明日のも

ののうちにおける或いは別のものとしての」という限定匂は力の所在を鮮明

にする。変化のあるところ，そこには常に何らかの力が働く。無限に多様で

ありうる変化を統一の柏のもとに抱握すべしこの限定は変化における力を

捉える調点を提供する。例えば，監者が自らを治療するという行為は，この

場合たまたま匿者と患者は同一人物であったが，このような付帯的なケース

に関与する時，記述の多様性のゆえに同ーの変化を特定することはできなく

なる r援措という力は癒される者のうちには存しでも，癒される者としてで

はなしlJ (1019 a 16 f)と限定される時，霞術という力の所在は医者である限

りにおけるひとに属することがはっきり規定される。一つの変化のなかに，

運動と力の所在を判別することは変化の再定のために重要なことである。変

化を蒙るものとは異なる別のもののうちにないし別のものとしてのものに変

化の原理としての力を帰属させることは，変化，連動そしてそれに働く力を

判別するうえで重要な視点を提供する O しかし，これは関わられるものとの

対においであることが ï~ として」または r~である限りにおいてJ と訳さ

れる摂定句により示されている。これが運動に即した力の探求から得られる

基本的な了解である。

可能態は多くの場合変化にかかわり，おおよそ変化は関わるものと関わら

れるものに分節される O ここでは可能態は端的に「力Jないし「能力J r性能」

を意味しょうが，第一の力は能動者と受動者の側双方から r別のものJへの

言及により，変化の原理として特定されている。 (A)の受動者の側からの記

述によれば，蒙る力により変わるさいの，或いは蒙る力に対し抵抗するさい

の力が問題になっている。誰かが石を動かすさいに，そのひとは力を加える

が，石は自らが持つ或る特徴，例えば三三次元の空間を占め或る比重と体積を

もっている，そのような性能の故に，力を受け動かされる。他方，それが加

えられた力に抵抗できるとすれば動かされないままでおり，それも石の一つ

の非受動的な力である。これは動かされにくさとしての慣性力と言ってもよ

しこのときは能動的カは発現しない。運動が成立するときは，能動力と
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動力の同時的発現が不可欠となる。事例としてはE.Halperによる「家を建

てる能力は，或る意味で，板や煉瓦が家に建てられうる能力であるJ を，ま

たJ.Tricotによる「能動的力と受動的力は，或る意味で，単独の同じ実在の

こつの椙補的な面に地ならない。火は水を蒸発させる能動的力を持ち，また

水は火により蒸発させられる受動的力を持っている」を挙げることができ

る(九これが還動に却した力が本来的な力として事物の一性を開示する可能

態現実活動態論の基礎をなしている状況であると思われるO

従って I能動することと受動ずることの力Jが「ーJ (1046 a 19 f)なるも

のであるとして，それはいかなる仕方でーであるかが震要な探求課題となる。

力は何ものかによる何ものかの変化を惹き起こし，また惹き起こしえないこ

とに関わる原理であることが，ひとつの存在様式の分節として可能態と完全

現実態および現実活動態が判別されねばならない根拠を提示している。ニつ

の力はいかなる仕方で一つのものでありうるのか，また変化にさいしてはい

かなる仕方で秩序を形成しうるのか，これらの開いに答える力の二つの相を

統一的に把握する理論が必然的に要求され，それが可能態現実活動態論の課

題となる。

「デュナミス」の第一の定義は『自然学~ II. 1.192 b 20 fにおける自然物に

ついて運動と静i上の原理を自らのうちに持つという規定と或る緊張関係にあ

る。他のものにより動かされるものと自ら動くものの関係はいかなるもので

あろうか。これは F自然学』の「とりわけアポリアとなる malistaaporeitaiJ 

(VIlI. 4.254 b 33)問題と関わる O 可能態現実活動態論はこれをクリアーするも

のでなければならない。アリストテレスは F形而上学~ (8) 8において Iわた

しはデュナミス(可能態)は単に耳目のもののうちにおける或いは別のものと

しての変化原理であると語られるものと規定されるだけではなく，一般的に

あらゆる運動ないし静止原理と規定されると言う。というのも自然もデュナ

ミス(可能態)と同じ類に麗するからである O というのも自然は運動原理だ

からであるが，別のもののうちにはなく自ら自身のうちにそれ自体である恕

りにおいであるJ (1049 b 5-10)と緊張関係に言及している。ここではこの問

題には入りえず，指摘にとどめる。明確なことは可能態の本来的な用法は，

10 
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何かが何かを動かすという力学的な運動論における力としてまずおさえられ

ていることである O もちろんそれは治療や教授という行為にも拡張しうる O

「運動に即した」可能態が基本的には「力(デュナミスわであり，これと

の帰一的な構造のもとに語られる実体の一性が問題にされる場合の「可能態」

と従来訳されてきたもののあいだに，どのような連絡をつけることができる

のであろうか。可能態と現実活動態の区別はメガラ派との議論から必要とさ

れるものである O メガラ派が提出したアポリアは r形部上学~ @3によれば，

誰かが例えば建築の場合において実際に建築活動している場合にだけ，その

建築能力が存在しており，建築活動を停止すると，その能力も存在しなくな

るというプロタゴラス流の主張である。時間 t1に活動を停止すると問時に

その能力も消失したとして， t 2に活動を再開すると突然その能力が付与され

るというこの見解はいかにも理にあわない。例えば損ることをやめるたびに

規力を失うとすれば I一日に幾度も育者であることになろう J (1047a9f)。

それ故にメガラ派は「ものの運動をも生成をも取り上げてしまう J (1047 

a 14) と批判される O 立っている者は常に立っており，座っている者は常に

座っていることになろうからである。かくしてアリストテレスは「可能態と

現実活動態は異なるものであること明らかであるJ (1047 a 18 f)と述べ，こ

つの次元の判別が不可欠であると主張する{九二つとは現実活動している次

元とその場合に現実活動の力を提供しているにしても，それに還元されるこ

とのない力を所持している次元である。何かが現実活動している場合には働

く力を持つものとそれを受ける力を持つものが協働している。一方，働きを

る力は働く力なしに発現されることはなく，他方，或る適切な状況におい

て働きを受ける力を持つものなしに，働きかける力は自らを発現しえない。

この二つの力は相関的なものであり類比的に把握されるJ一般にひとはあ

らゆるものに定義を求めるべきではなく，ただ類比関係を総観すること (to

analogon sunoran)で満足すべきである。例えば建築していることが建築し

うることに対する，また覚醒しているものが睡眠しているものに対する……

ような関係を。この差異の一方の部分においてエネルゲイア(現実活動態)

が規定され，他方においてデュナトン(可能なもの)が規定されたとせよ。
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しかし，エネルゲイア(現実活動態〉においであると語られるさいも，あら

ゆるものが陪様の仕方であるのではなく類比によって語られる，それがそれ

のうちに或いはそれに対し，これがこれのうちに或いはこれに対しであると

られるように。というのも，或るものどもはちょうど運動が可能態に対し

であるように，他のものどもは実体が何らかの質料に対しであるようにある

からであるJ (1048 a 36-b 9)。

このことは力というものの多様性を，さらにそれの発現との関係が同様に

多様であることを語っている。われわれの関心で言えば，最後の二つの例と

して挙げられた運動の可能態に対する関係と類比的なものとして実体の質料

に対する関係があることはアリストテレス存在論の理解において重要であ

る。運動と実体のー性も類比関係のなかに総合的に担握されている。

4 

これらの論述を踏まえ彼の運動の規定を主に r自然学~ III.1において検討

しよう。アリストテレスは「運動」の定義および説明を連続的に試み，その

都度この国難な対象の把握を着実に前進させている。彼は他の人々により企

てられる運動の諸規定が運動の定義の「容易ならざること J (201b17)を示

しているとする。彼らは運動を「他性J i不等性」そして「非存在」と規定し

てきたが，これらの否定的な規定によっても iこれらのどれもものが動くこ

とに必然的なものではない」と指摘する (201b 18-22)。動きを明らかにする

規定がもとめられている。披はIII.2において運動の規定が密難である理由を

次のように述べている。「運動が不定であると思われることの理由は，それを

存在者のうちのデュナミス(可能態)のうちにもまたエネルゲイア(現実活

動態)のうちに置くこともできないことである。というのも，量であること

が可能なものも，また現実活動態において量であるものも必然的に動かされ

るわけではないからであり，運動は何らかの現実活動態ではあるが，不完全

なものであると思われているからである。現実活動態がそれについてである

ところの可能的なものが不完全であることにその理由がある。それ故に，運
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動が何であるかを把握することは難しし勺 (201b 27-33)。つまり困難さは運

動を単に可能態に帰属させても，また単に現実活動態に帰属させても，運動

していることを捉えていることにはならないことにある O 彼は運動が何らか

不定で、あり，不完全なものであることを認めている。その理由は可能態にお

いであるものが不完全さを備えているからである O 従って，その不完全な状

態にある可能態の一様式を正確に把握する必要がある。さらにその存在者を

現実活動態にも同時に帰属させることが不可欠となる O 彼自身はIII.2の初め

で自らの定義がこれらの困難を克服していると考え，先人たちの運動の定義

と比べながら，自らの定義が「適切に語られたことは明らかであるJ として

いる (201b 16)。

運動の定義はIII.1で次のように導入されている1"それぞれの範鴎に却し

て，エンテレケイア(完全現実態)においであるものとデュナミス(可能態)

においであるものは分節されるので， (1)可能態においであるものの，その

ようなものとしての，完全現実態は運動である。例えば，性質変化されるも

のについては，性質変化されうるものとして，性質変化があり， (双方に共通

な名前はなにもなし:l)増大するものと対立的な減少するものについては，

大と減少があり，生成するものと消滅するものについては生成と消滅があり，

場所移動するものについては場所移動があるJ (201 a 9-15)。

この運動の定義(1)に関して従来議論されていることがらは，一つには

エンテレケイアが、(perfect)actuality (完全現実態Yを意味するのか，そ

れとも、actualization(現実活動化)かを意味するのかということであるへ

もし現実活動化をここで理解すれば「可能態においであるもの」のその能力

の発現過程が運動の定義として提示されていることになる。そこではこの

「の」は創始の属格 (genitiveof origin (source)) を意味し，そのものから

の力の発現として捉えられよう O 他方，もしそれが完全現実態を意味すると

すれば，完全現実態という一つの存在者の完全な状態が運動の定義に要求さ

れている O そこでは当該の窟格は別な理解を要求するであろう O 私はこの後

者の解釈を後に展開する。第二に，エンテレケイアとエネノレゲイアは問ーな

ものか苔かということである(九もし，これがしばしば混同されてきたよう
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に，両者が判別される文脈を特定できないとするなら，運動の定義は不明瞭

なままに留まるであろう。第三に I~ としてJ ないし I~である眼りにおい

てJ と訳されるもよという限定がいかなるものであるかもアポリアとなろ

う。(I)においては「そのようなものとしての」という不定の指示代名詞が

用いられているが，その実質は続く議論で明らかにされる。この設定は直接

的には「可能態においであるもの」を特徴づけるのか I完全現実態」を特徴

づけるのかも明らかにされなければならない。

(I)の定義の企てにおいて，まず確認しなければならないことは，存在

範轄と所謂掠相的存在区分の枠のなかで，運動の定義の試みがなされている

ことである。たとえ運動が一つの動きないし過程であるにしても，彼は運動

を一つの存在者として確定しようとしていることである O そして先人たちの

定義の臨難さを克服するために，アリストテレスはここで完全現実態と可能

態が分節されうるものであることに訴えて，四つの範轄に部して運動を完全

現実態と可能態の組み合わせにおいて定義している。問題はこの分節がいか

なるものであるときに，ものの運動，変化を捉えうるかということである。

彼はこの分節を明らかにすべく定義(I)を展開する。 I(II)建築されう

るものは，われわれがそれ自体をそのようなもの[建築されうるもの]であ

ると言う限りにおいて，完全現実態においであるとき，建築される，そして

これが建築である。学習や治療そして回転や跳躍また成熟や老いることも同

様である。或るものどもは陪じものが可能態においても完全現実態において

もあるので，ただしそれは陪時にではないか，或いは向ーの視点に即してで

はないが，例えば一方或るものが完全現実態において熱く他方可能態におい

て冷たいように，このこ kから，既に多くのものどもは相互に能動しまた受

動するということになるであろう O というのも，すべてのものは同時に能動

的でもあり受動的で、もあろうからである。従って，動かすものは自然本性上

動かされうるものであるJ (201 a 16-24)。

運動の例とされているのは建築であり，学官でありまた治療である。ここ

で、は I治療」や「跳躍」という能動的な行為が運動の定義(I)に包摂され

ているように見える。他方，石や木が「建築されうるものJ と捉えられる限
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りにおいて，運動は受動形で「建築されるJ と表現される O しかし，この事

例に見られるように，運動はこの「建築されうるものJのそれである。「建築」

や「治療」のような一般名辞は，先に見た「第一のデュナミスJ における分

節様式を通じて受動形により表現される限りにおいて，運動を表現するもの

となる O それは「運動は被可動なものの，被可動なものとしての，完全現実

態であるJ (202 a 7 f)という運動の規定における受動的表現「被可動なもの

(kineton) Jからも明らかである O 先に，変化の原理としての力は医者が自ら

を治療するようにたとえ同一物のなかにおけるものであれ，能動と受動に判

別される必要があるのを見た。外から力が加わり，動かされるものにおいて

運動を捉えようとしている。ニュートン力学の噴性の理論とは異り，アリス

トテレスにおいては運動のあるところには常に動かすものがある r成熟」に

おいても，成熟を蒙る身体にこそ運動が帰属する。そして，そのような分節

を可能にするものは rというのも，すべてのものは同時に能動的でもあり受

動的で、もあろうからである」という彼の認識である O これはこつの存在者が

関わる場合，それぞれ能動と受動の四つの力を少なくとも視野に入れなけれ

ばならないことを示しているo その力のやりとりにおいて，アリストテレス

は運動を受動物に帰属させる。そこに生じるアポリアに対し彼はIII.3で解決

を国っているが，本稿においては扱い簿ない。

ここでのわれわれの課題は可能態と完全現実態がどのような仕方で分節さ

れているのかを明らかにすることである。この簡所では，アリストテレスは

「われわれがそれ自体をそのようなもの[建築されうるもの]であると言う限

りにおいてJ と述べ，この限定は両者の関係を説明しているO 建築されうる

ものは木や石であり，それら自身をこの限定により「そのようなものJ つま

り「建築されうるもの」として限定している O 従って，この摂定は「建築さ

れうるもの」をまた(I)の定義においては「可能態においであるものJ を

特徴づけていることがわかる。可能態においであると記述される「ものJ を

可能態においである限りにおいて理解するということがこの限定の明らかに

していることである。この限定は可能態の側の「不完全さ」を躍定している O

従って，先述の属格「のJ の機能を可能態から完全現実態への経過および実
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現として読むことは禁じられているとしなければならない。当該の「ものJ

は何かの可能態に留まるとされているからである O そうであるとすれば r建

築されうるものJ と記述されるものは， 5:JUの視点からは完全現実態においで

あるものであることをここから読み取るべきであると思、われる O その事態を

アリストテレスはここで「同じものが可能態においても完全現実態において

もある」と表現している。河一事物を耳目の規点から見るとき，可能態におい

であるものが完全現実態においであるそのような存在分舗が探られるべきで

あるO

ここでは次の分節が想定されている。 しうるものは，教えられうるも

のである限りにおいて，完全現実態においてある時，学習する。ここで関わ

れるのは与格表現で表される完全現実態とはいかなるものかということであ

るO 学官しうるものが完全現実態においであるとは，例えば，微分を学習し

うるものが完全現実態においであるのは，例えば二次関数の知識において完

全現実態においであることであろう。微分の知識を持っているが発動させて

いない状態から発動させることは「運動」とは呼ばれず r完全現実態におい

であるものが，それ自体として，現実活動するJ (201 a 28)ことだとされる。

ここで「それ自体」とは微分の本質が知者にJ帰属しているということである。

二次関数の知識において完全現実態においてあるものが「それ自体」として

ではなく，微分の知識に対して「そのようなものである」つまり可能態にお

いであるものとして捉えられる限りにおいて，運動がある。即ち，一方で，

微分の知識を持つ教師から学びうる状態つまり受動しうるものであり，地方，

二次関数の知識において完全現実態においてあり能動しているそのような条

件が満たされるとき，学習者に運動が生起する O

5 

このように二重の可能態・完全現実態の組み合わせが機能していることを

アリストテレスは次のように説明している。 r(III)可能態においであるもの

の完全現実態は，それ[可能態においであるもの]が完全現実態においてあっ
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て，それ自身としてではなく被可動なものとして現実活動する (energe)時，

運動である J (201 a 27-29)。最初に，これは運動の定義を試みたものではな

くはりを詳しく展開することによれ定義(I)を説明するものであるこ

とを確認しよう。「被可動Jという表現が運動の定義項に現れては，定義とし

ては錆環になるであろうからである O 輝定 (III)において，同一なものの二

つの記述が ï~として」という限定勾により明らかにされている。二種類の

完全現実態が間ーのものにたいする ï~ としてJ という摂定により判別され

ている。ただし，運動の規定にあらわれるのは一方の組み合わせの完全現実

態と他方の可能態である。私は「可能態においであるものの完全現実態」に

おける属格「のJ は帰属の属格 (genitiveof belonging)であり，そのもの

に「河じ視点に即してではなく J (201 a 20)帰属している完全現実態のこと

であると解する。

アリストテレスは次のようにこの状況を説明している O「私はこれこれとし

て (hehodj)と言う O というのも，銅は可能態において像であるが，だが銅

の，銅としての，完全現実態は，運動であるのではない。というのも錦であ

ることと可能態において何か動かされうるものであることは同じではないか

らである。なぜならもしそれらが端的につまり説明言表上同じであったなら，

錦の，銅としての，完全現実態が，運動であったであろうからであるJ (201 

a29-34)o 以下この ï~ として」ないし ï~ という限り」と訳される限定勾を

iqua限定句Jと呼ぶ。ここでアリストテレスは qua限定句により，一つの事

物を記述する特定の規点、を提供している。

ここで qua限定の機能を見てみよう。設は「銅の，掘としての，完全現実

態は，運動であるのではない」と述べるが，ここから何であれ同様の構文内

での「完全現実態」が必ずしも運動に護接関わるものではないことが分かる O

鍛であることを発現しているからといって，それが動くわけではない。銅と

して限定される眠りにおいて，銅の完全現実態は「銅であること」という仕

方で自体的問一性を表現する本質に依拠して確定される。銅は銅であること

がそれに帰属するが故に定義されるそのような端的にーなるものとして特定

されている。端的なー性が錦に属するとき，錦は一つの完全現実態である O
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他方，錦に「可能態において何か動かされうるものであること」という自体

的問一性が属する場合には，つまり銅がそのようなものとしてーなるものと

して理解される場合には，そのような銅に属する完全現実態は運動である。

こここからも qua限定が直接的には完全現実態ではなく，可能態においてあ

る「ものJを特徴づけていることがわかる。 qua限定のニつの様式の判別は銅

が銅として限定される場合には運動はないが，揺が動かされるものとして限

定される場合には，それが完全現実態にあって「現実活動」しさえすれば，

それは運動であるということを示している。そのような構造において運動の

規定が企てられていることを示している O

そのような鍛に属する完全現実態とは何であろうか。規定 (III)は次のよ

うに分節されよう O 「可能態においであるものJとは「何か」の可能態として，

その完全現実態を想定している。この完全現実態を「完全現実態AJ と呼ぽ

う。しかし，それは「可能態においであるものの完全現実態」における完全

現実態(これを「完全現実態BJ と呼ぽう)と河じものではない。その完全

現実態Bは「可能態において伺か動かされうるものとして」という限定を受

けている「可能態においであるもの」における「もの」に帰属する完全現実

態であれ第一の可能態の対としての完全現実態Aではありえない。という

のも，そのAを像であるとすれば，そこには既に「像であることJ という本

質が属しているであろうからである O それは少なくともこの運動にとっては

もはや完全であって動かされるものではなかったであろうからであるo もし

先の属格表現「の」により導入される完全現実態は運動がそれに向かうとこ

ろの完全現実態Aを意味していたとすれば r完全現実態においてあって〔現

在分語形]，現実活動する」という表現は運動を意味せず，実現されたゴール

自身の自己維持としての現実活動を意味していたであろう。先の微分の学習

における二次関数の知に対応する，像の制作におけるそのような銅に属する

完全現実態とは「銅であることJ を実現しているものであろう。何かが舗で

あって，それが像に向けて力を蒙るとき，そこに運動がある。

この qua~良定がもたらすこつの可能態と完全現実態の組み合わせを判別

する議論は次のものである O
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(p 1)鋸は，可能態において像である (201a 30)。

(p 2)錦の，銅としての，完全現実態は運動ではない (a30 f)。

(P 3) r鍛であること J (銅の本質)は「可能態において何か動かされうる

ものであること J (動かされうるものであることの本質)と説明書表上異なる

(a 33)。

(P 4) qua摂定の相違はそれが帰属するものどもつまり「鍛の銅としての

完全現実態」と「銅の動かされうるものとしての完全現実態」における存在

としての相違をもたらす (P3から)。

(P 5)向じものについて運動を表現しうるものと，表現しえないものの双

方が帰属する (P4から)。

(C) それ故に，像の可能態においであるものは，銅の本質が属するもの

つまり銅の完全現実態8においてあり，それが像(完全現実態A)に向けて

動かされうるものとして現実活動するとき，それは運動である O 即ち，銅の，

動かされうるものとしての，完全現実態Bは運動である ((Pl)-(P 5)から

(cf.a 32))。

この結論 (C) において，私は定義(I)や規定 (II) (III)に基づき，そ

れらに合意されている完全現実態Bを明示的に提示している rより先Jは多

義的に語られるが，現実活動態が説明言表上可能態より先であることは彼の

揺るがざる確信であろう (eg.1050 b 3 ff) 0 可能態は存在論上先行する何かの

それであり，その向かとの関連で不完全な可能態に留まる qua限定がなさ

れ，可能態においである披りのそのものが或る完全現実態においてあり現実

活動する限りにおいて，動きを得ることができることを示している。銅は或

る意味で完全現実態においである O しかし，それが像になるのは，銅が銅で

ある限りにおいてではなく，銅が像の可能態においである限りにおいてなの

である。銅の完全現実態が同時に可能態において像であることに矛請はないo

T. Aquinasは「可能態においであるものは，現実活動態においである何もの

かでもあるJ と述べ， qua限定が撰点の棺違を提供しうることを確認してい

る(九これは先に見た比例関係においてよく理解できょう。一方，銅に対して

銅鉱物や組銅は可能態にあると言えよう O 他方，銅像に対して錦は可能態に
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おいであると言えよう。

この qua限定は，ヘラクレイトス的な自然観を持つものでないにしても，

変化に満ちたこの世界を理解するうえで，とりわけ重要で、あると思える O こ

の限定は先行哲学者たちが運動を「地性J や「不等性」そして「非存在」に

おいて理解していたことに対する反論となる (201b 20 f)。彼らはそのような

理解により，言わばものそ動かすことができなかった。何かが他である限り，

不等である限り，非存在である摂り，動くものであるということにはならな

い。アリストテレスは同一物の能動性と受動性に注目し二重の可能態と完全

現実態の理論に組み込むことにより，言わばものを動かしたのである。より

正確にはものの動きを捉えたのである。援の qua設定は運動という一見取り

付く島のない事柄に対し明確な担握を可能にするものであると思われる。

動はもちろん何らかの現実的な活動である。しかし，それを可能態においで

あるものとして理解する時，それは常に「何か」の可能態としてその運動の

方向が定められている。しかし，それだけでは絵に描いた餅であり，その伺

かの可能態であるものは，すでに何らかの力を発現しているものでなければ

ならない。その完全現実態においであるものを何かの可能態として方向づけ

るのが qua限定である O 完全現実態は qua限定によりそれ自身に留まること

が差し止められており，ただ動かされうるものとして捉えなおされている O

もし可能態においであるものが単独で現れ向かの可能態においである限り

においてという限定を受けたとしても，その能力は眠ったままであり，現実

活動するとは限らないであろう。その同じものが自ら自身に留まることので

きない完全現実態においであることが必要である O 可能態においである存在

者だけでは運動にならないのである。地方，完全現実態においであるなら，

それは完全であり，運動のもつ不完全性を捉えることができないのである。

それ故に定義(1)は運動を同ーの事物における可能態とその qua限定にお

ける様式と完全現実態という様式を構成要素とする存在者として開示したも

のであると言える O これら三つの構成要素から形成されるものが運動である。

彼は可能態と完全現実態のニ重の組み合わせによりものを動かしたのであ

る(問。
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8 

アリストテレスは続いてこのご震の組み合わせを運動の始点と終点に即し

て説明することにより，エネルゲイアとエンテレケイアを判別する文脈を明

らかにしている。

r (N) デュナトン(可能なもの)の，デュナトンとしての，完全現実態が

運動であること明らかである。かくしてこれ[運動]があるということが，

そして[何かが]動かされるということが起きるのは，この完全現実態(entele-

cheia ei haute)が存在するときであり，そしてより以前のもの〔完全現実態]

があるときにでもより以後のもの[完全現実態]があるときにでもないこと，

明らかである。というのも，例えば建てられうるものの場合のように，それ

ぞれは，或るときには現実活動し(エネルゲイン)，或るときには現実活動し

ないということがありうるからである。建てられうるものの現実活動態は，

建てられうるものである限りにおける，建築である。というのも，現実活動

態は建築か家かのいずれかだからである。しかし，家がある時には，もはや

建てられうることは存在しない。建てられうるものが建てられるのである O

かくして建築が現実活動態であること必然であるJ (201 b 5-14) 0 

まず，私は「明らかである」という仕方で結論として導かれている (N)

を(I)に基づき展開された運動の定義の確定であると解する。そのうえで，

アリストテレスはこの筒所において運動が問題になる可能態と完全現実態の

関係およびその関係が問題になる文脈における現実活動態のそれら二っとの

関係を確立する作業に取り組んでいる O この箇所はエンテレケイアとエネル

ゲイアを判別する文脈を明らかにしている O 指示代名詞rhauteこのJを付し

ての完全現実態が存在すると言われている。「この完全現実態Jとは前文の定

(N)における「完全現実態」と採るのが最も自然である。確かなことは，

運動生起の少なくとも必要条件はその完全現実態が存在し，しかもより以前

のそれでもより以後のそれでもなしまさにこの完全現実態が存在するとい

うことであるo 建築において，石や木はそれ自身として完全現実態において
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あるとき，建築されない。他方，家が完成し完全現実態においであるときに

も，もはや建築されない。 他のニつの完全現実態にはさまれている完全現実

態とは，家の可能態と見られる限りにおける石であることや木であることが

属する建築可能な事物である。

「この完全現実態」がなければならないことの理由として，彼は「建てられ

うるものJ の現実活動の不定性に訴える。大工が仕事をするなら，石や木は

加工を蒙るが，さもなければ現実活動しない。つまり「この完全現実態J は

建てられうるものの受動活動を常に保証するものとして提示されている。石

や木が完全現実態においてあるとき，その能動的力の発現は同時に加工され

うる受動的力としても発揮されている。換言すれば，完全現実態は完全な能

力を所有，保持してはいるが発現されない可能態をも含め，可能態一般から

の判別のために導入されている。

なお，完全現実態と可能態のこの分節の文脈においては，現実活動態の位

壁づけもはっきりしている。この筒所は「完全現実態」と「現実活動態」の

使用の文脈の相違も確定しているように盟、われる。「現実活動態」という

おいて，可能態においである受動能力を持つものの，受動的なものである限

りにおける，現実活動のことが理解されるべきである。つまり受動し続ける

ことがここでの現実活動 (energeia) である。 f皮は『魂論~ II. 5において「ま

ず受動すること動かされることと現実活動すること (energein)を同じである

としてわれわれは語ろう J (417a14f)と述べている O

それ故に，彼が続いて i建てられうるものの現実活動態は，建てられうる

ものである限りにおける，建築である」と述べるとき，構文上は運動の定義

(1)や (N)と問ーでありながら，この箇所においては「現実活動態」のか

わりに「完全現実態」を用いることはできない。「現実活動態」と「可能態」

は常に類比の対立関係項においてひとつの組として理解される。そして類比

は対立する具体的な存在者を提示することによってのみ理解される関係の類

似性ないし同型性である。それ故に現実活動態、に関しては同一の事物や事象

が可能態においてありまた視点を変えれば完全現実態においであるという仕

方で理解されることはない。常に伺かにとって何かが現実活動態と可能態の
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関係においであるという仕方で特定される。ここでは「建てられうるものJ

と「建築」が可能態と現実活動態の類比関係を構成する具体的事物，事象で

ある。働きと対比されている「建てられうるもの」は働きを蒙るものである。

建築という具体的な運動を働きに即して類比関係において捉えたものがこの

笛所である (11)。

設はこの類比関係を確立する文脈において，なぜ「建築」に現実活動態を

割り当てるかに関し Iというのも，現実活動態は建築か家かのいずれかだか

らである O しかし，家がある時には，もはや建てられうることは存在しない。

建てられうるものが建てられるのである。かくして建築が現実活動態である

こと必然であるJ と理由を述べている。現実活動態は建築でも家でもありう

るが，運動として特定される現実活動態は建築であり，家ではない。個別の

家の完成にあたって運動の可能態が失われたさいに，家であり続けることの

可能態は実現されている O そして運動の完成状況において本質が属するもの

にひとつの術語「完全現実態」があてがわれている以上，この文脈において

は「現実活動態」は家であり続ける完全現実態を意味せず，受動能力の現実

活動化を意味している。それは先に規定 (III)において I完全現実態におい

てあって，現実活動するとき」運動があるとされたことと王子行的である。

動のゴ…ノレとしての完全現実態Aにおいである場合には，もはや運動とは呼

ばれることのない現実活動態でなければならない。しかし，家であり続ける

ことではなし建築が運動である以上，完全現実態Bにあって現実活動する

ものとは，建築可能なものである。このように，彼は運動の定義をめぐる文

脈において，働きという広い意味を持つ現実活動態、を二つに区分し，自らと

の類比関係に立ちうる可能態の様式を持定している O 何かの可能態においで

あるものが，問時に一つの完全現実態という状態にあることそれが運動とい

う存在者である。その可能態は何かの可能態として類比的に担撰されるもの

であり，運動という現実活動態との類比において運動の可能態として特定さ

れる。しかし，運動の定義に「運動(現実活動態)の可能態」を用いること

はできないので，アリストテレスは同一者に帰属するこつの存在様式におい

て運動を定義したのであるO
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このような事情であるとすれば，運動の定義に見られる「エンテレケイア」

は現実活動化 (actualization)ではなく，完全現実態 (perfectactuality)を

意味していることは明らかであるように思われる(12)。完全現実態「家」が存

在し，それが完全現実態石や木としてあるものを qua限定により可能態にお

いてあるものつまり「建築されうるもの」として特定することにより，能動

者と受動者の協働が成立している。能動と受動双方の記述を同時に受け入れ

る譲りにおいて，運動が生起する。運動が生起している期間は次のように特

定されよう。

運動(例えば，家の建築)があるのは次の期間における場合かっその場合

に限る o

(1) より以後の完全現実態(統合体としての家)が存悲ずる。

(2) より以前の完全現実態(植物としての木)が存在する O

(3) 建築されうるものとしての完全現実態木が存在する。

(4) (3)は(1)と(2)の間の期間である O

7 

運動の定義は以上のように理解された限りでの完全現実態(ヱンテレケイ

ア)と可能態(デュナミス)の関連において遂行されたが，この解釈の曜か

さを，ここで r自然学~ VJIl.4の分析を通じて確認しよう。

可能態及び完全現実態と働きの組は「運動に即して」考察される場合があっ

た。これがデュナミスの第一の規定になるとされていた。つまり，アリスト

テレスの力学に基づきこの定義を理解することはありうる一つの立場であ

る。また，これらはあくまで存在様式の分析語であり，彼の存在論の枠組み

のなかで力学的な理解を提示しうるものでなければならない。

運動に即した力の理論におけるポイントは「能動しうるもの」と「受動し

うるものJ が同時に存在し，かかわっているというこ項関係であった。アリ

ストテレスはそれをVJIl.4において展開している。「可能態においであるもの

は多くの仕方で語られるので，それが例えば火が上に土が下に，という類の
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ものが伺によって動かされるか明らかでないことの理由である。学習者が可

能態において知者である [(D1) ]ということと知識を既に持つてはいるが活

動していないものが可能態において知者であるいD2) ]ということは[可能

態において]他なる仕方においである。しかし，能動しうるものと受動しう

るものが問時にあるとき，デュナトン(可能なもの)は常に現実活動態にお

いて生じる O 例えば，学習者は或る可能響、においであるもの [(D1) ]から佑

の可能態 [(D2) ]においであるものとなる。というのも，知識そもっている

ものが理論活動していない場合には，或る仕方では可能態において知識者で

あるが，学習する前にもそうである[(D1)Jという仕方においてでトはないか

らである O しかし，このような状態 [(D1) ]にあるときには，何も妨げるも

のがなければ，彼は現実活動しまた理論活動するか，さもなければ無知とい

う矛盾した状態のうちにあることになろう J (255 a 30七日 O

ここで (D1) は『魂論~ II. 5における「知識を持っているものの一員であ

るという理由で，人間を知識ある者と語るJ (417a22f)場合や r子供が将

軍でありうるJ (417b31f)という意味での可能態に対応する。四期計算ので

きない小学生に微分を教えることはできない。その子には微分の形相または

完全現実態が帰属しえなし功〉らである。しかし，微分の形相が帰属しうる可

能態においである知識例えば二次関数を完全現実態において持っているなら

ば，微分の知識との関連でその知識は受動を蒙ると同時に，完全現実態にあっ

て能動的に発現する。それが「能動しうるものと受動しうるものが陪時にあ

るとき，可能なものは常に現実活動態において生じる」という事態である O

そこでは何も妨げなければ，運動が生じる。単にニ次関数の知識を持ってい

て発動していない可能態の状態 (D2)とは区別されている O ニ次関数の知識

を持つものは発動させつつも，それは微分の知識に対しては可能態においで

あるものとして位置づけられているからである。

そしてこの可能態を確定するものは教師である能動者が持っている，ここ

では，微分の知識であり一般的には形相である。「動かすものは常に或る形相

を運ぶであろう，これやこのようなやこれほどのものを。形相は，それが動

かすとき，運動の原理そして根拠であろう。例えば，完全現実態においてあ
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る人簡は可能態においである人間から人間を作るJ(202 a 9~ 12)。このように

動かすものがもっゴールこそ動かされるものの運動の方向を定めるものであ

り，運動の規定において動かすものがどのように位置づけられるかが課題と

なる O この簡所において， (D 1)から(D2)の移行を可能にするものは教授

者の能動能力であるが，それは学習者の受動能力のうちに表現され，直接に

は言及されない。微分の形相を持つ教授者が微分学習能力を表現する完全現

実態においであるこ次関数の知識を持った学習者と関わるとき，学習活動は

開始する。

なお， (D 2) の所有がメガラ派の見解つまり現実活動しているときだけ，

その能力が存宅配しているという見解に対する反論となる。完全な建築能力を

所持しながら，それを発現させないことがあり，妨げるものがなければ随意

にそれを発現できるという状況が存在することが確保されるからであるO そ

して (D1) と(D2) のそれぞれの相違は一方を「運動(生成)の可能態」

他方を「存在の可能態」と呼ぶことのできるそのようなものである。存在の

可能態においては完全なものとなる能力は問題ではなし完全であり続ける

能力が問題となっている。従って，先の運動の定義の説明において，運動の

方向を定める完全現実態Aとは別に，可能態にあるものが完全現実態Bにお

いてもあることが述べられていたが，それは運動から(D2)の存在の可能態

においである状況を排持するためにも機能していることがわかる。完全現実

態にあるものが可能態としてとられうるとするなら，それは何か別のものに

なりうる運動(生成)の可能態でなければならないからである。

これまで，運動と現実活動態が同定される文脈を見てきたが，ここでは運

動と現実活動態が判別される文脈を見ることができる。時制テストを施す時，

(D1)の発現は「活動していると開時に活動してしまっているJ とは言えな

いが， (D 2)の発現は「活動していると問時に活動してしまっている」と

える状況である。例えば前者において「建築していると問時に建築してしまっ

ている」とは言えないが，後者においては「生きていると同時に生きてしまっ

ている」と言える状況である(1048b 23)。後者においては能動者と受動者は

陪時に同ーのものを実現しているという限りにおいて，判別をつけることが
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できない。

アリストテレスはこのテンステストを施し，両者を判別するときの基準に

ついて次のように述べている。「他方，現実活動態を離れて何か他の成果

(ergon)がないものどもについては，現実活動態、はそれら自身のうちに (en

autois)ある O 例えば，見ることは見るもののうちにあり，また理論活動態は

理論活動するもののうちにある，そして生命は魂のうちにある O それ故に幸

福もそうである。というのも生命は何かそのようなものだからである。能っ

て，実体および形相は現実活動態であるパ1050a 34-b 3)。これは能動者と受

動者をやj別できない状況である。建築家の建築活動は建てられうるものに属

するとされていた。ここでは判別されたうえでJ席属関係が明らかにされる。

それに対して，能動者の活動を受動者に帰属させることができず，自ら自身

の活動とされるものどもがある，例えば魂それ自身に幸福や生命が属してい

るO 魂が身体と分節されているなら，魂が身体をして生かしめることとなり，

能動者と受動者のあいだに生が分節され，生きることは身体に属することに

なろうが，これは理にあわない。せいぜい生きていることは魂と身体の統合

体であるひとに属すると言うべきであろう。しかし，この場合「ひとJ によ

り魂が指示されているとすれば，テクスト通りの文となり，魂に属する生は

きていると同時に生きてしまっている状況である。類比概念である可能態

と現実活動態は文脈に応じてその構成員も変わる。運動の理解においては，

不完全な可能態(DI)と完全現実態を導入することにより運動を現実活動態

として理解することができたのである。

結論

アリストテレスは以上のように，可能態と完全現実態さらには現実活動態

の概念を導入することにより，ものを動かしたのである。自ら完全現実態に

おいであるものが，地のゴールとの関連で同時に可能態においであるものと

して捉えなおされたときに，運動がある O 運動の定義は可能態とその qua限
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定そして完全現実態を構成要素とする として形成されている O これは

同一事物の能動能力と受動能力の同時的発現と言うことができる。アリスト

テレスの運動に郎した力の理論は能動者と受動者の同時的な働きとして展開

されたが，それは可能態現実活動態論として展開された理論により解明され

るものである O 同時に可能態現実活動態論はアリストテレスの力学を解明す

る一つの理論として機能している。力学上は，従来「可能態」と訳されてき

たものは「力J であり，運動のあるところ，能動的なそれと受動的なそれが

陪時に発現している o

しかし，論じ残したことは多い。とくに， III.3で論じられる，いかなる

味で，運動を惹き起こすものとしての能動者の完全現実態は運動が帰属する

受勤者の運動がそれへと向かう完全現実態と間じであるのかが先鋭化された

向いとして残されている。ただ，運動が何であるかという聞いに対しては，

ここでhは，以との前進により満足しなければならなしミ。

註
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て「一つの特徴から他のものへの変化J ではなく所持してはいるが現実に活動させて

いない状態から現実に活動させることによってJ と強調しているとおりである (417a32

ff)。可能態と現実活動態のこのより先なる概念がアリストテレスに現実活動態による運

動の説明を与えることな許す。或る一つの存夜者が運動のうちにあるのは，それがそれで

あるとは他のものでありうるその可能態が，つまりその存在者が静止している場合に休

摂している可能態が，現実に鎖現するときである。つまり，その存在者が最も十全に可能

態においであるときである」。このような環解は，二重の組み合わせを捉え損ねている。

また先述のように完余な能力を所有しながら休眠状態からの現実化は「エネルゲ、イア」で

はあっても運動」ではない。L.A. Kosman， ibi・d，p. 129 

制 問様に F形而上学.1K9において「可能態においであるもののそのようなものである限

りにおけるエネルゲイアを私は運動と言う~ (1065 b 16)という文が，従来「エンテレケ

イア」と「エネルゲイア」を同定する根拠とされることが多かったが，ここでのエネルゲ

イアは完全現実態B~こ対する言及なしに，完全現実態Aに向けての現実活動態として提

示されているだけのことであり，両者が同じことを言っているわけではない。

29 



北大文学研究科紀要

(12) 従来エンテレケイアJが、actuality所讃「現笑慾J"を意味するのか、actualization

現実活動化。を意味するのか誇翻訳に揺れがあった。しかし，現実態論者が指織するよう

に現実活動化Jであるとすれば，実質的には論点、先取になってしまうであろう。運動

を説明するものとして「この完全現実態が存在する」と語られている。もしエンテレケイ

アが「現実活動(化)Jを意味するとすれば，運動が生起するのは現実活動する以前でも

以後でもなく現実?活動しているときであると解釈されることになろう。そうであるとす

れば，運動が生起するのは運動しているときであるというトートロジーを誇ることにな

ろう。なお T.Aquinasは「現実態」論者であるが，彼の先後の説明も論点を先取してい

るように忠われるそれ故に，運動が言われたとおりの現実態であること，そして一つ

のものが動かされるのは，それがそのような現実態においであるときであり，それ以前で

もそれ以後でもないこと明らかである。というのも，それ以前には，ただ可能態のみがあ

るとき，運動はまだ始まっていなかったからである。そして運動の後には，それはすでに

可能態においであることそ完全にやめてしまっている。というのもそれは現笑態におい

てあるからである」と述べているす Aquinas， ibid， p. 148。彼は現実態以訴以後の説明

として運動以前以後に言及している。運動以前は可能態のみにおいてあり，運動以後は家

がすでに存在し，双方において運動は停在しないと言っている。これは論点先取である。

運動の成立を明らかにするさいに，運動以前と以後について言及しているからであるo

(本稿の anearly v日rsIonは第七回ギリシア哲学セミナー (2003年9月 13臼於学習院

大学)で読まれ， 2004年 3月「ギ、リシア哲学セミナー論集 IJ として Wぬ出版されまし

た。本稿はそれな改善したものです。セミチー会員諸氏とのまた D.Charles氏との議論

から棒読するところ多く誠意を表します)。
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