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アリストテレス『デ・アニマ』の日本における受容

―ペドロ・ゴメスと出隆の霊魂観を中心に― 
 

廖 欽彬 
 
【概要】アリストテレスの『デ・アニマ』は、16 世紀末にイエズス会士ペドロ・ゴ

メスが書いた日本のコレジヨの教科書『イエズス会日本コレジヨの講義要綱』の紹

介を通して、神学的な面貌をもって現れた。『デ・アニマ』が本来もつ理性と意志

の位置づけ・区分が不明確であるという問題は、ゴメスの神学的人間学の実践論体

系の中で、明確な説明を得た。このような神学的霊魂論は日本における禁教の関係

で、ただ仏教思想との論争にまつわる史料にその姿を留めるだけであり、広範に実

質的な思想的影響をもたらすことはなかった。『デ・アニマ』は 20 世紀にいたっ

て、アカデミズムにおける出隆の純哲学的な研究と啓蒙により、一見純学術的な面

貌をもって現れ、知識界に広範な影響力をもった。しかし、出隆のギリシャ哲学・

霊魂観・人間学の研究は、当時の政治・歴史・思潮などの要素の影響によって、当

時の思潮を反映した哲学としての面を持たざるをえなかった。出隆の『デ・アニマ』

の能動的理性に対する解釈は、時代が要求する哲学の実践論の方向性を反映してい

た。 

 

【キーワード】『デ・アニマ』、ペドロ・ゴメス、神学的人間学、出隆、実践論、能

動的理性 

 

一 序 
 

 16 世紀末、イエズス会士ゴメス（Pedro Gómez, 1535-1600）は、日本布教事業の

ために『イエズス会日本コレジヨの講義要綱』（1593 年ラテン語・1595 年日本語、
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以下『講義要綱』1と略記する）を編纂した。アリストテレスの『デ・アニマ』はこ

のイエズス会教育における日本コレジヨの学生の教科書の中で、神学的な面貌をも

って登場した。20 世紀に東京帝国大学哲学科で教鞭をとった出隆（1892-1980）は、

日本を代表するギリシャ語ギリシャ哲学の専門家である。彼は『ギリシャ人の霊魂

観と人間学』（1935）においてギリシャを代表する三人の哲学者ソクラテス・プラ

トン・アリストテレスの霊魂観を検討し、1930 年代の日本哲学の人間学に応答で

きる実践論を構築しようと試みた。前者は東洋と西洋の宗教（キリスト教と仏教）

の対立と衝突および布教戦略でのアリストレテスの霊魂観のあり方を示すもので

あり、後者は西洋の哲学人間学および当時の日本思潮の影響下でのギリシャ哲学研

究としての様相を呈している。 

一見何の関係もないように見える二つの『デ・アニマ論』受容の脈絡は、霊魂（理

性）の能動性の上において、異なった目的を持ちながら交差することになる。同じ

ように霊魂の能動的理性に焦点をあてながら、ゴメスは神学の宣揚に力を尽くし、

出隆は実践論の尺度を探求する。換言すれば、両者は同じく能動的理性の重要性を

強調しているが、ゴメスは『デ・アニマ』を踏まえて自らの神学的人間学の実践論

を唱えたのに対して、出隆は『デ・アニマ』において能動的理性と行動との関係を

探り、ある種の実践論を見出そうとした。ただし、出隆の試みは、アリストテレス

哲学の超越的形相主義の傾向性のために、実践論の構築に思索の糧を提供するには

至らなかった。以下では、両者の霊魂観の検討を通して、日本における『デ・アニ

マ』受容のあり方を見ていきたい。 

 

二 日本における『講義要綱』登場の二つの背景 
 

 『講義要綱』の第 2 部「霊魂論」（第 1 部「天球論」・第 3 部「神学論」）につい

 
1 以下での引用はすべて尾原悟編『イエズス会日本コレジヨの講義要綱』Ⅰ、教文館、1997 年

により、（『要綱』ページ数）の形示す。このテキストには当時の日本語写本もあるが、本稿

ではゴメス本人の思想を明らかにすることを目的とするために、あえてラテン語写本の現代

日本語訳を用いる。当時の簡略化された日本語写本だけに頼ると、当時の思想状況を全面的

に把握することは困難であるように思われるからである。 
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て検討する前に、まずザビエル（San Francisco Xavier, 1506-1552）・ヴァリニャーノ

（Alessandro Valignano, 1539-1606）からゴメスにいたるイエズス会の布教事業とそ

の神学院教育の歴史背景について概述しておきたい。ザビエルは、1549 年に日本

布教を開始し（日本のキリスト教時代の始まり）、日本人が礼節・名誉を重んじ、

貧困を恥じず、理性的傾向を備えており、優秀なキリスト教徒となる可能性がある

と高く評価した。こうした評価は後の宣教者たちにも継承され、「適応主義」の布

教方式を育み、ヴァリニャーノとゴメスの布教・教育事業の中に具体的に結実した。

宣教者が日本の風土・文化に対して取った開放・吸収的態度からは、その開明性を

見ることができるが、ただ仏教に対してのみは徹底的な批判的態度を取った2。 

 このヴァリニャーノ以来の仏教に対する敵対的な態度にもかかわらず、『講義要

綱』の日本語訳者であるペドロ・ラモン（Pedro Ramón, 1555-1611）は仏教漢語の概

念をもちいて翻訳を進めることから完全に免れることはできなかった3。しかし、

川村信三は、これはキリスト教と仏教の間の思想的衝突であるとする。彼は、『講

義要綱』の校注・解説者である尾原悟が日本におけるキリスト教を受け入れる思想

的土壌（仏教を指す）に目を向けていないことを指摘し、『デ・アニマ』の日本語

版にラテン語版にはない付録「アニマ ラシヨナルノ正体ハ不滅ナリト云事」（全

十三条）があることは、「適応主義」に基づく布教方式であり、当時の日本人がキ

リスト教の教義を受け入れる際に既に持っている現地の信仰に向けて書かれたも

のであることを示している4。川村はこの付録の第 8 条「デウスノホロヒテンシア

ヲ以テ、アニマノ不滅ヲ顕ス事」（『要綱』227）がキリスト教と日本仏教思想（禅

宗の空無・天台の本覚・浄土宗の絶対他力）の対峙を最もよく代表するものである

 
2 桑原直己「ペドロ・ゴメスによる『霊魂論』の位置―anima 論の展開とキリシタン時代にお

ける日本布教の文脈の中で」『倫理学』第 32 号、2016 年、8-12 頁参照。豊臣秀吉が 1587 年

に「バテレン追放令」（部分的禁教）を発布して以後のキリスト教の活動状況については、紙

幅の関係上本稿では扱わない。 
3 ジラール・フレデリック「ペドロ・ゴメスの『講義要綱』の和訳（1595 年）と日本の宗教」

『東洋の思想と宗教』第 28 号、1-53 頁及び「『講義要綱』の和訳の問題点―日本に於ける初

めての西洋哲学受容と土着信仰に適応の試みに着目して」『東洋研究』第 192 号、2014 年、

149-165 頁参照。例えば、『講義要綱』第一巻には、罪業・癡惑深重・俗諦・真諦・分別覚知・

六根・色身・一切有情などが出てくる。 
4 川村信三『戦国宗教社会＝思想史』知泉書館、2011 年、92-95 頁参照。 
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と指摘する。神は人間の死後の永遠不滅の霊魂（実体存在であり、空無に非ず）に

対して賞罰を与えるために、人間のこの世での倫理行動を指導することになり（善

におもむき、悪を避ける）、「山川草木悉皆仏性」・「悪人正機」のもたらす無倫理行

動に取って代わる5。筆者は川村の主張する西洋のキリスト教と東洋（日本）の仏

教の対峙という観点は、ゴメスの霊魂論に対してマクロな比較思想研究の視野を提

供してくれるものであると考える6。 

 前掲の桑原論文は川村の研究の延長線上にあるということができる。この研究は、

本論に対して極めて重要な導きを与えてくれるものであり、イエズス会に至るまで

の西洋の霊魂論におけるゴメスの霊魂論の位置（ちょうど川村の不足を補うもので

ある）および 16 世紀戦国時代の日本における布教の文脈の中での意義を論じてい

る。アリストテレス霊魂論の問題点（理性の位置付けの曖昧さ）・アヴィセンナ（980-

1037）とアヴェロエス（1126-1198）の霊魂論の対立・トマス（St. Thomas Aquinas, 

1225-1274）の霊魂論解釈そして霊魂論の日本における発展などの諸点から見て、

ゴメスは全面的にトマスの霊魂論（能動知性内在説・照明説的な認識論）を採用し

ており、イエズス会の日本における仏教と対抗しようとする布教策略に合わせて、

天台の本覚思想・浄土の他力思想における倫理的なジレンマに向けて、特に「倫理

主体」としての霊魂不滅の意義を強調している（この点については川村の論点を援

引している）。 

 以上のことから筆者は、現在までの研究はほとんどゴメスの論じた霊魂不滅の歴

史的脈絡及びその時代的特色を巡るものであり（川村・桑原・川合恵生）7、未だ理

性的霊魂において論及される知性と意志の間の関連およびその実践的意義（例えば

神に対する愛・隣人愛によって生じる殉教・自己犠牲の問題）については論じられ

 
5 川村前掲書、142-146 頁参照。 
6 この点に関する研究を発展させたものとしては、川村信三「『耶蘇会講義綱要』（1595 日語

版）中的「霊魂不滅」難題」『西学東漸研究』第 7 巻、北京商務印書館、2018 年、229-243 頁

参照。 
7 川合恵生の「キリシタン時代における「魂の不滅性」について―ペドロ・ゴメスの『デ・ア

ニマ注解』研究」（『東京女子大学紀要論集』第 70 巻第 1 号、2019 年）も、川村及び桑原の立

場を出ていない。やや異なる論点としては、川合はゴメスが「可能的（潜在的）知性」と「能

動知性」の部分の解説に力を費やしていることを強調している。それはまさにその霊魂論の

特色である。 
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ていないものと考える。次節では、ゴメスの「霊魂論」における知性と意志の二つ

の概念の検討から出発し、神義論・霊魂不滅論および犠牲の倫理論を検討すること

によって出隆のアリストテレス霊魂論の実践的意義の欠乏を明らかにしようとす

る思考策略に対応したい。 

 

三 神学的人間学の実践論―知性と意志からの探求 

 

１ 三種の霊魂およびその能力 

 前述のように、『講義要綱』は主に「天球論」・「霊魂論」・「神学論」から構成さ

れる。「霊魂論」はゴメスがアリストテレス『デ・アニマ』を起点として、トマス

の『デ・アニマ註解』に依拠しつつ撰述した講義録であるということができる。ア

リストテレス『デ・アニマ』はイエズス会の布教を通して、ある種の「神学的人間

学」（Theological Anthropology）としての容貌をもって、16 世紀末の日本コレジヨ

の哲学課程の内に導入された。その背後には、イエズス会士と日本仏教思想の対決

という歴史的脈絡が潜んでいる。 

 ゴメスはこの講義の内容を 3 巻に分け、それぞれ植物的霊魂および植物的能力・

動物的霊魂および感覚的能力・理性的霊魂および理性的能力を説明しており、その

中でも第 3 巻に重きを置いている。ゴメスは第 1 巻第 1 章において植物的霊魂・動

物的霊魂・理性的霊魂の区別は、植物・動物・人間の形相および実体的な現実体で

あると説明している（『要綱』314 参照）。第 3 章において、彼は物体や質料に依存

する植物的・動物的霊魂と物体や質料に依存しない理性的霊魂の違いを区別し、前

の二つは物体や質料に依存することなしには、生成することも存在を保持すること

も、さらには消滅することもできないのに対して、理性的霊魂は神が人間を創造す

る際に予めその肉体上に賦与したものではあるが、それは物質や質料には依存せず、

そのためもし肉体が消滅したとしてもそれ自体として保たれ不滅であると説明し

ている（『要綱』317 参照）。この三種の霊魂の相違について説明した後、ゴメスは

第 4 章においてアリストテレスのいう霊魂の能力は生育的・感覚的・欲求的・可動
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的・理性的の五種類に分かれているが8、概して言えば霊魂の差異に依拠して生育

的・感覚的・認識的に分ければよいとする。その理由は欲求的能力と可動的能力は

ともに感覚的能力に属し、意志的能力と理性的能力はともに認識的能力に属してい

るからである（『要綱』318 参照）。言い換えれば、感覚的・欲求的・可動的能力は

ともに動物的霊魂の段階に属しており、物体・質料あるいは肉体に依存する。注意

すべきは、ここで意志と理性はともに理性的霊魂の段階に属し、物体・質料あるい

は肉体の定義を受けないといわれていることである。これはまさに本稿がゴメスの

知性と意志の間の関係についての論述を明らかにすることを通して、その神学的人

間学的な色彩における倫理論あるいは実践論を検討するためのキーポイントとな

る。 

 上述のゴメスの三種の霊魂およびその能力についての説明は、実はおおむね第 3

巻第 1-3 章の内容に対する準備的陳述である。そのことは少しでも内容を対照すれ

ば明らかとなる。この点についての対照に入る前に、先に第 2 巻第 19-22 章におけ

る欲求的能力と運動能力に関する論述、およびその中から派生する倫理論あるいは

実践論について見ていきたい。というのも、そこには「神→知性（理性）→思考あ

るいは判断→意志→行動」という行動の序列の体系的な説明が含まれているからで

ある。 

 ゴメスは第 2 巻第 19 章の最後に「欲求的能力について」という題目を設け、ア

リストテレス『デ・アニマ』第 3 巻および『ニコマコス倫理学』第 1 巻の内容を借

用して、意志が知性的欲求と感覚的欲求の両種を含むことを説明している。この区

分の有効性について、彼は次のようにいう。「いかなる欲求も認識された何らかの

善を追求するか、認識された悪を避けるかのいずれかであるが、善と悪は知性によ

るか、感覚によるかの二様の方法で知られ得る。それは、知性が何が善または悪で

あるかを知るように、感覚、少なくとも評定能力と呼ばれている内的感覚は、何が

善か悪かを認識する。従って、善悪を知る能力が知性と感覚の二つであるように、

 
8 アリストテレス『アリストテレス全集』第 7 巻、中畑正志ほか訳、岩波書店、2014 年、75-
78 頁参照。この五種の能力は栄養摂取する能力・欲求する能力・感覚する能力・場所的な運

動をする能力・思考する能力に分けられる（『デ・アニマ』第 2 巻第 3 章参照）。 
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欲求あるいは欲求能力も、別の名称で意志と呼ばれる知性に従う知性的欲求と、感

覚に従う感覚的欲求の二つである。（『要綱』364-365）」 

 このような言い方からすれば、意志もまた知性に属しているということになる。

これは上で述べた「意志と理性はともに理性的霊魂の段階に属し、物体・質料ある

いは肉体の定義を受けない」ということと同様である。ゴメスは第 2 巻第 20 章に

おいてより直接的に次のようにいっている。「神においても、天使においても、身

体から離れたアニマにおいても感覚がないので、感覚的欲求はあり得ない。（『要綱』

365）」このことは、人の霊魂はただ肉体から離れるときにのみ、何にも引きずられ

ることなく、真に認識し善悪を判断することができる。しかし人間が生きている間

は、どのようにしても肉体の感覚的欲求にまとわりつかれ、その誘惑から逃れるこ

とはできず、真偽・善悪を誤って判断し、不正確なあるいは善悪を転倒した行動を

とってしまう。ゴメスは人間の例は挙げていないが、動物の例を挙げ、ただ神が動

物に与えた善を求め悪を避ける感覚的欲求によってのみ、この問題を解決できると

している。実は、人間と動物の違いは、人間の感覚的欲求の背後には思考・推論・

判断能力が働いているという点にある（『要綱』365-366ꞏ368 参照）。ここにおいて

は、間接的に人間の思考・推論・判断能力は、神あるいは天使のように完全に誤り

のない善悪・真偽の判断を行えるという訳ではないが、実践理性の指導によってそ

のような境地に近づく可能性をもっているということが示されている。したがって、

我々はここからゴメスの神学的人間学の内に実践論の容貌が存在することを看取

することができる。 

 

２『講義要綱』の実践論の図式 

 知性と実践あるいは行動の問題に関して、ゴメスは第 2 巻第 22 章「場所的運動

能力について」において比較的明確な説明をしている。それはまた「神→知性（理

性）→思考あるいは判断→意志→行動」という行動の序列の体系的な説明がある箇

所でもある。ゴメスは動物的霊魂の三つの能力（感覚・欲求・可動）のうちの可動

に対して三つの区別を行い、指導的・命令的・実行的可動能力に分ける。彼は「指

導的可動能力は何ものかを欲求するように欲求能力を刺激し、動かすものである。
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そして欲求を動かすことは適、不適のものとして対象を欲求能力に示す以外の何も

のでもない。（『要綱』371）」表面的には動物と人間はともにこのような定義に適合

するように見えるが、その相違点は、動物はただ自然本能のみを持ち、人間のよう

な思考・判断能力と実践理性を持たないということである。ゴメスはここにおいて

人間とこの両種の能力と意志の間の関係を極めて詳細な説明を行っている。思考・

判断能力と実践理性はともに人間に「適合的な」欲求の対象を示すが、前者は人の

感覚的能力を誤った方向に導いたり欺いたりすることがあり、人間の意志に対して

誤った情報を伝達し、人間に誤りや罪を犯させる（『要綱』372 参照）。ここにはす

でに明らかに神学的人間学に属する倫理の次元が表れている。知性的あるいは理性

的霊魂に属する実践理性は、真なる善悪や真偽を示すものであり、思考・判断能力

よりも高位のものである。同様に、知性あるいは理性と意志はともに肉体に依存せ

ずそれに引きずられることがないとはいっても、それらは同等の関係にある訳では

なく、前者は後者よりも高位のものである。以上において我々は「神→知性（理性）

→思考あるいは判断→意志→行動」という行動の序列の図式を見てきた。人間の肉

体を離れた霊魂であれば、悪事を行ったり過ちや罪を犯したりする可能性はないが、

霊魂と肉体（形相と質料）が統合状態にあり、現世において行動するならば、どの

ようにしても上述の行動の序列の図式から逃れることは出来ない。 

 命令的および実行的可動能力に関しても、上述の図式を出ることはない。ゴメス

は極めて興味深い例を挙げている。霊魂の王国において、意志は女王であり、知性・

理性は助言者である。後者は傍で助言をし、女王はその助言に従ってすべてを統治

する（『要綱』373 参照）。すなわち、意志は知性・理性の指示に同意し、実行的可

動能力に命令を下し任務を執行させる。意志は常に知性・理性の指示に従う訳では

なく、時として欲望にそそのかされて誤ることもある。 

 以上が知性と意志の関係である。続いて第 1 巻第 1-4 章と第 3 巻 1-3 章の関係に

戻りたい。ゴメスは第 3 巻に「知性的あるいは理性的アニマとその知性的また欲求

的能力について」という題をつけている。彼は知性あるいは理性霊魂は人の形相で

あり、天使と同じように霊的な存在に属し肉体に依存せず、その主要な能力（知性

と意志）も同様に他の二つの霊魂およびその能力とは区別されると不断に強調して
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いる。知性的霊魂およびその能力は、最も完全なものではないにしても、最も神に

類似した特徴を持っている（『要綱』375-376 参照）。「神は知性霊魂の最高指導者で

ある」という言葉は疑う余地なくイエズス会神学教育の最高指導原理であり、また

ゴメスが最も重要であると考えている部分でもあった。 

 知性的霊魂の不滅に関しては、ゴメスは 11 個の命題を提出して説明している。

（一）各々の人間にそれぞれの霊魂が存在する。（二）一人の人間には一つの霊魂

だけがある。（三）理性的霊魂は身体の形相であり、質料を形相づけ、質料ととも

に具体的に一つの複合体を形成している。（四）理性的霊魂は神によって創造され

た。（五）理性的霊魂は肉体から成ったのではなく、霊である。（六）霊魂は神の実

体でもなく、神の実体からのもの、あるいは、神の部分でもない。それは天使と同

じである。（七）霊魂と肉体は神によって同時に創造された。（八）動物の霊魂は可

死的であり、肉体から離れると消滅する。（九）理性的霊魂は肉体が消滅するとき

消滅せず、肉体から離れたのち全く不死で長く存続するものとして残る。（十）人

間の肉体が消滅したとき、その霊魂は他の物体には入らない。（十一）哲学ではな

く信仰によって霊魂を考察しなければならない。ゴメスは霊魂不滅の真理はキリス

ト教信仰生活の基礎であり、それを信じれば神の正義と意志を体験し報われ賞賛さ

れるが、それに反すれば罰を受けることになると強調している（『要綱』377-385 参

照）。 

 以上のことからゴメスの神学的人間学の倫理観を知ることができる。上述の知性

的霊魂の不滅の命題は、「神→知性（理性）→思考あるいは判断→意志→行動」の

行動の序列の図式から見れば、最も根源的な部分に属している。しかし上で述べた

ように、意志は肉体・欲望に引きずれることはないが、時として感覚的欲求に欺か

れ不正確な行動を支持することがある。同様の論述はまた、第 3 巻第 3 章にも表れ

る。ゴメスはまず知性は物質の束縛を受けず、意志より高位のものであり、意志お

よびすべての欲求に反対することができると述べる。意志はそれとは異なり、時と

して欲求に欺かれることがある（『要綱』390 参照）。他方で、殉教や自己犠牲、す

なわち神・友人・国家・名誉のために死ぬことを論じる際には、彼は理性と意志を

一緒にして、両者は物質・感覚・欲望によって束縛されず、「感覚的善を全く無視
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して、霊的善を配慮することによって死を選び、死を避けぬように、下位の部分と

肢体に命ずる（『要綱』392）」ことができると述べている。 

 我々がもし哲学（あるいは論理）の立場から理解しようとするならば、ゴメスの

意志に対する位置づけは十分に明確ではなく、それどころか矛盾があると考えられ

る。すなわち、どうして理性的霊魂に属し、物質に引きずられることのない意志が、

欲望に欺かれて過ちを犯し悪を為すのかという問題がある。しかし、もし「感覚的

善」と「霊的善」という概念を考慮に入れるならば、どのようにしてこの曖昧さや

矛盾した記述を解釈するべきかという方法を見出すことができる。通常人間の生活

世界はただ感覚善に留まっている。別の術語を用いて言えば、すなわち相対的・個

別的なレベルの善悪観（仏教の俗諦に相当する）である。当然ながら、ゴメスはこ

の種の善悪観を主張するのではなく、霊的善すなわち超越的・普遍的レベルの善悪

倫理観（仏教の真諦に相当する）を重視する。このような考え方は、ゴメスの哲学

（あるいは論理）ではなく信仰を用いて霊魂観およびその意味における倫理観を理

解すべきであるという主張と明らかに一致する。そのため彼の言う神・友人・国家・

名誉のための死という自己犠牲の神学的倫理は、どのようにしても一般的な哲学の

論理をもっては解釈を加えることはできない。この部分はゴメスの神学的人間学の

コンテクストにおける倫理観や実践論に属している9。意志は実践理性に従い善を

為すことを選択できるが、また欲望に惑わされて悪を為すこともある。このような

「感覚的善」と「霊的善」の間に挟まれた意志の説明に対しては「人間はなぜ悪を

為すのか？（人類の祖先の罪悪）」という問題が投げかけられなければならず、人

間が悪を為すにもかかわらず「霊的善」を行い得る根拠が与えられなければならな

い。それでは、アリストテレスは『デ・アニマ』においてどのように知性と行動を

論じているのだろうか？ 

 

３ 『デ・アニマ』と『講義要綱』の知性と行動 
 アリストテレスは『デ・アニマ』第 3 巻第 9-11 章において、運動の問題を論じ

 
9 もちろん、神学的な倫理論あるいは実践論はさらに広範なものである。ここでは、わずか

にゴメスの講義内容を分析した。 
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ることを通して、知性と運動の直接的でない関連性を明らかにしている。第 9 章に

おいて彼は「動物を進行運動という仕方で動かすものは何であるか？」という問題

を提出した後に、動かすものは栄養摂取する能力（植物的霊魂の能力）でもなけれ

ば、感覚的能力（動物的霊魂の能力）でもなく、さらには必ずしも知性的能力（理

性的霊魂の能力）でもないとする10。アリストテレスはここにおいて、ゴメスが神

によって創造された知性が意志に対して助言を与え正確な判断を下させ善を求め

悪を避けさせると言っていたのとは異なり、知性と行動の直接的でない関連性を説

明している。彼は「観想にかかわる知性は行為されうる事柄を何一つ観想すること

はできないし、また避けるべきものや追い求めるべきものについてまったく語るこ

とはできない。11」として、人が医術を身につけていても治療を行うとは限らない

と具体例を挙げながら説明している。このことは知識と行為に直接的必然的な関係

がないということを意味している。明らかにアリストテレスは認知主体と倫理主体

の直接的必然的な関係を警戒しながらも、行動と知性の何らかの関連があるという

ことを排除できずにいる。 

 アリストテレスは、ここでの議論を通して知性を「観想にかかわる」知性と「行

動にかかわる」知性に分け、動かすものは欲求されうるものであり、この対象は「行

動にかかわる」知性が思考するための出発点であるとする12。アリストテレスは第

11 章において、思考・推論・判断の能力を持つのは人間であり（動物はこのような

能力を持たない）、人間は欲求されうるものによって思考・推論・判断、さらには

それに伴う諸行動を開始するとまとめている。しかし、人間が抑制のない状態に陥

ったときには、必ず欲望および欲求の対象によって動かされる（意志が感覚的欲求

によって欺かれ誘惑されることに相当する）。もちろん、ここではゴメスが主張し

ていたような神義論を基礎とする霊魂不滅論と来世の賞罰の議論は出てこず、また

いわゆる自己犠牲の神学的論理あるいは神学的倫理学もなく、ただわずかに「行動

にかかわる」知性と個別的な存在の関わりと「観想にかかわる」知性と普遍的存在

 
10 アリストテレス前掲書、164-165 頁参照。 
11 アリストテレス前掲書、165 頁。 
12 アリストテレス前掲書、167 頁参照。 
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との関わりが示されるだけである13。 

 もしアリストテレスの主張する知性の独立自由・永遠不滅の立場から見るならば、

アリストテレスは人間の行動における知性の位置を保留しており、ある種の実践理

性を提唱するとはいえ、彼の見るところでは知性と行動（意志）の間には超えられ

ない溝がある。知性の作用に基づく認識論と実際生活における実践論は決して混同

されてはならない。 

 最後に我々は再びゴメスのいう霊魂の最も優れた二つの能力、すなわち知性およ

び意志の議論に戻りたい。ゴメスは第 3 巻第 4-10 章において主に知性（特に可能

的知性と能動知性）について論じ、第 11-20 章において意志および自由・功罪・善

悪（賞善罰悪）の問題について論じており、最後の一章ではまた理性的霊魂につい

ての叙述に戻っている。 

 ゴメスはまず知性の役割を、対象を示すことにあると定義し（意志はそれを是認

したり拒否したりする）、知性を可能的（潜在的）知性と能動知性とに分けて説明

している。可能的知性の能力は外にある存在の形象を受容し把握するのであり、存

在それ自体を受容し把握するのではない。可能知性は外的感覚がただ可感的なもの

の形象（視覚であれば色の形象のみ）をのみ受容するのとは異なり、全ての存在の

形象を受容し把握することができる。知性的対象は、ゴメスにとって最も重要なも

のである。というのも、知性が初めに認識しなければならないのは、最も普遍的な・

最初に知性を動かす・最も優れた神であり、その他のものは、例えば個別的存在の

認識のように、すべてそれに次ぐものであるからである。可能的知性がいかなる存

在の形象を認識するときにも、そこにはある前提条件がある。すなわち、必ず認識

されうる可能的形象あるいは可知的形象がなければならない。このような形象は

「肉体によるただ個別性だけをもつ」感覚的形象とは異なり、物質に依存しない霊

的存在であり、共通的・普遍的な存在である。知性はまずこれによって可知的心象

が示す共通・普遍の本質を認知する。そして、非感覚的な思考能力を通してその可

知的心象を作り出し、それを可能的知性に伝達するのが、能動知性である。知性が

まだ肉体の内にある時に認知する可知的形象は、能動知性が感覚的表象能力を通し

 
13 アリストテレス前掲書、171-172 頁参照。 
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て作り出すものである（『要綱』395-400 参照）14。能動知性は可能的知性より高位

のもので、認識構造の最上部であり、また同時に人間を導き神および神に関する事

物の光を認識させる。この光は疑いの余地なく神の恩寵の光である（『要綱』403-

407）。ゴメスがこの両種の知性について論じる目的は、明らかに人々に「神が人間

に神を認識させ、人間は神を認識することを通してすべての被造物を認識すること

ができる」ということを理解させたいからである。これは一種の神学的人間学の認

識論であるというべきだろう。 

 ゴメスは第 3 巻においては知性的欲求的能力としての意志を強調しているが、

それも基本的には第 2 巻において論じられた意志と大差ない。知性の指導のもと

に普遍的善を認識し、人間にそれを学習・実践するように命ずる意志は、感覚的善

を無視し霊的善を重視する意志と一致するものであるといえる。しかし、ゴメスは

第 3 巻において依然として意志が誤りうるという問題について次のように述べて

いる。肉体の束縛を受けない意志も、時として非感覚的思考能力あるいは感覚的表

象能力に動かされ、誤りを犯し罪を為す。このような意志はゴメスの見るところに

よれば、知性の自由に従うことを選ぶこともあれば、知性の自由に従わないことを

選ぶこともある（『要綱』409-415 参照）。これは意志の特徴でもあり、またその欠

陥でもあるということができる。ただ霊魂が未だ肉体から離れていないということ

（感覚的欲求にとらわれていることを意味する）によって、意志は必ず自由選択あ

るいは自由行動がもたらす結果に直面することになる。人間の功罪・賞罰はこれに

由来する。前述のように筆者は、ゴメスの目的はこのような意志がやりたい放題に

する自由（すなわち神との関係を断ち切り、感覚的欲望の支配を失う自由）を宣伝

することにあるのではなく、意志はまた感覚的欲求を拒絶し、実践理性に従い真な

る善悪を認識し、善を求め悪を避ける行動を為し、神の栄光を示すことを選択する

こともできるということを説明することにあったと考える。 

 以上において、ゴメスの「霊魂論」を検討することを通して、その神学的人間学

 
14 出隆は『デ・アニマ』第 3 巻第 7-8 章の思惟と創造力の関係のうちに、思惟の質料（肉体）

における内在性と離在性の問題を指摘し、アリストテレスのプラトンのイデア論に対する批

判と継承を明らかにしようとしている（『出隆著作集』別巻 1、勁草書房、1967 年、342 頁参

照。以下引用に際しては I 巻数・頁数の形で示す。）。 
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の認識論と実践論を確認し、またそのことによって間接的にではあるが、アリスト

テレスの『デ・アニマ』（特に知性と行動の関係について）の 16 世紀末日本戦国時

代における伝播の様子を描いた。 

 

四 ギリシャ霊魂論と能動的理性 
 

１ 『デ・アニマ』読解の背景 

 イエズス会士が伝えた神学思想は戦国末期・江戸初期においてキリスト教と仏教

の間の論争を巻き起こしたが、やがて禁教される運命にあった。本節では、歴史は

19 世紀に全面的に近代化の洗礼を受けた明治期の日本へと進む。アカデミズム派

の学者姉崎正治（1873-1949）の比較宗教の視座を通して、新たに議論が加えられ

ていたとはいえ（禁教・迫害の問題について15）、こうした文脈は出隆のギリシャ哲

学およびその霊魂論の研究とは、何の関連もない。古田光（1925-2007）は、出隆の

『ギリシャ人の霊魂観と人間学』の形成背景について精密な解説をしている。古田

は出隆の晩年の自叙伝にしたがって、その桑木厳翼（1874-1946）の下での学習は

大正期の新カント学派の自由主義・文化主義の潮流の影響下にあったが、そのよう

な雰囲気の哲学に満足できず、「本当の哲学」あるいは「真の批判的精神をもった

哲学」を追求する過程の中で、現実の政治・社会問題を思考しようと試みたとして

いる。出隆はスピノザ研究から出発したが、カントおよび新カント派の思潮に親し

む中で、最終的には哲学の原初であるギリシャ哲学から本格的な学術研究を開始し

た。 

 出隆は「哲学は何であったか」（1932）において「本当の哲学」は必ず現実を指

導・変革する哲学・実践的理論でなければならず、ソクラテス以後プラトン・アリ

ストテレスの努力によって哲学は自然哲学者の「観想（見）理論」から「実践（行）

理論」へとなったものの、最終的には失敗したため、「本当の哲学」は「過去の哲

 
15 姉崎正治『切支丹宗門の迫害と潜伏』同文館、1925 年及び『切支丹禁制の終末』同文館、

1926 年参照。 
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学」の中にはどのようにしても見つからないということを示した16。古田の解説は

『ギリシャ人の霊魂観と人間学』の内容を論じていないが、この著作を通読すれば、

この失敗とは出隆がアリストテレス『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章における能動的理

性から帰結したものであることが分かる。彼はこの能動的理性と受動的理性との区

分について、前者が永遠不滅であるのに対して後者は変化し可滅的なものであり、

前者は後者に優越するものであり、霊魂が肉体から抜け出て作り出す「理論哲学」

（論理学・形而上学）は「実践哲学」（国家学・政治学・倫理学・経済学・実践あ

るいは製作の学）より高位のものであるという価値観によって、哲学は最終的に理

論哲学の構造の中に留まり、現実世界の実践の意義を抜け出してしまったとしてい

る。ここには明らかにゴメスの神学的人間学の体系におけるのとは異なる実践の意

味がある。 

出隆が自伝の中で当時軍国主義の雰囲気の中において自分にはマルクスの唯物

主義思想の影響下にある人間学を主張する勇気がなかったと述べていることから

すれば、彼は 30 年代においてギリシャ三哲の霊魂観と人間学観の批判的研究を通

して、自身の社会実践の人間学の構想を提出しようと企図していたことが間接的に

見て取れる17。筆者は出隆の思想転向の前の人間学の構築過程における最大の問題

は、能動的理性は行動を指導できるか否か、あるいはどのように行動を指導できる

かということであったと考える。ただし、この部分については稿を改めて論じるこ

とにしたい。以下では、まず彼がどのようにソクラテス以前のギリシャの三大霊魂

観およびソクラテス・プラトン・アリストテレスの三人の霊魂観を描いたかという

 
16 I 別巻 1・506-508 参照。出隆は 1948 年に共産党に加入し、その思想は全面的に唯物主義の

立場に転向した。彼はその回顧的な自伝の中に、しばしば当時の軍国主義的政府に無批判で

臣服的態度すらとっていた自分に対する批判を挿入している。当時の共産党および社会主義

運動が撲滅させられた状況と自身の当時の右翼保守主義的思惟についても、詳細に叙述して

いる（I7 の自伝参照）。 
17 ここで出隆が自身の人間学の構想を提出しようとしていたと述べたのは、彼が晩年自ら述

べたことと古田の解説に依拠している。筆者が次節の末尾において論じる出隆のギリシャ霊

魂観の批判的研究は、彼自身の哲学的立場を写し出すものであるというべきである。すなわ

ち、軍国主義が狂ったように吹き荒れる日本の戦中期における「アリストテレスの主張する

純粋な哲学的思弁および真理探究のみが哲学の真の王道である」という言葉からは、まさに

出隆の当時の「古典哲学研究に逃げ込み、実事は自分に関りがない」という心の声が透けて

見える。 
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ことを見ていきたい。 

 

２ アリストテレス以前の霊魂観 

 出隆はソクラテス・プラトン・アリストテレスの三人の霊魂（psychē）観を描き

出すために、紀元前 5 世紀までにアテネで一般に流行していた三つの霊魂観を整

理している。（一）影的・亡霊的な霊魂観・（二）生命原理・意識原理としての霊魂

観・（三）神的・遊離的の霊魂観。（一）は人間が死ぬ前に吐き出す最後の息であり、

この息は肉体から離れ、墓地あるいは地下に遊離し、死んだ人の影と同じように、

亡霊として存在し生きているものに影響をもたらすことが出来る。出隆は、これは

当時のアテネにおけるもっとも主要な霊魂観ではあるが、ホメロス詩人の現世中

心・啓蒙主義的な霊魂観とは異なると指摘する。（二）はイオニア自然学者の説く

生物の呼吸としての息であり、（一）が死後の無意識な息・霊魂であるのとは反対

に、現世の意識を持つ生命を中心としている。これらの自然学者は自然の事物の真

理・真相を追求し、事物の原理あるいは本質をもって一切の事物の消滅変化を解釈

した。こうした態度は、人間の生命・意識の原理としての霊魂観を作り出した（筆

者はこのような肉体は消滅するが、原理としての霊魂は不滅であるという観点は、

アリストテレスの霊魂観に影響を与えたと考える）。（三）はディオニソス

（Dionysios）・オルフィク（Orpheus）教の「天から肉体に降り立った精神が神を祭

る活動に参与し、この活動の神霊に取りつかれ、忘我脱魂の状態に入り、神霊に回

帰して肉体・世間の苦痛から逃れ、永遠の生をえる」という神秘主義的な霊魂観で

ある（I 別巻 1・17-55 参照）。 

 このような三種の霊魂観のもとで、ソクラテスは新たに独特の「霊魂を気遣う」

（epimeleia tēs psychēs）哲学（philosophia）の行動を作り出した。出隆は『ソクラテ

スの弁明』からソクラテスのこのような「霊魂の良さ・徳を気遣う」愛智活動を取

り出し、神託以来ソクラテスが人が真理を認識するのを助けた産婆術は、問答によ

って他人の霊魂を覚醒させるものであったとしている（出隆はこれは同時にある種

の神への奉仕でもあるとする）。そして、その真の目的は人々を霊魂以外の束縛す

る事物（名誉・地位・金銭などの所有物）から抜け出させ、自身の霊魂を気遣わせ
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善い（徳のある）状態にさせることにある。このような哲学行動はソクラテスが自

らの生命を賭して力強く続けた社会実践である。出隆はソクラテスの霊魂はある種

の道徳主体であり、上述の第一種の無為・無力な霊魂や第二種の自然・無価値な霊

魂には属さず、生命・意識の原理としての第二種の霊魂および第三種の神的な霊魂

には比較的近いが、普遍的霊魂ではなく個体に属し、遊離する霊魂とは異なってい

る。「ソクラテス霊魂はかえってそれの
、、、

肉体をそれ自ら
、、、、

のものとして所有するとこ

ろの（主体的なる）或る一者であった。その宿れる肉体の目覚めているときには眠

っており、肉体から離れ去っているときにのみ最も真にその働きを現わすがごとき

霊魂（遊離魂）ではなくて、むしろ現にこの肉体を具有してこの社会この都市国家

に生きている我々人間
、、、、

においてこの人間の自己
、、

としてその善さ
、、

を発揮するはずの

ものであった。（I 別巻 1・78）」 

 上述のソクラテスの霊魂観を受けて、プラトンはソクラテスの「無知の知」をも

ってアテネの人々を「自身の良い・徳のある霊魂を気遣う」ことに目覚めさせると

いう社会実践に、理論的基礎を加えた。すなわち、そのもっとも有名なイデア論で

ある。出隆は、プラトンからすればソクラテスの「知即行」の哲学実践は、単に無

知に気付かせるだけでなく、かならず更に一歩進んで真理の認識およびあらゆる事

物の本質の追及に到達すべきものであったとしている。このほかにも、ソクラテス

の哲学はただ個人のみを対象とするものではなく、国家・人類の福祉と救済をも考

えるものであったとしている（Ｉ別巻１・140-142 参照）。このような意味において、

プラトンはソクラテスの哲学を一歩進めて理論化し普遍化した。ここでは出隆のプ

ラトンのイデア論の三区分（不変的なる理性的認識と変化的なる感覚的経験判断の

区分・この区分の緩和・この区分への回帰）、すなわちイデア（超越）界と経験（感

覚）界を区分するかどうかという問題についての解釈を紹介することはできない

（Ｉ別巻１・149-151 参照）。以下では、本稿と関係する理性的霊魂と実践的霊魂に

焦点をあてたい。 

 プラトンは『国家』において霊魂を三つの部分に分けている。すなわち、理性

（logistikon）・欲望（epithymētikon）・意志（thymoeides）である。意志は理性と欲望

の間にあり、理性的部分には属していないが（この点はゴメスと異なる）、理性に
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従い・理性を手助けして感情を抑制する作用を持つ部分である。出隆はこの三分法

は霊魂の道徳的完成・真の智慧・見識への向上の発達段階であるとする。この三分

法はまた『ティマイオス』においても現れ、理性が不滅であるのに対して、非理性

に属する意志と欲望は消滅しうるものであるとされる。このような霊魂の道徳的な

区分は、その知性活動（理性的思惟と媒介知・感覚経験）の区分にも同様に反映さ

れる（Ｉ別巻１・182-183 参照）。しかし、出隆は理性霊魂をイデア認識の知性の序

列の中に引き入れるのは、プラトンの政治実践への志向であることを強調すること

も忘れない。この強調はまた、彼がアリストテレスとソクラテス・プラトンの二人

の霊魂観における差異を区分するための根拠ともなる。 

 

３ 『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章の読解 

 正統なアテネ人であり、政治・社会変革への志向をもったソクラテス・プラトン

の二人に対して、異邦のイオニア人に属し政治・社会変革への志向をもたないアリ

ストテレスは、イオニア自然学者の学説（自然学・物理学）および自らの家の学問

（医学・生物学）に深い影響を受けたため、その学問的態度および霊魂観は特殊な

風貌を呈している。出隆はこの点からアリストテレスのプラトンのイデア論に対す

る批判は、まさにこの生物学・経験論的観点から来ていると指摘する。哲学の任務

は、プラトンのイデア論がいうように超越的なイデアの光をもって万物を照らし出

すことではなく、感覚経験の事実から出発して、現実世界において生成変化する事

物を統一的に説明できる普遍の原理を明らかにすることにある。この下から上への

道は、ちょうどプラトンの上から下への道と反対である。しかし、アリストテレス

のこのようなイデア論の超越性・無用性への批判は、最終的にはその理論中心的性

格のために、実践を放棄した観想の世界へと向かわずにはいられなかった。ソクラ

テス・プラトンの二人の実践哲学はアリストテレスの継承を経て、ある種の非実践

的理論哲学となった（I 別巻 1、221-232 参照）。 

 アリストテレス『デ・アニマ』のその哲学体系における位置に関しても、出隆は

前述の立場から説明している。彼はこの著作はアリストテレス自身の生物学に対す

る関心から書かれたとする。アリストテレスはプラトンのイデア論に対抗するため
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に、その存在論あるいは生物論において形相と質料の結合説および存在あるいは生

物の潜在から実現への変化の説を提出している（初期の『形而上学』にすでに表れ

ている）。この変化生成論が『デ・アニマ』においても見いだされることは、この

著作の第 3 巻第 5 章から証拠立てられる。 

 この点についての議論に進む前に、出隆がどのようにアリストテレスの初期から

晩年までの霊魂論の変遷を解釈していたかということを見ておきたい。出隆によれ

ば、『エウデモス倫理学』にはアリストテレスの若年時の霊魂観が記載されている。

アリストテレスはプラトンの『パイドン』の霊魂観の影響を受け、霊魂は肉体に属

さない実体であるとする。この霊魂が肉体に優越するという霊魂と肉体の二元論の

考え方は、『デ・アニマ』に到って霊魂と肉体（形相と質料）の一元論の立場によ

って新たに論じなおされる。しかし、アリストテレスは霊魂と肉体の一元論に対し

てさらに高位の能動的理性を提出する。このような思惟は、依然としてアリストテ

レスの理論哲学を重視し、実践哲学を軽視する純粋理性の思惟の立場を脱していな

いというべきだろう。この立場は『ニコマコス倫理学』第 10 巻においても見いだ

される（I 別巻 1・243-244 参照）。 

 では、理性と実践の間を巡って論述させるアリストテレスの霊魂観およびその純

粋理性的思惟の立場は、『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章においてどのように現れてい

るだろうか？出隆の選択的で独特な翻訳を通して、我々はそれを正確に把握するこ

とができる。その内容は以下の通りである。 

 

いかなるものにも二つの要素が区別される、一つは各々の類に対して何らか

質料たるもの……他はそれらすべての 原 因
アイテイオン

であり能作者（poiētikon＝作る

もの）である、というのは〔原因は〕すべてを作 る
ポイエイン

（poiein）からである。

そして前者の後者に対するは、材料に対する技術の如きである。されば、霊

魂の内で（en tēi psychē）もこの区別がある。そして実のところ、〔この霊魂す

なわち理性についてみるに〕上述のごとき理性
ヌース

は、それがすべてに成る点に

おいては前者〔質料的・受動的要素〕のごときである、しかるに或る他の理性
、、、、、、

は後者〔能作者〕のごときである、そのゆえはすべてと作る
ポイエイ

からである。こ
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れは一種の状態、たとえば光
、
（phōs）のごときである。というのは、光も或る

意味では〔すべてをなす
ポイエイ

ところの理性と同じように〕可能的に色であるもの

を現実的に色となす
ポイエイ

からである。さてこの
、、

〔ポイエインする能作的・能動的

な〕理性
、、

は、離れて存し得るもの（chōristos）であり非受動的（apathēs）であ

り非混合的
ア ミ ゲ ー ス

である、なぜなら本質的に現実態
エネルゲイア

であるから。けだし能 動 者
ト・ポイウーン

は

常に受動者
ト・パスコン

よりも優れ、始源
アルケー

（動力因）は常に質料因よりも優れているから

である。ところで、現実態における認識はその対象と同一であるが、可能的

のそれは、個人個人に即して言えばもちろん現実的のよりも時間的に先き
、、

で

あるが、全体的に〔全自然から〕見れば時間的にも決して現実的のより先き
、、

ではない。〔けだし現実的に認識せる〕理性は時には思惟し時には思惟しない

というがごときことは決してないから。この理性は、離れて存するときには

（chōristheis）その本来の姿にある、そしてこれのみ不 死
アタナトン

であり、 永 遠
アイデイオン

で

ある。ただし我々はこの理性の活動を覚えていない
、、、、、、

、というのは、この理性

は非受動的であるが、〔我々の〕受動的理性（ho pathētikos nous）は可滅的で

あるから。そしてこれ〔能動理性〕なくしては何ものも思惟し得ない。（I 別

巻 1・343） 

 

 出隆はここでアリストテレスが霊魂の内部において質料・受動的理性と原因・能

動的理性を分けることを強調し、この二種の理性が結合し肉体の内に同居しており、

前者は肉体の消滅にしたがって消えてしまうが、後者は肉体を離れるその本来の様

態を顕す永遠不滅のものであると解釈している。この霊魂内部の能動的理性は、神

的な理性ではあるが、それを最初から肉体の外部にある超越的存在であるとするこ

とはできない。この理性は製作・実践の能力を持つため、事物を無から生み出す理

性ではない。この製作的・実践的な能動的理性は、質料的・潜在的な受動的理性に

賦与される。この両種の理性の結合によって、あらゆる事物の存在は成立する。し

かし、質料的・潜在的な受動的理性の実現は、製作的・実践的な能動的理性によっ

て動かされることによってはじめて可能となる。このような潜在的思惟・知識が現

実的思惟・知識に到るためには、必ずある種の動力がなければならず、それはすな
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わち人間の経験意識・記憶を超越した能動的理性である。光の類比は能動的理性は

事物を潜在から現実へ動かす第三者であることを説明している（I 別巻 1・344-346, 

348 参照）。 

ここで出隆の説明する質料・受動的理性と原因・能動的理性の特徴を整理してお

こう。質料・受動的理性は（ゴメスのいう非質料的可能的知性と異なり）、感覚・

想像力・欲求などと同様に、個々の生物が現実態を完成させる霊魂の部分として、

その個人の肉体を離れては存在することができず、肉体にしたがって消滅する（I

別巻 1・349 参照）。原因・能動的理性は肉体的な個人霊魂の内にあるものの、完全

な現実態・離れて存在する者であり、非受動的・非混合的な存在である。それは光

（動力因・推動因）であり、受動的理性・肉体（質料）を離れても独立自存できる

実際存在であり、永遠不滅である（I 別巻 1・350 参照）。以上の内容からは、出隆

の哲学的意図が明確に見て取れる。実は、出隆はここでヒックス（Robert Drew Hicks, 

1850-1929）の注釈を借用しており、第 5章の最後の一文の霊魂を、能動的理性（active 

intellect）として読んでいる。出隆が参照にしたヒックスの注釈は次の通りである。 

 

 私の考えでは、ギリシャ語は自然と次のような見方を示唆する。つまり、受動

的理性は単に φθαρτος（消滅する）の主語であるのみならず、また ουθεν νοει

（何も思考しえない）の主語でもある。なぜなら、もし我々が νοει（思考する）

も主語を省略した例の一つであるとし、補って το νοουν（思考するもの）とは

個別の思考するものの複合的実体を意味すると理解するならば、どのように

しても ανευ τουτου（without it、それなしで）が受動的理性を指すとすること

はできない。もし能動的理性が「思考はどのように発生したのか」ということ

についての理論を完成するために要求されているのでなければ、この章は決

して書かれることはなかっただろう。なぜなら、この二つの理性を区別する箇

所はほかのどこにもないからである。したがって、個々の人間が考えるために

は、理性のこうした二つの形態、つまり一切の対象となる理性と一切の対象を

作る理性を仮設する必要があるということになる（cf.Alex. Aphr. De An. 

Mantissa 112, 20 sq.）。そして、ανευ τουτου（それなしで）はそのどちらである



84 アリストテレス『デ・アニマ』の日本における受容 

と理解されてもよい。しかし、もし私の考えるように、φθαρτος（消滅する）

が απαθες（感受せず）と対になるものではなく、αιδιον（永遠）と対になるも

のであり、またもしアリストテレスがそれによって理性の一つの形態を他の

形態と対比しようとしているとすれば、消滅可能であるという性質は自然と

制限されたものが制限するものに依存するという主張へと続くことになる。

加えて、もし ουθεν νοει（何も思考しえない）が 408 b 28 の ουτε μνημονευει（何

も覚えられない）と同じように無人称に近いものであるということができる

ならば、私は φθαρτος（消滅する）の後に句点を入れるという読み方の変更を

主張すべきであろう。これによって、新しい文がこの章を締めくくることにな

る。つまり、「能動的理性がなければ、いかなる思考も不可能である」と。18 

 

ヒックスの注釈によれば、「思考はどのように発生したのか」ということに関す

る理論を完成するために不可欠な能動的理性のはたらきを強調するために、第 5 章

は書かれた。ここは「すべての対象となる」受動的理性と「すべての対象を作る」

能動的理性とを区別する重要なところであり、また第 5 章の原文の翻訳部分とは

異なる方向で、能動的理性と思考との連関を示した箇所でもある。出隆はヒックス

の注釈の最後の部分を踏まえて、「この aneu toutou は、aneu tou pathētilou nou と続

ける読み方もあるが、Hicks の読みにより、phthartos の次に full stop を置き、新た

な句と見て、toutou を tou poiētilou nou と読む。（Ｉ別巻１・443）」と説明している。

彼がヒックスの解釈を借用した目的は霊魂の内の理性を能動的理性と受動的理性

に分け、アリストテレス『デ・アニマ』における能動的理性の重要性を強調するこ

とにある。当然この出隆の選択的な翻訳の動機と彼のアリストテレス哲学理解には

密接な関係がある。 

なぜアリストテレスはここで能動的理性を強調しなければならなかったのか？

出隆はその理由を、アリストテレスの哲学の動機は自身の生物学者としての目的論

に由来するからであるとしている。アリストテレスはプラトンの霊魂観に対して反

 
18  R. D. Hicks, Aristotle De Anima: With translation, introduction and notes, Cambridge: The 
University Press. 1907, pp. 509-510.括弧内は筆者注。 
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抗する中で霊魂と肉体が不離のものであるという構想を提出したものの、自身の目

的論の立場の影響によって神的な霊魂すなわち能動的理性を導入し、それをその霊

魂論の最終的な帰結としなければならなかった。ソクラテス・プラトンの二人に反

対したアリストテレスも、最後には超越的形相主義に陥ったのである（I 別巻 1・

354 参照）。 

このような学問上の理由のほかに、筆者は出隆のおかれた時代背景をも考慮し

なければならないと考える。出隆が『ギリシャ人の霊魂観と人間学』を執筆した日

本の 30 年代の思潮は、ドイツ観念論・新カント学派から現象学・実存哲学・マル

クス主義哲学・歴史哲学へと転向しつつあった。それは大まかにいえば、抽象的な

理論哲学から具体的な生命哲学・実践哲学へと向かう時期であった。それ以外にも、

日本軍国主義が台頭し、共産主義およびマルクス主義運動が衰退し、さらに天皇を

中心とする日本主義が横行し猛威を振るっており、日本全体の思想状況が危機を迎

えつつあった。古典（ギリシャ）哲学を研究の中心としてアカデミズム派の学者出

隆も、自然とこの大きな環境の影響から逃れられなかった。出隆は自身の思想をど

こに置くかということは最大の問題となった。社会実践においては、左に向かなけ

れば右に向くことになる。哲学思想の創造においては、旧習を墨守するのでなけれ

ば、古代に照らして制度を改革するか、あるいは西洋の生命哲学あるいは実存哲学

の発展に追従する方向に邁進することになる。日本の戦争に揺れ動く時局の中にお

いて出隆は、当時の政治・社会問題に対応することのできる実践的人間学を構築し

ようと試みたものの、最終的にはアリストテレスの堅持した純粋理性の立場を選択

した。そればかりか戦争の後期には、軍国政府の高い圧力に覆われて、それに従順

する道を選ばざるを得なかった。彼が『デ・アニマ』の能動的理性を強調すること

とその時代背景には密接な関係があるといえる。出隆がギリシャ人間学の発展がア

リストテレスに到って社会実践から離れ失敗してしまったと批判することは、彼自

身の思想の失敗と極めて大きな関係を持つということができる19。 

 
19 出隆が『哲学以前』（1922）において、西田幾多郎の『善の研究』（1911）でいう純粋経験

や『自覚における直観と反省』（1917）でいう自覚概念を礼賛した言説から見てもわかるよう

に、彼の思想的傾向は、観念論的であると言わざるを得ない。 
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五 結論 
 

これまで述べてきたゴメスおよび出隆の霊魂観についての検討を通して、大ま

かにアリストテレス『デ・アニマ』の日本における受容のいくつかの方向を見てき

た。両者はともに霊魂の能動的理性を重視し、理性と意志（実践）の関連を論じて

いるという点で、異なった目的は交差している。しかし、この交差はわずかに能動

的理性への関心に限られるものであり、思想関係の上からは完全に無関係であると

いえる。ゴメスは神学を基礎として宗教的倫理実践に重きを置く霊魂観を唱えたの

に対して、出隆は哲学人間学の実践論を尺度として純粋理性の思惟に重きを置く霊

魂観を描き出した。ゴメスはアリストテレス『デ・アニマ』を人々に霊魂の不滅お

よびその宗教実践との関連を教えるために伝えようとした20。出隆は『デ・アニマ』

の能動的理性の理解を通して当時の日本思潮に対応しようと試みたが、自らの思索

と選択の失敗のために、最終的には実践的人間学を構築することに至らなかった。 

以上の論述によって、筆者はアリストテレス『デ・アニマ』の日本における受

容は、どの世紀においてもすべて当時の政治・歴史・思想潮流などの要素によって、

未だ全面的に哲学的な議論の道へと向かうことができていないと考える。 
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