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プラトン『国家』における〈尺度〉の問題
関村　誠

はじめに
　プラトンは、『国家』第二・三巻において、国家の守護者となる
べき人を対象とする音楽・文芸（mousikê）による魂の教育のあ
り方について議論を展開している。この教育論においては、物語
を受動的に受容することによる子どもの頃からの魂の形成、物語
を創作する詩人の行為、また教育される者が能動的になすべき行
為などが問題化されて、〈語り〉（lexis）と〈模倣〉（mimêsis）な
どの行為が扱われている。そのなかで、「尺度に適った性格の人」

（metrios anêr, 396c）という表現が見られる。「尺度に適った性
格の人」はすぐれた人物の〈語り〉などの行為の〈模倣〉をすすん
で行なう者とされている。この表現は何を意味するのであろうか。
この一見把握し難い表現のもつ意味とそれにかかわる問題につい
て考えていきたい。この教育論において、〈語り〉と〈模倣〉など
の行為はさまざまな場合に即して論じられており、その行為主体
は、作品を作る者なのか、語る者なのか、あるいは受容する者な
のかという点に関して、しばしば曖昧で明確に規定できない側面
を呈している。「尺度に適った性格の人」の意味づけの困難さは、
この曖昧さに関連しているともいえる。また、metrios anêr という
表現に見られる〈尺度〉（metron）の概念は、『国家』の教育論に
おける重要な主題であり、この表現の意味解明のためには、同対
話篇の他の文脈も含めての〈尺度〉のもつ問題の吟味が必要とな
るであろう。
　とりわけ、『国家』において問題とされている〈尺度〉のひとつ
の重要な機能は、受容される現れとしての〈似像〉（eikôn）とそ
の規範的モデルとの間の緊密な関係を把握する魂の能力の形成に
関係しているように思われる。じっさい、音楽・文芸による教育に
ついての議論においては、この〈似像〉の受容と創造のシステムを
構築することが大きな課題となっている。このシステムに組み込ま
れた動態として〈語り〉や〈模倣〉の行為を捉えていくことができ
るであろう。
　〈尺度〉に関わる問題は、プラトンにおいて『国家』以前に提起
されていなかったわけではない。「人間は万物の尺度である」とプ
ロタゴラスが述べたことは『クラテュロス』において言及されている

（385e-386a）が、このソフィストのプロタゴラスを主題とした初
期対話篇の『プロタゴラス』において、「測定の技術」（metrêtikê）
について議論が展開されている（356d-357e）。しかし、『国家』
とは異なり、〈似像〉との関連は強くないように思われる 1。本稿で
は、「尺度に適った性格の人」という表現の意味するものを、『国家』
全体における〈尺度〉（metron）の概念の位置づけ 2 とその〈似像〉
との関係を吟味しつつ考察を進めていく。とりわけ、音楽・文芸
による魂の形成の議論が重要な位置を占めているこの対話篇にお
ける、現れの受容と創造の機能についての考察に基づき、そこで
の〈尺度〉の概念の働きを明らかにして、metrios anêr という表
現の意味するものを、『国家』を貫くプラトンの問題意識と結びつ

けて理解していきたい。それは、現れを感覚することが、単に見
かけをそのまま受け取ることにとどまらず、その現れの源泉に遡る
さらなる精神のはたらきの駆動に繋がっていくというプラトンの思
索を追うことにもなるように思われる。この考察を通じて、プラト
ン思想において感覚、アイステーシス（aisthêsis）の能動的なはた
らきの重要性がおそらくは見えてくるであろう。

１．現れの受容問題と尺度
　『国家』において、教育の問題は現れの受容と創造の問題と緊
密に結びついている。音楽・文芸による教育とは、まずはじめに、
物語作品の受容を通じて魂を形成することにあり、子どもの魂が
作品を受容する仕方がまず問題とされる。教育の初期段階におい
ては、幼い子どもは受動的であり、母親や乳母などが教育する者
として物語を子どもに語り聞かせなくてはならない。物語作品に
は、規範となるべき善い品性を有する神々や英雄などの登場人物
の諸行為が表現されるべきであり、その現れを子どもたちが受け入
れることに教育の重点が置かれている。現れの受容者は、教育に
よって魂が形成されて、現れのモデルとなる品性のありように自ら
接近しようと熱望し、「美しいものへの恋」（ta tou kalou erôtika, 
403c）という能動性を獲得するとされている。ここでは、詩人た
ちだけではなく、他の制作に従事する「職人たち」（dêmiourgoi）
もまた、「善き品性の似像（eikona）」（401b）を作り出さなければ
ならないことが説かれている。このように、この教育論において問
題化されている現れとしての〈似像〉（eikôn）は、詩人の作品創
作にとどまらず、他の芸術家や職人の造形的な作品制作とも関係
づけられている。このことは、音楽・文芸による教育論において、
視覚・造形的な要素がプラトンによって盛り込まれて、議論が構成
されていることを示してもいる。
　『国家』における〈似像〉の機能の位置づけを理解するために、
後期対話篇『ソフィステス』における現れの様相に関する区分の議
論を参照するのがよいように思われる。周知のように、プラトンに
とっては、ソフィストたちの活動は、真実ではなく見かけだけを提
示して人を欺くことにあり、彼の思索の大きな課題のひとつは、こ
の欺きをもたらすソフィスト的な動向に対抗して自らの哲学を構築
することにあったと言ってもよい。『ソフィステス』でも、視覚的な
現れのありように依拠しつつ、主として言語によるごまかしを行な
うソフィストの行動の解明が目指されている。この対話篇において
は、二種類の現れ、すなわち〈似像〉（eikôn）と〈虚像〉（phantasma）
とが区別されている。〈似像〉とは、それを見る者にそのモデルを
捉えさせる現れであり、この現れと原物との緊密な関係が把握さ
れることになる。それに対して、〈虚像〉とは、それを見る者を騙
して、見かけを実物と取り違えさせてしまうような現れである。現
れを作り出す技術もまた二分されて、「似像作りの術」（eikastikê）
と「虚像作りの術」（phantastikê）とに分けられる。この後者の
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技術がソフィストのもつ技術であるとこの対話篇ではみなされてい
る。
　『ソフィステス』におけるこの二種類の現れとそれを作る技術の
区別は、また、〈釣り合い〉（summetria）に関連して説明づけら
れてもいる（235d-236a）。ここで議論に取り入れられている「釣り
合い」は〈尺度〉（metron）の概念を含みもっており、二種類の
現れの区別は、〈尺度〉の問題と密接に結びついている。「似像作
りの術」は、原物のもっている〈釣り合い〉を、作られる現れに合
致させた上で、ふさわしい着色をほどこす場合であるとされる。そ
れに対して、「虚像作りの術」は、やはり〈釣り合い〉の概念は用
いられつつも、異なった仕方での現れの提示であることが説明さ
れる。例として、「なにか巨大な作品を塑像として作ったり、画に
描いたりする人たち」の場合があげられている。巨大な作品の場
合は、「美しい原物のもっている真実の釣り合い」をそのまま作品
に与えると、作品を見る者にとっては、上の方は本来よりも小さく
見られ、下の方は大きく見られることになって、作品は、モデルと
なった原物とは異なった現れを呈することになる。そこで巨大作品
の創作家たちは、原物のもつ釣り合いの「真実にはおさらばをして」、
この場合には、「実際にあるがままの釣り合いではなく、美しいと
思われるような釣り合い」を現れに付与することになり、この現れ
が〈虚像〉とされている。
　ここで、現れの区別に即して、〈釣り合い〉についても二種類に
分けられている。一方は、原物の釣り合いを現れにそのまま再現
した〈似像〉に関係する場合であり、「美しい原物のもっている真
実の釣り合い」（tên tôn kalôn alêthinên summetrian, 235e）お
よび「あるがままの釣り合い」（tas ousas summetrias, 236a）と
呼ばれている。そこでは、原物と現れとが〈釣り合い〉を通じて緊
密に結びついている。それゆえ、〈似像〉の知覚から遡ってそのモ
デルとなった原物を正しく把握することが可能である。この「真実
の釣り合い」を再現する術が「似像作りの術」である。他方、〈虚
像〉に関係する〈釣り合い〉は、「美しいと思われるような釣り合い」

（tas doxousas einai kalas [summetrias], 236a）と呼ばれる。こ
の場合は、巨大な作品制作の例にあるように、原物の形態のもっ
ているものとは異なって、現れを見る者の目に映ったかぎりでの〈釣
り合い〉である。それは、見かけ上美しいと思われるような〈釣り
合い〉である。したがって、見る者には美しい〈釣り合い〉だと「思
われて」いても、それは原物の側に見出されるものではなく、あく
まで見かけ上の〈釣り合い〉であり、見る者の状況によってそのつ
ど変わってしまう〈釣り合い〉でもある。この目に映る見かけの〈釣
り合い〉は、真実の〈釣り合い〉とはまったく異なったものである 3。
この場合の作品は〈虚像〉とみなされる現れであり、原物の真実
の〈釣り合い〉をもつ現れとしての〈似像〉と区別される。この〈虚像〉
の場合、見る者は、目の前の現れから遡って原物を把握すること
ができない。いやむしろ、見る者は、目の前の現れの〈釣り合い〉

は見かけにすぎないものであるにもかかわらず、この目に映った限
りでの〈釣り合い〉の原物が存在するものと思い込んでしまう。あ
るいは、〈虚像〉を実物と捉え違えてしまう。〈虚像〉はイリュージ
ョンにすぎないのである。それがソフィストの欺瞞の術に通じてい
る。
　このように、「虚像作りの術」は「美しいと思われるような釣り合い」
を見かけにおいて作る術である。〈似像〉とその原物とは、〈尺度〉
に適った仕方で緊密に関係づけられているが、〈虚像〉においては、
そうした〈尺度〉の機能は見られず、そのつどの見方によって変動
する〈釣り合い〉が見る者の各々に示されるのみである。この区別は、
プラトン後期の対話篇において提示されてはいるが、しかしそれは、
若者を教育すると言いながらも〈虚像〉を作り出して騙しているソ
フィストたちの技術に対抗しつつ、〈似像〉の機能を手がかりとして
独自の哲学を構築しようとするプラトンの思索の核心に根ざしたも
のと言うことができるであろう。『国家』において、現れの問題は『ソ
フィステス』と同様の問題意識のもとに捉えられており、そのなかで、

〈尺度〉の要素も議論に取り込まれている。次に、『国家』において〈尺
度〉の概念が問題となっている箇所を見ていこう。
　『国家』第十巻で、見かけの現れを作り出す者として模倣芸術
家を厳しく批判している議論があることがよく知られている。この

『国家』第十巻と『ソフィステス』は、現れとそれを作り出す者や
受容する者との関係においていくつかの共通点を有している。『国
家』第十巻では、絵画の技術は、「在るものを在るがままに」模倣
する技術ではなく、「見える姿を見えるがままに」模倣する技術で
あり、〈虚像〉の（598b）模倣であるとされている。この第十巻では、
第三巻の教育論とは異なって、〈模倣〉の行為が厳しく批判されて
いる 4。またそこでは、ソクラテスによって、模倣者は、イデア存
在のあり方を示す本性（phusis）から「遠ざかること三番目の作品」

（597e）を生み出す者であるとされており、さらにこの〈模倣〉の
行為は「真実から遠ざかること第三番目のものと関係する」（602c）
と述べられている。こうした批判の後で、ソクラテスは、魂の理知
的ではない部分にはたらきかけるこの模倣活動の「力」（dunamis, 
602c）のありようを問題化する。この模倣術は、『ソフィステス』
における虚像作りの術と同様に、幻影的な見かけだけの現れを作
り出して実在するかのように思い込ませて見る者を騙す技術とみな
されている。
　ここで注目したいのは、『国家』第十巻において、この人を欺く
技術の「力」に対抗することのできる魂の部分の働きが依拠する
手段として、「数えること、秤にかけること」に加えて、「測定するこ
と」（metrein）があげられている（602d）ことである。「測定する」
という行為は〈尺度〉を把握する行為であるといえる。この第十巻
においては、プラトンは模倣活動の否定的な側面を強調しており、
見る者をモデルの把握へと至らせる現れとしての〈似像〉の機能に
ついてはまったく言及してはいないが、〈虚像〉を作り出すことによ



32

って見る者を欺く模倣術の「力」に対抗しうる魂の別の「力」の存
在を明確に提示しているのである。またさらに、「測定に反した判
断をもつような（para ta metra）魂の部分は、測定と一致した（kata 
ta metra）判断をもつ部分とは、同じではありえない」（603a）と、

〈尺度〉の概念に依拠して説明づけられている。魂のこれらの部分
は、〈尺度〉に反した判断をする部分と、〈尺度〉に適った判断をす
ることが可能な部分とも言い換えることができよう。このように、〈虚
像〉とは〈尺度〉による働きを欠いた現れであるというプラトンの
考え方をここに読みとることができる。「測定と一致した（kata ta 
metra）判断をもつ部分」、すなわち〈尺度〉に適った魂のはたらきが、

〈虚像〉を作り出して欺きをもたらす模倣の力に対抗する能力を発
揮しうる可能性をもつものとみなされているといえよう。
　さらに注目すべきは、『ソフィステス』において、〈虚像〉の定義
をする文脈のなかで、プラトンは、人が現れを正しく見てとる「力」

（dunamis）を得たならば、その現れは〈虚像〉ではなくなること
を示唆している（236b）という点である。この現れを見てとる「力」、
デュナミスとは、目に見える現れと実際のモデルとしての原物との

〈尺度〉に適った〈釣り合い〉の関係を把握する力であるといえる。
現れを正しく見てとるこの「力」を、『国家』第十巻で問題化され
ている、測定の行為に結びつけることができるのではないだろうか。
　「測る ｣ 能力、すなわち、〈尺度〉に適った仕方で現れを捉える
感覚の能力を、〈虚像〉を作り出して魂を欺瞞に陥れる模倣術に対
立させることによって、プラトンは、後期対話篇『ソフィステス』で
提示されることになる「似像作りの術」と「虚像作りの術」との区
別を『国家』において先取りしているといえるだろう。では、〈尺度〉
に適った仕方で〈似像〉を捉える能力の内実は、『国家』において、
どのように提示され理論展開がなされているのであろうか。この問
題について、さらに考えていきたい。

２．現れの受容と尺度
　『国家』第十巻において示唆された、〈尺度〉に適った魂のもつ
能力の問題は、この対話篇の基本的な主題のひとつとなっている。
その局面の考察のために、『国家』第二・三巻における、国家の守
護者となるべき者の教育に関する議論を見ていこう。そこでは、〈模
倣〉と、先に見たような〈似像〉の概念が導入されており、規範と
なるべき人間の善き品性の表現された作品受容を通じての魂の形
成と、現れとモデルとの間の〈尺度〉に適った関係を把握する「力」
の様態との問題化を見てとることができるからである。
　現れと〈尺度〉に関わる能力形成の問題をより明確にしていくため
に、『国家』の教育論において、「型」を意味するテュポス（tupos）5

という語のプラトンの用法に着目することにする。このテュポスは、
子どもの魂の形成と作品の受容から始まる魂の能動性とを支える
原理的な役割を果たしている。テュポスは、作品の受容と創造と
を統制するはたらきをもっており、魂、物語作品、社会規範の三

つのレヴェルで機能している。子どもの魂は柔らかく、粘土のよ
うに可塑性があり、物語を語り聞かせることから教育を開始して
魂を造形していくべきであり、この作品受容によって魂にテュポス

（377b）が刻印されると述べられる。このテュポスは、物語作品
自体が有しているテュポス（377c）を受け継いでいる。若く柔らか
い魂であればあるほど、作品の内容がそのままのかたちで魂の形
成に影響するのは明らかであるからである。こうした刻印を通じて
魂が形成されていくのである。造形的な要素に依拠して議論が組
み立てられているのがわかる 6。さらに、この物語の型としてのテ
ュポスは、その創作を規制する社会規範に則っており、プラトンは
この規範をもテュポス（379a）と呼んでいる。社会の法律とテュ
ポスが同義に使用されている。第一のテュポスは魂上に、第二の
テュポスは作品に見出され、第三のテュポスは社会において作品
創作のあり方を規制する法律を構成している。このように、三つの
テュポスは異なったレヴェルに位置づけられているが、ダイナミッ
クかつ堅固に結びつき合っているのである。規範を設定すること
が、神々や英雄についての物語作品の内容を検閲することに役立
っており、テュポスの機能は、作品の受容を通じて人間と社会とを
関係づけることになる。テュポスは、子どもに受容される人物像と
しての現れを含む物語を作り出す詩人の創作を方向づけ、それを
通じて、作品自体の内容を規定している 7。ここで受容され、創造
されている現れは、そのモデルとの〈尺度〉に適った関係を有する

〈似像〉（eikôn）であるといえるであろう 8。異なるレヴェルのあい
だでのテュポスの連係したはたらきは、〈似像〉が規律をもち〈尺度〉
に適った仕方で創造され受容されるある場の形成に寄与している
といえよう。
　物語の内容に関係するこうした議論の後で、言説の表現、すな
わち〈語り〉（lexis）の問題に議論の重点が移行する。「物語の語
り手（muthologoi）9 と詩人とが語ることのすべては、過去・現在・
未来のできごとの叙述（diêgêsis）」（392d）だとされる。その上
で、ソクラテスは、ホメロスの『イリアス』のある一節に依拠しつつ、
異なる叙述の形式を説明づけている（392e-394b）。「模倣による
叙述」においては、詩人は自分があたかも誰か別人であるかのよう
に、他者になりきって語るのであるが、それに対して、「単純な叙述」
においては、詩人は模倣に依存することなく、自分を覆い隠さず自
分自身の言葉で作者自身の報告を語るのである。この区別に基づ
いて、ソクラテスは、「模倣による叙述」は悲劇や喜劇に対応し、「単
純な叙述」はディテュランボスに対応しており、「模倣による叙述」
や「単純な叙述」の両方による叙述に対応しているのは叙事詩の
創作であると、対話相手のアデイマントスに対して述べる（394b-c）。
このように見ると、ここでの議論の目的は、文芸ジャンルに沿った
区分をすることにあるとみなしうるように思われる。
　しかしながら、この文脈における〈語り〉の問題化の意図をアデ
イマントスは理解できていないという事実を認めなければならな
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い。この部分の対話進行において、ソクラテスとアデイマントスの
意思の疎通が成り立っていないのである 10。この事実は、対話を
通じてのプラトンの思想構成に大きく影響を与えている。じっさい、
議論の目的についての理解ができていないことを告白するアデイマ
ントス（392c-d）の前で、ソクラテスは、当初の構想を変更して、〈語り〉
の問題の全体を包括して捉えて議論することを諦める。彼は、「全
体にわたって（kata holon）語らずに事柄の一部分（meros ti）を
取り上げ、それを例にして」、言いたいことをアデイマントスに説明
することにつとめるよう、方向転換をするのである（392d-e）。た
しかに、ソクラテスによる文芸ジャンルに沿った具体例に依拠した
説明はわかりやすいが、しかしこの説明は、彼の言いたいことの「全
体」ではないことを理解しておくべきであろう11。それゆえ、ソク
ラテスとアデイマントスの間の対話のずれに着目しつつ、〈語り〉の
問題全体にかかわるこの文脈に隠されたプラトン自身の意図を捉
えるようつとめなければならない。
　続く文脈においては、〈語り〉と〈模倣〉とが問題となるが、そ
こでは、とりわけこれらの行為の主体に関して、議論の焦点が定ま
らず変化していくように思える。ソクラテスは、文芸ジャンルの区
分にこだわっているアデイマントスに対して、詩人の〈語り〉の様相
にかかわる議論から、教育される将来の国家の守護者の行為につ
いての議論へと唐突にも話題を移してしまう。ソクラテスはアデイ
マントスに言う。「それでは、アデイマントス、このことを考えてく
れたまえ。つまりそれは、われわれの国の守護者たちは模倣の達
者な人間（mimêtikoi）であるべきかどうか、という問題だ」（394e）。

〈語り〉にかかわる主体は、当初は詩人であったが、このソクラテ
スの発言では将来の国家の守護者であるとみなされて議論されて
いることに注意しなければならない。ここでは将来の守護者の〈模
倣〉の行為が問題となっており、詩人の創作における〈模倣〉の問
題ではないのである。徳の高い人物を真似てそこに同化していく場
合の〈模倣〉は教育に対して一定の効果をもつものとなる。『国家』
第三巻においては、「声においてにせよ、姿かたちにおいてにせよ、
自分を他の人に似せるということは、自分が似ようとしている相手
の人を、真似るということにほかならない」（393c）とされている。

〈語り〉と〈模倣〉をめぐるプラトンの思索は、詩人の表現活動や〈語
り〉を行なう教育者の側の行為だけではなく、より本質的に、守
護者となるべき者の行為に関係しているのである。この守護者に
なるべき者の行為のあり方は、テュポスの介入によって形成され、
それは、現れとその源泉のモデルとの〈尺度〉に適った関係を把
握する能力を得ることと結びついていることを先に見た。したがっ
て、『国家』で問題化される〈尺度〉に適った関係は、創作の行為
のみではなく、作品を受け取る者の自己形成の場面では構築され
るべきものでもあるといえるであろう。次に、この点をさらに詳し
く見ていくなかで、冒頭に示した「尺度に適った性格の人」という
表現のある文脈の分析を試みていこう。

３．レクシスと「尺度に適った性格の人」（metrios anêr）
　このような〈模倣〉の行為とその方向づけの限定を問題にする
なかで、テュポスの概念が再び現れる。それは、先に見た、魂の
形成において機能していたテュポスを受け継ぐものである。すな
わち、プラトンは、国家において定められるべき「語り（lexis）の
テュポス」（397c）を問題化するのである。このテュポスの再導入
の少し前に、ソクラテスはアデイマントスに、あるひとつの〈語り〉
の種類について、次のように言う。

本当に立派ですぐれた人（ho tôi onti kalos kagathos）が
何かを語らなければならない場合に、きっとそれに従って述
べるであろうような、あるひとつの語りと叙述の種類（eidos）
がある。（396b-c）

ここでプラトンが「本当に立派ですぐれた人」と言っているのは誰
のことであろうか。物語作者としての詩人であろうか、物語のなか
の人物を演じる者であろうか、それとも、その人物に同化する観客
であろうか。この文脈でそれを見定めるのは困難であるように思え
るかもしれない。というのも、これら三者の行為は、〈模倣〉によって、
重なり合い、溶け合うことにもなるからである。しかし、これに先
行する文脈における議論で、国家の守護者となるために模倣する
べきすぐれた徳人と模倣すべきではない人とが対比されていること

（395c-396b）から、プラトンは、「あるひとつの語りと叙述の種類」
を問題化することで、守護者となるべき人々における〈模倣〉の行
為を問題化しているということができる 12。別の規範となる人物の

〈語り〉に自分の〈語り〉を同化させていくことが、ここでも〈模倣〉
として捉えられているのである。このひとつの「種類」に従う〈語り〉
の行為は、先に見たテュポスに従って作品が作られ受容されること
に対応させて考えることができる。プラトンはこの〈語り〉の種類
を「語りのテュポス」（396e）ともしているからである。ここでプラ
トンは、再度、テュポスによる〈尺度〉に適った関係と行為の方向
づけの機能を取り入れようとしている。もっとも、この〈語り〉の
行為は、詩人の側からの〈語り〉ではなく、国の守護者の側からの〈語
り〉である。ソクラテスの言によれば、このすぐれた人が従う〈語り〉
のなかでは、〈模倣〉の占める部分は少ししかない（396e）のであ
るが、それは、守護者となるべき者の〈模倣〉の行為が限定的に
すぐれた模範的人物に対してなされなければならないからであると
いえよう。「本当に立派ですぐれた人」は、徳の高い人物を演じる
者とそこに同化していく観者との統合された人間像を表わしている
ともいえよう。
　ソクラテスは、「本当に立派ですぐれた人」が従うべき〈語り〉
の種類をさらに説明づけようとするが、そのときに、本論冒頭でふ
れた「尺度に適った性格の人」という表現を用いている。彼は次
のように言う。

ぼくの思うに、尺度に適った性格の人（metrios anêr）は、
叙述を進めていくうちに、すぐれた人物のある語りなり行為
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なりのところにきた場合には、自分がその人物になったつも
りでそれを報告する気持ちにすすんでなるだろうし、そのよ
うな模倣なら恥ずかしいとは思わないだろう。（396c）

「尺度に適った性格の人」とは、自らを模範的人物へと同化させて
いくという意味での〈模倣〉の実践のできる、音楽・文芸の教育
を充分に受けた者といえる。
　守護者となるべき者の〈模倣〉は、規範的な行為の解釈を通じ
て実現されるのである。彼の〈語り〉（lexis）の実践は、すぐれた
人物の〈語り〉を真似することにある。〈模倣〉はここで同化の作
用でもあり、守護者となるべき者の〈語り〉と、物語のなかの規範
となる人物の〈語り〉や行為とは、統合され、溶け合うこととなる。〈模
倣〉という行為の概念の導入によって、物語作者、語り手、作品
受容者という三者の行為が溶け合って統合される事態が引き起こ
されているといえよう。この統合は、これら三者の〈語り〉がテュ
ポスに適合するかぎりにおいてなされるのである。ただ、先に見た
教育論の始めのテュポス概念の導入の段階では、子どもの魂が柔
らかく未だ受動的であったのに対して、この部分では、この受動
性に適用されたテュポスによる魂の形成が進んで、こんどは魂が自
ら作品を選びとって、そのなかの善き人物に自分を同化させる能動
性を獲得してきている段階に対応しているといえる。〈語り〉に〈語り〉
を合わせることが、〈尺度〉に適うということの内実をなしていると
いえよう。このように見てくると、「尺度に適った性格の人（metrios 
anêr）」という表現における〈尺度〉の概念は、「語りのテュポス」
のもつ規範に適った関係をもたらす機能を象徴しているように思わ
れる。
　ソクラテスがさらに続けて論じているところによれば、「尺度
に適った性格の人」は、「自分を自分より劣った人間の似像にする

（apeikazein）」ことを拒否するのであるが、それは、ひとつには
「そのような人間に真似をすることに慣れていない」からであり、ひ
とつにはまた、「自分より劣悪な人間たちの型に（eis tous tupous）
自分をはめ込んで形づくることを、嫌悪する」からでもある（396d-
e）。「尺度に適った性格の人」の〈模倣〉行為は、規範的なテュポ
スに適合したかたちで自己を形成し、自分自身をこのテュポスに適
った〈似像〉（eikôn）としていくことでもあるといえる。この規範
的なテュポスに適合した自己形成によって、人間は〈語り〉のテュ
ポスを獲得するのである。このように、さまざまなレヴェルのテュ
ポスのあいだの適合関係が「尺度に適った性格の人」の魂の状態
を条件づけているのである。

４．音楽・文芸の達人と哲学者
　〈尺度〉の概念は、プラトン哲学自体の位置づけを定めるために

『国家』全体において肝要な役割を担っているように思われる。さ
らに、音楽・文芸による教育を受けた者と哲学者との関係について、

〈尺度〉に適う行為という面から見ていこう。『国家』において、哲

人王の理想を説く（473c-e）プラトンは、哲学者の魂も、これま
でに見た音楽・文芸による守護者になるべき者の教育による基礎
づけが不可欠であるとみなしていると考えられるであろう。
　国家の守護者となるべき者の教育は、体育と音楽・文芸とから
なっており、とりわけ後者は、哲学者も有すべき資質の形成に寄
与するものとされている。音楽・文芸による教育は、哲学的な魂
の感性的な基礎を涵養するのである。体育と音楽・文芸の教育に
ついては、その両方が調和のとれたかたちで遂行されなければな
らない。体育に偏れば粗暴な人間になってしまい、音楽・文芸だ
けに従事すれば柔弱になってしまうとされている（410d）。国家の
守護者になる者は、この二つの素質を両方とももっていなければな
らないとされる（410e）。調和をもって正しく教育されることで、体
育を通じて「勇気」という素質を得ることになり、音楽・文芸を通
じては「知を愛する素質」が得られるのである。
　そして、これら体育と音楽・文芸のあいだの調和関係について、
ソクラテスは、この両者を「最もうまく混ぜ合わせて、最も尺度
に適った仕方（metriôtata）でこれを魂に差し向ける人」こそが、

「最も完全な意味で音楽・文芸の教養のある人（mousikotaton）」
（412a）であり、より調和を達成した人であると主張している。こ
こに導入されている〈尺度〉の概念は、単に体育と音楽・文芸の
関係だけでなく、より本質的に、音楽・文芸によって形成された哲
学的魂の存在様態を表現しているように思われる。哲学者として
の素質をもつことにおいて、とりわけ音楽・文芸において養われた
感覚能力が重要視されていることが示唆されている。その点を見
ていこう。
　体育による鍛錬は積むが「音楽・文芸や哲学」にはかかわらな
いという人の場合には、その人の「感覚は純化されないままである」

（diakathairomenôn aisthêseôn）とされている（411c-d）。ここで、
「感覚」すなわちアイステーシスの「純化」にふれていることに着
目したい。そして、この感覚の純化がなされない人は、「言論嫌い
の人間（misologos）になり、音楽・文芸の教養を欠く人間（amousos）
となる」ともいわれている（411d）。この純化されたアイステーシ
スは、先に見たような現れの受容や創造などを行なう能力である
ともいえる。アイステーシスが純化されることが哲学者となること
のひとつの要因であり、それは音楽・文芸によって〈尺度〉に適っ
た感覚のはたらかせ方を身につけることで得られるとみなすことが
できるであろう。
　さらに、『国家』第六巻において、プラトンは哲学者の〈模倣〉
と創造の活動を描き出している。哲学者はイデア存在へと自らを
同化させようとするのであり、規範的モデルを見ながらイメージ創
造をする画家として捉え直されており、またこの創造活動は、市
民の善き品性をつくり出す国家の支配者にも比較される（484c-d, 
500b-501c）。このように、プラトンにとって哲学者のもつべき素
質は、〈尺度〉に適ったアイステーシスの能力を含んでいる。



35

　じっさい、国家の守護者は、「最もよい」とされる「尺度に適っ
た（metrios）生活」を送るべきであるとされている（466b）。プ
ラトンは、哲学者の自然的素質（phusis）を問題化している『国
家』第六巻において、音楽・文芸の教養を欠いている人の魂の状
態について、〈尺度〉の概念との関連で説明づけて、「音楽・文芸
の教養を欠き下品な自然的素質」（amousou te kai aschêmonos 
phuseôs）である場合、それが引っぱっていく先は「尺度から外れ
た状態」（ametria）であり、哲学者の探求する真理は「尺度に適
った状態」（emmetria）と述べている（486d）。
　この「尺度に適った状態」は、音楽・文芸による魂の教育の成
果としても捉えることでできるであろう。ここで問題化されている
哲学者の自然的素質としてのフュシスは、第十巻でプラトンが模倣
行為を批判する際に、模倣術がフュシスから三段階離れていると
述べられる場合のフュシス（phusis）13 に通じていると思われる。
このフュシスは、イデア存在のあり方を示している。プラトンにお
いて、哲学者の魂はイデア存在に「触れる」ことを本来の機能と
しており、この機能を果たす魂の部分は、イデア存在と「同族」

（suggnenei）であるとも主張されており（490b）、哲学者の素質と
してのフュシスとイデア存在のあり方を示すフュシスとは同質のも
のとして捉えることもできるであろう。第十巻のフュシスから遠ざか
る模倣術は、先に見たように、〈尺度〉に適った判断をする魂のは
たらきに対立して、〈虚像〉を作り出す技術であった。それはまた、

〈尺度〉から外れた状態をもたらす術でもある。このように、〈尺度〉
に適っていない判断をさせてしまう現れとしての〈虚像〉を作り出
すソフィスト的な術に対立させられている機能として、哲学者にお
ける〈似像〉をめぐる受容と創造の行為、および〈尺度〉の果た
す役割を捉えることができる。

結び
　これまでの考察から、〈尺度〉に適うという概念が、感覚で捉え
られる現れの受容と感覚を超えたものの直観との関連づけを遂行
し制御する役割を担って、『国家』におけるプラトンの思想構築に
組み込まれていることがわかる。そこでは、感性論的な側面と形
而上学的な側面との統合がなされているのである。現れとそのモ
デルとのあいだの〈尺度〉に適った関係に、現れの受容者が自ら
を合わせていくはたらきとしての同化的な〈模倣〉の機能が、〈似像〉
の受容と創造の動態的な体系の形成に取り入れられている。した
がって、「尺度に適った性格の人」（metrios anêr, 396c）という表
現が見られる『国家』第三巻の文脈は、単に文学ジャンルの区分
に依存した議論という枠組みを超えて、人間の感覚能力にかかわ
るプラトンのより深い哲学的思索を反映したものとして捉えられる
べきであろう。
　たしかに、音楽・文芸だけでは、哲学者の教育には充分ではな
い。第三巻の「尺度に適った性格の人」は、哲学者あるいは国家

支配者となるにはまだほど遠いところに位置づけられねばならな
い。じっさい、第七巻において、プラトンは、さらに哲学者（＝支
配者）になるために学ぶべき諸科目のプログラムを詳しく論じてい
る（521c-541b）。しかしながら、音楽・文芸による教育において
得られたものが、哲学的な魂のありようの形成と、とりわけ現れ
の受容から始まる精神の動態との基礎になっていることは認めな
ければならない。〈尺度〉に適うことは、哲学者の自然的素質をな
している諸要素のひとつなのである。単なる見かけによる思い込
みをもつことではなく、現れを〈似像〉として捉えて〈尺度〉に適
った関係を把握する感性能力としてのアイステーシスのはたらきを、
プラトンが自らの哲学の重要な機能のひとつとしていることが理解
できるであろう。
　プラトンは、『国家』第八巻において、哲学者によって支配され
る国家において必要な「徳の最上の守り手」は、「音楽・文芸の教
養とねり合わされた理論的知性」（logou mousikêi kekramenou）
であると述べている（549b）。この音楽・文芸によって培われた感
性と理論的知性との切り離しがたい「ねり合わさり」において、〈尺
度〉に適うこと、またそれに即した現れとしての〈似像〉の機能が
重要な役割を果たしているといえよう。このように、「哲学こそが
最高の音楽・文芸である」（61a）という『ファイドン』のなかでソ
クラテスの発した考えが、『国家』においてより堅実な仕方で展開
されているのを見ることができる。

付 記：本 稿 は、 科 学 研 究 費 補 助 金、 基 盤 研 究Ｃ（ 課 題 番 号：
21520107）による研究成果の一部である。

1 『プロタゴラス』における測定術に関する問題については、稿
を改めて論じることにしたい。

2 『国家』において、metron という語は、韻を踏む語りの「韻」
を指 す 語としても使 用されている（380c1, 380c2, 393d8, 
601a8, 607d4, 607d7）が、ここでは扱わない。

3 これらの二つの「釣り合い」の概念については、次の論文を
参照。Villela-Petit, M., « La question de l’ image artistique 
dans le Sophiste », Études sur le Sophiste de Platon , 
publiées sous la direction de P. Aubenque, Bibliopolis, 
1991, pp. 53-90. マリア・ヴィレラ＝プティは、「似像作りの術」

（eikastique）に対応する summetria géométrique と、「虚像
作りの術」（phantastique）に対応する summetria optique
とを区別している。
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4 この『国家』の第三巻と第十巻のミーメーシスの意味と価値
づけの相違については、本稿で考察する〈尺度〉や〈似像〉
の『国家』における位置づけから、ある程度、矛盾なく理解
することができであろう。『国家』のミーメーシス論について
は、次の文献を参照。Koller, H., Die Mimesis in der Antike, 
Berne, 1954; Sörbom, G., Mimesis and art, Studies in the 
origin and early developpement of an aesthetic vocabulary, 
Uppsala, 1966; Else, G.F., « “Imitation” in the fifth century 
», Classical Philology, Vol. LIII, No. 2, 1958, pp. 73-90; 
Belfiore, E., « A theory of imitation in Plato’ s Republic », 
Transactions of the American Philological Association 114, 
1984, pp. 121-146.

5 Tupos という語は、プラトンにおいてとりわけ『国家』第二・
三 巻 に 頻 出 す る。Cf. Brandwood, A Word Index to Plato, 
Leeds, 1976.

6 もともと tupos という語は、造形芸術の用語として使われて
いた。この点については、次の文献を参照。Roux, G., « Le 
sens de tupos », Revue des Études anciennes, 63, 1961, pp. 
5-14.

7 『 国 家 』 にお ける tupos の用 法 の 詳 細 につ いては、 次の
拙 論 を 参 照。M. Sekimura, « Le statut du tupos dans la 
République de Platon », Revue de Philosophie Ancienne, 17, 
no.2, 1999, pp. 63-90.

8 プラトンは、教育論の後半で明確に「すぐれた品性の似像」
を作品に作り込むべきであると述べている（401b）が、三つ
のレヴェルのテュポスが論じられているこの文脈（377a-379a）
において、eikôn という語を用いていない。しかし、テュポス
を論じつつ、悪しき創作について触れて、それは「神々や英雄
たちがいかなるものであるかについて、言葉によって劣悪な仕
方で似像を描く（eikazein kakôs）場合」（377e）のことであ
ると述べている。eikazein とは eikôn を作る行為とみてよい。
ピエール・ロドリゴが言うように、「劣悪な仕方で」似像を描く
仕方を非難することは、暗に「美しい仕方で」（kalôs）似像
を描く行為がここでは称揚されているとみなすことができるで
あろう。Cf. P. Rodrigo, L’ étoffe de l’ art, Paris, Desclée de 
Brouwer, 2001, p.47.

9 Muthologos について、リュック・ブリッソンは、muthologos
とは、物語を語る者であり、物語を創作する場合も創作しな
い場合もある、と述べている。L. Brisson, Platon, les mots 
et les mythes, Paris, F. Maspero, 1982, p. 187.

10 ソクラテスが「いかに語るべきか」という問題の吟味のために
〈語り〉について考察しようと提案したのに対して、アデイマン
トスは「どういうことをあなたが言っているのか、わかりません」
と応える。さらに、ソクラテスが、「単純な叙述」と「模倣に

よる叙述」とを区別するのに対して、アデイマントスは、「それ
ももっとはっきり教えていただかねば」と述べる（392c-d）。

11 この点について、ランブロス・クルバリツシスは、プラトンは、
他のより大きな問題に通じる道をここでかいま見せようとして
いるとみなす。L. Couloubaritsis, « Lexis et diêgêsis dans la 
République, II-III », Stemmata, Mélanges de philologie, d’
histoire et d’ archéologie grecques offertes à J. Labarbe, 
éd. J. Servais, T. Hackens et B. Servais-Soyez, Liège, 1987, 
pp. 104-105

12 『国家』第二巻 376c においても、プラトンは国家の守護者を
kalos kagathos と呼んでいた。

13 こ の phusis に つ い て は 次 の 文 献 を 参 照。P. Hadot, 
«Remarques sur les notions de phusis et de nature », 
Herméneutique et ontologie, Mélanges en hommage à P. 
Aubanque, éd. R. Brague et J.-F. Courtine, Paris, PUF, 1990, 
pp. 1-15.


