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はじめに
　美学を感性論として捉え直すことの必要性が提起されている今
日 1、その源流といえるプラトン思想における「感覚」（アイステー
シス ai !sqhsij）の概念についての考察は未だ不充分である。プラ
トンは、感覚で捉えられるものを超えた、知性のみで捉えられる
イデアの存在を説いた。その哲学において、知性によって捉えら
れるものが感覚によって捉えられるものとは厳密に区別されて、知
性によって捉えられるものに関わっていく人間の能動性が重視され
ており、感覚の働き、および感覚で捉えられるものの位置づけは
低いものとなっている。また、イデア存在から離れ、低い存在段
階にある感覚的現れを作り出すという見地から、模倣芸術が批判
的に扱われてもいる 2。しかし他方で、プラトンは、その思想の形
成にあたって、芸術家の活動様態に依拠し、哲学者の行為と画家
の創作とを類比的に扱うことも行っている。感性の機能についての
考察を彼は等閑に付しているのではなく、その批判的考究に加え
て、感覚能力の積極的位置づけもまた、その哲学の必然的な重要
課題であったとみるべきである。
　本稿では、美学や芸術論においてこれまであまり扱われてい
ない『パイドン』の前半部分を主たる考察対象として、その後
のプラトン自身の思索発展のありようを見据えながら、現れの
多様性や「浄化」（カタルシス ka/qarsij）概念の解釈をもとに、
アイステーシスの位置づけをめぐる理論探求がプラトンの哲学
的思索の根幹に組み入れられていく様相を明らかにすることに
努める。

１．肉体と感覚の否定
　『パイドン』においては、ソクラテスの死刑当日の様子が伝えられ、
死を前にしての哲学あるいは哲学的人間の態度が問題化されてい
る。ここで、プラトンは、知性によって捉えられるイデアの存在を
明確に主張し、それを基盤として独自の思索を展開させているが、
その中で同時に肉体や肉体を通じた感覚の働きが否定的に評価さ
れる。まずは、いかなるかたちで肉体や感覚に対しての否定的見
解が提示されているかを見定めておこう。
　ソクラテスは死を定義して、「魂から分離されて、肉体がまさしく
肉体だけのものになること」であり、「魂が、肉体から分離されて、
まさに魂だけのもの、となること」であるとしている 3。快楽に結
びつく肉体から解き放されるこの分離こそが、哲学者の目指すもの
とされる。その上で、ソクラテスは、「〈知〉（プロネーシス）の獲
得自体」（au0th_n th_n th~j fronh/sewj kth~sin）を考察することを提
案する 4。プロネーシスとは、魂とイデア存在との同族性を認めた
上で、魂がイデア存在と直接に触れている状態であるとされてい
る 。このプロネーシスの「獲得」に向けての探求に関わる議論に
おいて、ソクラテスは、肉体と感覚とを否定的に評価する。肉体と
いうもの、また肉体の持つ視覚や聴覚に代表される感覚は、哲学

の探求の妨げになるものであるとされる 6。
　じっさい、ここで初めていわゆるイデア論が明確に言及されて、

〈正しさ〉や〈美〉や〈善〉がそれそのものとして存在することが
主張され、それらの存在に関して、ソクラテスは、次のように問い
かける。「そのような仕方であるもののうちの何かを、君はいまま
でに、眼によって（toi=j o0fqalmoi=j）見たことがあったろうか。［…］
ではほかの、この肉体を通じての何らかの感覚によって、そのよ
うな存在に触れたことがあるだろうか（a!llh| tini_ ai0sqh/sei dia_ tou= 

sw/matoj e0fh/yw au0tw~n）。［…］さて、はたしてこの肉体を通じて
（dia_ tou= sw/matoj）は、それらのもつ究極の真実のかたちは観ら
れるだろうか」7。ここでは、肉体を通じた感覚によってイデアに達
することはできないことが主張されている。上記の引用も含めて、
この文脈においてプラトンはイデア存在に対して「触れる」という
ことに言及している 8。また逆に、魂が真実の存在に至ろうとする
ときには肉体と「共同することなく」それに「触れる」こともなくな
されるべきとされている 9。「プロネーシスの獲得」とは、魂が肉
体から離れてイデア存在に「触れる」ことと言い換えて理解するこ
とが可能であろう。このイデア存在に触れることについて、次のよ
うに宣言される。

　それをもっとも純粋な仕方ですることができるのは、かの人ではな

いだろうか。それは、おのおのの存在に向かうのに、あたうるかぎ

り思考それのみをもってし（au0th|= th|= dianoi/a|）、つまりはどのような

視覚をも、思考することの過程につけ加えることもなければ、また

他の感覚（ai!sqhsin）のいかなるものも、これを引きいれて思惟する

ことのはたらきに伴わせることのない人ではなかろうか 10。

　ここには、イデア存在への探求において「感覚」（ai!sqhsij）に
対する絶対的な否定が表明されている。感覚では直接触れること
のできないイデアというものを自らの哲学に組み込み、このイデ
アに触れうるのは肉体から分離した魂のみであるとみなすプラトン
が、感覚を真っ向から否定するのは当然であるとも言えよう。
　しかしながら、注目すべきは、同じ『パイドン』において、哲学
の過程に感覚が積極的に組み込まれてもいるという事実である。
哲学的探求に関わる問題の検討として魂の不死を証明する議論が
その後の文脈において続き、その中で想起説が提示されて、日常
の具体的な想起の例から始まり、〈等しさ〉のイデアの想起が語ら
れる 11。そして、われわれが〈等しさ〉のイデアを捉えるのは「見
ること、触れること、あるいはなにか他の感覚をすることから」（h2 

e0k tou= i0dei=n h2 a3yasqai h2 e1k tinoj a1llhj tw~n ai0sqh/sewn）でなけ
ればならないと明言されている 12。そこでは、感覚知覚がイデア
の知を直観的に捉えることの不可欠の条件とされているのである。
　同一対話篇内に隣在する感覚の否定とその積極的な取り入れ、
という矛盾するように思われる見解をどのように理解するべきだろ
うか。イデアの想起がその出発点において、感覚から始まらなけ
ればならないとされていることと、イデアを捉えるための思考過程
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から感覚の排除を主張する先に見た感覚に対する絶対的否定の表
明とは大きく異なって対立し、矛盾しているようにも思える。
　プラトン思想における感覚の位置づけをより詳細に解明していか
ねばならないだろう。そのために、想起説の検討の前に『パイドン』
における想起説以前の議論展開での感覚に対するプラトンの評価
の内実をより明確にして、感覚や肉体に対する否定が表明されてい
る対話部分を文脈の中で位置づけていきたい。

２．浄化と現れの問題
　『パイドン』における感覚否定の議論は、知を求める一生を過ご
してきた者は死に直面しても恐れないということをソクラテスが対
話相手のシミアスとケベスに説得する場面で展開されている。しか
し、この文脈はさらに二つの部分に分けることができる。第一部
64c-66aは、死を前にしての哲学者の揺るぎない確信を基盤として、

〈知〉の「獲得自体」が問題となり、先に見た感覚否定の議論はこ
の第一部に含まれる。第二部 66b-69e は、哲学者が生きている
間に取るべき態度について議論されている。その後で、魂の不死
性を証明しようと試みる議論が続き、その中で、想起説が提起され、
魂の生前からの存在証明が試みられることになっていく。
　第一部の議論は先に検討した。ここでは、哲学者の態度を主
題とした議論の第二部 66b-69e をさらに分析していくことにする。
そこには第一部とは異なった観点が導入され、それが想起説の展
開にもつながっていくようにも思われるからである。この第二部で
は、肉体から完全に分離された魂が〈知〉を獲得してイデアに「触
れる」ことができるという第一部での見解に対して、ソクラテスは、
視点を変えて、哲学者たちが語るであろう現実の人間の生のありよ
うを問題化していく。ソクラテスによれば、哲学者たちの思いとして、
次のような言葉が想定される。

われわれが生身の肉体をもち、われわれの魂がそのような悪にすっ

かり混じり合っているかぎりは、われわれの求めてやまぬもの――

まさに〈真実〉（to_ a0lhqe/j）というのがそれだとわれわれは主張す

るのだが――それを完全に獲得することは、断じて不可能だ（ou 0 

mh / pote kthsw /meqa i 9kanw ~j ou [ e 0piqumou =men）13。

　ここで〈真実〉というのは「それぞれの存在の本来的なもの
（ou0si/a）」14 とも言われるイデア存在の真実を意味すると受け取る
ことができ 15、その「獲得」は生きている限りは現実には不可能だ
と主張されている。「〈知〉の獲得自体」の考察という枠組みで議
論を進めてイデア存在に言及し、肉体からの分離というある種究
極的到達点を語っていた第一部とは明らかに異なっている。これ
は、哲学に対立する立場、あるいは哲学的探究を放棄した立場か
らの主張ではなく、「正真正銘の仕方で（gnhsi/wj）知を求める者」
の思いの表明なのである。哲学者たちの思いの表明はさらに次の
ように続く。

というのも、われわれはどうしても肉体を養わねばならず、それゆ

えに、かずかぎりない煩わしさがいつも肉体によってわれわれにも

たらされてくるからだ。そのうえ、なにか病気でもふりかかってき

たとしたら、それこそわれわれの〈存在〉の狩は、その途を塞が

れてしまうというわけ。でまた、この生身の肉体は、愛欲とか欲

望とか恐怖などの、ありとあらゆる種類の幻影（e0rw/twn de_ kai_ 

e0piqumiw~n kai_ fo/bwn kai_ ei0dw/lwn pantodapw~n）と、かずお

おくの愚かしさでわれわれを充たし、その結果は、まさしくこの肉

体のおかげで、世にいうように、まことわれわれには考える機会す

ら何ひとつ片時も生じないのだ 16。

　こうして、肉体を養わざるをえない人間の生の現実に眼が向けら
れ、それを前提としなければならないことが見極められ、肉体を
持つかぎり、〈知〉の完全な獲得は不可能であることが確認されて
いる。そして、この「幻影 ｣ に充ちた現実の生にどのように対峙す
べきかが問題とされていく。第一部の議論は、人間的自然を超え
た、肉体と魂の分離した状態での〈知〉の獲得自体についての議
論、いわば死後の視点からの議論であった。第二部では、逆に、
煩わしい肉体をもともなう人間的自然が前提されて、この現実の生
の中でどのように知を求める哲学をなしていくかが問題とされてい
る。
　この議論の枠組みのなかで、感覚世界に生きる人間のなすべき
ことが議論されていく。ソクラテスが想定する哲学者たちの語りに
よれば、真実の〈知〉を獲得することは「死んだときにおいてであり、
生きている間はない」。なぜなら、「肉体といっしょでは、なにもの
をも純粋に知識することができないとすれば、考えられることは二
つに一つ、すなわち知を獲得すること（kth/sasqai to_ ei0de/nai）は、
どこにおいてもあり得ないか、あるいは死後において可能になるか
の、いずれか」となるからである 17。生きている人間の行なう哲学は、
文字通り「知を愛すること」を実践しているのであり、「ただしく知
を求める人は、死ぬことを練習している」（a0poqnh|=skein meletw~si）
とされる 18。知を求め、恋人のように「恋する」ことが強調され
る 19。〈知〉の獲得は、魂の肉体からの分離、すなわち死に至ら
なければ不可能であるが、知を希求しそれに恋することは「死の練
習」として可能なのである。
　この「死の練習」の実践を、ソクラテスは、この世界で生きな
がらも肉体の本性に絡めとられないようにすることとして「浄化」

（ka/qarsij）の概念を導入していく。ソクラテスは、浄化につい
ての説明を「ふるくからの〔秘教の〕言葉」20 に依拠しつつ述べる。
浄化とは、「魂を、肉体からできうるかぎり（o3ti ma/lista）分離
すること、そして魂がまさにそれ自身においてあるものとして、
肉体のいたるところから、ひとつに凝集し、結集するように、慣
れさせること、かくして可能なかぎり（kata_ to dunato_n）、今に
おいても来るべき時においても、魂が、いわば肉体という縛めか
らから解きはなたれて、ただひとりそれ自身において住まいうる
ように、慣れさせること」21 なのである。ここで、「できうるかぎり」
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や「可能なかぎり」という表現からもわかるように、完全な分離で
はなく分離の準備となるような行為として浄化が捉えられている。
　この第二部の「浄化」に関する議論において着目し確認しておく
べきと思われるのは、そこでは、肉体についてはできるだけ関係し
ないように否定的に捉えられているが、肉体から離れることを単純
に説くのではなく、肉体と関わることの本質を見極めて、それとど
のように向き合い、対処していくかという問題を捉える視点からの
議論である 22。またさらに、感覚については、第一部で見られた
ような否定的言及がないという点を付け加えておこう。浄化と感覚
との関係については後にも触れることになるだろう。
　さて第二部では、ソクラテスは、浄化の内実を明確にしていく
ために、「知を愛する者（哲学者）」（filo/sofoj）と「肉体を愛す
る者」（filosw/matoj）とを区別した上で 23、肉体への関わりから
の浄化のありようをさらに詳しく述べていく。彼は、知を愛する者
が追求する徳としての節制や勇気などの概念が、肉体に関わり合
う者たちにどのように捉えられているかを問題とする。そこでは「恐
れることがひとを勇敢に」し、「ある種の放縦さゆえに節制」であり、
また、「別のある快楽を奪われるのを恐れ、それを熱望するあまり
に、他の快楽をしりぞける」ことになっていると指摘される。こう
して、節制であるのは不節制のゆえにである、などというような奇
妙な事態が生じる 24。しかしこの指摘はまたわれわれの現実にお
ける普段陥りやすい行動パターンを鋭く指摘したものでもある。
　こうした事態を「徳を得るための交換」という概念で捉え直し、
快楽を快楽と、苦痛を苦痛と、恐怖を恐怖と交換することは、徳
を手に入れる正しい交換ではないとソクラテスは言う。そして、「知」

（プロネーシス）を基準として、それを通貨としてのみ交換がなさ
れるとき、「真実の徳」が生じてくると主張する。ここでは、肉体
に引きずられた諸情念同士の相互交換の関係に振り回されること
なく、「知」を求めることとの関係で現実の生を生きていくことを
奨励する考えが基礎になっている。この交換の考えを浄化に関連
づけて、ソクラテスは次のように言う。

もしもその〈知〉（fro/nhsij）とは関係のないところで、それらのも

の〔情念〕どうしがお互いの間で交換されるとすれば、そのときに

生ずる徳というのは、なにかだまし絵（skiagrafi/a）にすぎず、ま

ことは奴隷的なものにすぎないのであって、いかなる健全さも真実

さも、それ自身のうちに持ち合わせないものとなるであろう。では

ひるがえって、真実のものはといえば、そういうすべてのものからの

浄化（ka/qarsij）として、節制にしても、勇気にしても、正義にしても、

本来はあるのではなかろうか。そして、〈知〉とは、まさにそれ自身、

その浄化の秘儀（kaqarmo/j）となるものではなかろうか 25。

　ここで、そこから浄化するべき状態に関連するものとして「だま
し絵」を意味するスキアグラフィアという現れの概念にソクラテス
が言及していることに注目したい。先の引用では、煩わしい肉体は
人間に「幻影」をもたらすと視覚に依拠したかたちで表現されてい

たが、「肉体を愛する者」が手に入れているようにみえる徳も真実
さを欠く「だまし絵」として捉えられている。スキアグラフィアは、
肉体に引きずられやすい人間の感覚認識を代表するものであり、
哲学的探求を妨げるものとして出されている。そして、ソクラテスは、
スキアグラフィアがもたらす視覚的現れを否定して、それに対抗す
る働きとして浄化を捉え直している。このスキアグラフィア概念を
手がかりとして、浄化を現れとの関連で考察することができるよう
に思われる。
　スキアグラフィアについては、古代ギリシアの美術におけるある
絵画技法あるいは劇場での視覚装置などとして研究者たちがこれ
までさまざまな異なった解釈をしてきており、決定的な説は未だ
出されていないと見るべきである 26。アニエス・ルヴレ 27 によれば、
スキアグラフィアという語が見られる最も古いテクストは、紀元前４
世紀であり、プラトンの著作がその主なるテクストを構成している。
プラトンにおいては skiagrafi/a と動詞 skiagrafei=n の活用形が
全著作で１０回使用されており、概ね否定的な意味で用いられてい
る 28。ここで引用した『パイドン』での１回のみの使用は、プラト
ンの対話篇執筆順序から見て、全著作中でのスキアグラフィア概念
の初出箇所である。イデアに関わる魂の状態とは対比的な状況を
表現するためにこのスキアグラフィアが導入されており、プラトンは
当時の美術技法の具体的なあり方を自らの思想構築に組み込もう
としていることがわかる。
　『パイドン』における浄化の議論の意味をプラトン思想の発展の
中でより深く理解するために、『パイドン』以後の他の対話篇にお
けるスキアグラフィアなどの現れに対しての思索も見ていくことにす
る。

３．『国家』および『ソピステス』との関連
　『パイドン』でのスキアグラフィア使用との関連で、この概念に５
回言及されている『国家』を参照し、とりわけ第九巻のスキアグラ
フィアについて検討する。そこでは、『パイドン』における「知を愛
する者」と「肉体を愛する者」との区別と同様に、知を愛する哲
学的な人の快楽とそうではない人々の快楽とが問題にされて、「思
慮ある知者のもつ快楽をのぞいて他の人々の快楽は、けっして完
全に真実の快楽ではなく、清浄な（kaqara/）快楽でもなく、だま
し絵のようなもの（e0skiagrafhme/nh）」29 と言われている。また、「知

（fronh/sewj）と徳に縁のない者たち、にぎやかな宴やそれに類す
る享楽につねになじんでいる者たち」がなじんでいる快楽というの
は、「苦痛と混じり合った快楽にすぎず、真実の快楽の幻影（ei0dw/

loij）であり、だまし絵のようなもの（e0skiagrafhme/naij）」だと
される 30。さらに、「肉体を通じて魂にまでとどく快楽」は「苦痛
からの解放」ではあるが、それは「清浄な快楽」（kaqara_n h9donh_n）
ではないとされている 31。
　この『国家』での用例を見ても、肉体を通じた快楽などの情念
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がスキアグラフィアのようなみかけや「幻影」のような現れと類比
的に捉えられて、〈知〉（fro/nhsij）や徳、および浄化の働きと対
立させられている。また、快楽が苦痛の止んだ状態、苦痛が快楽
の止んだ状態とみなされており 32、絶対的な基準をもたず相対的
な関係に依存した情念として、『パイドン』において先に見た諸情
念同士の相互交換の関係と引き比べて見ることができよう。この点
において、プラトン思想の中でのスキアグラフィアの位置づけは一
貫しているように思われる。『国家』第九巻では、さらに、こうし
た快楽は、みかけだけの「虚像」（fanta/smata）であり、こうした

「虚像のうちには、快楽の真実性という観点からみてなんら健全な
ものはなく、一種のまやかし（gohqei/a tij）にすぎない」とされて
いる 33。
　みかけだけの「虚像」や「まやかし」という概念は、模倣術（ミ
ーメーティケー mimhtikh/）に対する厳しい批判で知られる第十巻
においても使用されている。そこでは、見る者をだます現れは「幻
影」（ei1dwlon）、「虚像」（fa/ntasma）とも呼ばれており、さらに、「ま
やかし」（gohqei /a）との関連でスキアグラフィアに言及されている。

同じものが、それを水中に入れて見るか出して見るかによって、曲っ

て見えたり、まっすぐに見えたりするし、さらにまた色に関する別の

視覚の迷いによって、くぼんで見えたり、ふくらんで見えたりするし、

すべてこうした混乱がわれわれの魂のなかに内在していることは明

らかだ。だまし絵（skiagrafi/a）なども、われわれの本性にそなわ

るまさにこの弱点を利用することによって、われわれに対するまや

かし（gohtei/aj）にこと欠かないわけであり、また手品（qaumatopoii/

a）とか、その他これに類する多くの仕掛けもみなそうである 34 。

　そして、このようなスキアグラフィアなどの魂をだます現れが作
り出されることに対抗する働きとして「測定」（metrei =n）の概念を
挙げる。「測定に反した判断をもつ（para _ ta _ me /tra）魂の部分」
を混乱させるようミーメーティケーは影響を及ぼしているとされる。
それに対して、「測定に一致した判断をもつ（kata _ ta _ me /tra）部分」
が、「魂の最善の部分」とされている。
　『国家』第十巻で提示された欺瞞の現れの問題を、プラトン
はさらに後期の対話篇『ソピステス』で扱っている。『ソピステ
ス』（235b-236c）においてプラトンは、ソフィストが作り出す
みかけとしての「虚像」（fa/ntasma）を「似像」（ei0kw/n）と区別
している35 。「似像」とは、受容者にこの像とモデルとの関係を
把握させるものであり、モデルに対しての「釣り合い」（summetri/

a）と合致したかたちで作りだす技術が「似像作りの技術」
（ei0kastikh/）とされている36。「釣り合い」と「測定」は、ともに
「尺度」（me/tron）の概念を内包している。これに対して、「虚
像」とはモデルに対しての釣り合いとは切り離されたみかけであ
る37。虚像を作り出す者は「真実にはおさらばをする」38と言われ
て、この現れには「真実の釣り合い」が欠けている。このように「似
像」と「虚像」との区別において重要なのが「測定」の行為とつな

がる「尺度」の概念である39。ここで尺度をもった関係は、現れ同
士のあいだにあるのみではなく、イメージとモデルとのあいだにあ
ることに注意する必要がある。「似像」はそれを見る者が、イメージ
とモデル、さらには感覚物とイデアとの尺度をもった関係の把握を
前提としている。その意味で、この関係把握の感覚能力（du /namij）
を人がもったならば、「虚像」は虚像ではなくなる40。『国家』第十
巻の模倣術（ミーメーティケー）批判の議論では、詩人や画家が作
り出す現れについては「似像」という語は使われていないことを付
け加えておきたい。
　同じ『国家』の第二・三巻では、音楽・文芸、すなわちムーシケ
ーによる教育についての議論のなかで詩作品の創造と受容におい
て真似る行為（ミーメーシス）が教育に組み込まれているが、そこ
では作品の中に作り込まれた姿が「似像」として扱われている。じ
っさい、「実際の姿をも似像をもともに感覚で捉える」（ai0sqanw/

meqa kai_ au0ta_ kai_ ei0ko/naj au0tw~n）ことがムーシケー教育の到達
点とされている 41。また、「しかるべき正しい教育を与えられた者
は、欠陥のあるもの、美しく作られていないものや自然において
美しく生じていないものを最も敏感に感覚して（o0cu/tat 0 a2n ai0sqa/

noito）、かくてそれを正当に嫌悪しつつ、美しいものをこそほめ讃
える」ことができるとされている 42。このように、感覚的現れを似
像として把握し、似像が示すそのモデルとのあいだの尺度をもった
関係を捉えることで、感覚世界の中に生きながらも、より高いレヴ
ェルの規範へと自らを同化させること（ミーメーシス）が、この教
育論において説かれている。ここで、現れを似像として捉える鋭敏
な感覚能力を備えさせることを教育の目的のひとつとしていると言
えるであろう。
　さて、良い品性の似像の受容と創造を説き勧めるこの教育論で
も「浄化」の概念が取り込まれていることに注目したい。ムーシケ
ーの教育論の終盤で、議論の成果を振り返ってソクラテスは次のよ
うに言う。

われわれは、贅沢にふくれ上がった国家とさっき呼んだところの国

家を、こうしてまったくそれと気づかぬうちに、もういちど浄化して

きた（diakaqai/rontej）ことになるだろう 43。

　ここで「贅沢にふくれ上がった国家」というのは、『国家』第二
巻において教育論の前に言葉による国家の建設をするなかで、ソ
クラテスが、いったん国家を理想のあり方から外れた病気の状態
にして、「贅沢な国家」と呼ばれるものと述べていたことを振り返っ
た上での発言である。それまでは、「必要」という概念をもとに「健
康な国家」とも呼ばれる国家構成員を考えてきたのだが、さまざ
まな職人なども国家に取り入れられ、快楽を誘う贅沢品や食品が
導入されて「医者を必要とする」ことも多くなるような生活形態の
社会にしている。しかしこの状態は、対話者グラウコンにとって
は、現実の生活においては「普通に認められていること」なので
ある 44。このことは、肉体を基盤とする諸情念に左右されやすい
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人間の生き方を取り入れているという点で、『パイドン』での「肉体
を愛する者」の生における偽の徳をスキアグラフィアと結びつけて
いたことに通じる。したがって、ここでは国家のレヴェルではある
が、『パイドン』と同様に「浄化」の導入の必然性を理解すること
ができるであろう。『国家』において、似像を捉える感覚能力を得
ることが到達点とされるムーシケーによる教育の推進が、肉体的
なものに左右され惑わされることからの浄化につながっているので
ある。
　このように、『国家』の教育論の展開そのものが浄化作用でもあ
るとみなし得るということは、現実の快楽を追求する状況を、そ
の現実のなかにありながらも矯正していくことであり、現れを似像
として感覚する能力を備えることと軌を一にしている。ここでは、
浄化作用が感覚の鋭敏化につながっていると言える。浄化は、肉
体的なものや虚像的な現れの欺きからできるだけ遠ざかり、似像
を捉える感覚能力を備えさせる働きを有しているのである。『パイ
ドン』において先に見た、スキアグラフィア的な現れに対しての浄
化の働きが、『国家』においては、虚像に対抗するべく似像の機能
を導入していることに展開してきていると言えるであろう。

４．想起と似像知覚
　『国家』や『ソピステス』の検討をもとにして、再び『パイドン』
の文脈に戻って考察を続ける。『パイドン』には似像的な現れに対
する言及はあるのであろうか？ 絵画の例などが出されている『パイ
ドン』の想起説の議論における現れの問題と感覚の位置づけを明
確化していくことにする。
　『パイドン』において、魂の不死性を論証するための議論が繰り
広げられ、その中で、魂が肉体に入り込む前に存在してすでに知
を獲得していたことを示す試みの一つとして想起説が展開されてい
る。この議論のなかで、イデア、とりわけ〈等しさ〉のイデアが想
起の対象として取り上げられているが、そこでは日常的なわれわれ
の感覚知覚のありようの分析が基礎となっている。じっさい、対
話者シミアスは想起の議論を始めるにあたり、想起を自ら「経験」
したいと述べ、議論のなかでも「経験する」（pa/sxein）という語
が多用されている 45。この想起説は、単なる想起についての理論
ではなく、想起することの「経験」を具体的に追っていくことで、
感覚の領域から「知」と呼べるものが立ち上がってくる現場にわれ
われを誘おうとするものであるように思われる。
　そこでは、まずはイデア直観までには到らない想起のさまざま
な具体例が挙げられている。ソクラテスはさまざまな日常の思い出
す行為の例を挙げながら、模倣絵画のイメージを見てそのモデル
を思い出す場合を提示するに至っている 46。その最後の例が、「描
かれたシミアスを見て、シミアスその人を想起する（Simmi/an i0do/

nta gegramme/non au0tou= Simmi/ou a0namnhsqh=nai）」47 というもので
ある。この例が、「類似したものから起こる場合」の想起として、〈等

しさ〉のイデアの想起についての議論の導入のきっかけとなってい
る。絵画の例に見られるような、あるものの感覚からそれと類似し
たものの想起において、さらに加えて経験されることについて、ソ
クラテスは次のように問いかける。

では類似したものからの或るものを想起する場合なのだが、どうだ

ろう、そのときには、ひとは必然的に次のような点を加えて経験する

（prospa/sxein）のではないだろうか。すなわち、いま見ているこれは、

想起されたそれと、まさに類似しているのだが、しかしこれはぴった

りとそのままそれであるとは言えない点が、はたしてあるかないかと

いうことを、ひとは思いうかべて（e0nnoei=n）みないだろうか 48。

　この「加えて経験する」という局面において、われわれは〈等しさ〉
をさらに思いうかべ 49、また「等しい！」と言及することになる。イ
メージの感覚から別のものを思いうかべ、イメージと思いうかべら
れたものの両者の比較が心の内でなされて、それらの間の類似関
係から〈等しさ〉が直観されるのである。イメージからそのモデル
の想起という日常的経験に加えて、さらにこれらイメージとモデル
の両項の間の関係把握からのイデア想起であり、想起の過程がい
わば二重になっていると言える。想起する者は、イデアに直接触れ
てそれを獲得するのではなく、「思いうかべる」（e0nnoei=n）という表
現が多用されているように、感覚の場からの直観である。このよう
に見てくると、『パイドン』想起説には「似像」（ei0kw/n）の語は見ら
れないが、そこで問題化されている現れは、モデルとの関係を捉
えることのできる似像であり、スキアグラフィア的虚像に対立する
ものであると見ることができるだろう。
　われわれが普段、二つのものを感覚知覚しての結果「等しい」
というとき、じっさいには、非常に類似している物であり、厳密に
は差異が認められるであろう。ソクラテスが言うように、同じ二つ
の物が、ある人には等しい物として現れるが、別の人には等しくな
い物として現れる。このような経験においてもたらされる想起は、
肉体から離れて魂だけになって〈知〉に触れてそれを獲得すること
ではなく、あくまで感覚の現場に留まっていながらその存在を「思
いうかべる」という仕方でのイデア直観である。だからこそ、この
想起説でソクラテスは感覚が不可欠の契機となることを強調するの
である。〈等しさ〉のイデアの想起についてソクラテスは次のよう
に言う。

見ること、触れること、あるいはなにか他の感覚をすることから

でなければ（h2 e0k tou= i0dei=n h2 a3yasqai h2 e1k tinoj a1llhj tw~n ai0sqh/

sewn）、かの〈等しさ〉を思いうかべたことはいまだかつてないし、

また思いうかべること（e0nnoh=sai）は不可能である 50。

　ソクラテスは、イデア直観がなされるのは感覚をきっかけとして
であることを強調する。それは、「感覚から捉えられた等しい事
物を、かのもの〔等しさのイデア〕に遡らせる」（ta_ e0k tw~n ai0sqh/

sewn i1sa e0kei=se a0noi/sein）51 こととも言われている。このように、
想起説においては、感覚知覚がイデアの知を直観的に捉えること
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の不可欠の条件とされている。先に見た「〈知〉の獲得」を前提と
し、肉体から分離された魂の働きが語られていたところでの感覚
否定とは異なり、感覚が似像的現れの受容から知的直観を導く役
割を担っていることがわかる。
　感覚が肉体とともに厳しく批判されるところでは、先に引用した
ように、｢ 肉体を通じて」（dia_ tou= sw/matoj）あるいは「肉体を
通じての何らかの感覚によって」（tini_ ai0sqh/sei dia_ tou= sw/matoj）
といった表現が見られ、前置詞 dia/（～を通じて）が使われてい
る。また、想起説が終わった後で、実は再び感覚を否定的に扱う
部分があるが、そこでも、「視覚なり聴覚なり、あるいは他の感覚
なりを通じて（h2 dia_ tou~ o9ra~n h2 dia_ tou= a0kou/ein h2 di 0 a1llhj tino_j 

ai0sqh/sewj）、魂が、なにかあるものを考察するのに肉体を加えも
ちいる場合には、――というのは、感覚を通じての考察というの
は、畢竟、肉体を通じての考察となるのだから（tou=to ga/r e0stin 

to_ dia_ tou= sw/matoj, to_ di 0 ai0sqh/sewj skopei=n ti）――その場合
には、片時も同一性においてないもののほうへと、魂は、肉体に
引きずられていくであろう」52 とされており、肉体（sw~ma）や感覚

（ai 1sqhsij）に前置詞 dia / をつけている。これに対して、感覚を不
可欠の契機として捉える想起説では、「見ること、触れること、あ
るいはなにか他の感覚をすることからでなければ（h2 e0k tou= i0dei=n h2 

a3yasqai h2 e1k tinoj a1llhj tw~n ai0sqh/sewn）」と言われているよう
に、感覚アイステーシスに前置詞 e 0k（～から）が使われて、「感覚
から」あるいは「感覚を出発点として」という意味で使われている
53。プラトンは、dia/ の使用に見られるように、肉体やそれと結びつ
いた感覚に没入したまま引きずられて生きることを厳しく批判する。
しかし、肉体的欺きの状態に振り回される状態にとどまったままで
はなく、そうした状態に陥ることに対抗する探求的ダイナミズムと
して、e0k に示唆されるような、感覚の場にありながらもそこから感
覚を超えたものに関わっていく働きを『パイドン』において提示し
たのだと言えるであろう。そうした立場から感覚の働きが重視され
ているのである。感覚が感覚を超えるものに関わっていく動きの
起点となり、感覚の場の中だけに没したままにならないためには、
先に見たような、現れを似像として把握する能力や「浄化」の働き
が必要とされたのである。
　想起説の終わりの部分で、ソクラテスは、感覚からの始まるイ
デア直観を〈等しさ〉のイデアだけではなく、〈美〉や〈善〉その
他のイデアにも拡げて考えていこうとする。ソクラテスは言う。

もしも、われわれが話しているような〈美〉や〈善〉やすべてそう

いう実在が、たしかに存在するならば、そして、そういう実在がか

つてはわれわれ自身のものとしてあったことを再発見しながら、感

覚によって把捉されるすべてのものをその実在に遡って関連付け（ta_ 

e0k tw~n ai0sqh/sewn pa/nta a0nafe/romen）、それぞれの存在のなにか

ある似像としてみる（a0peika/zomen）のであれば、これらの実在が存

在するように、われわれの魂もまた、われわれが生まれる以前にも

存在したのでなければならない 54。

　ここで、想起説をふまえて感覚することからイデアに向けた能動
性の発揮が問題になっている。動詞アペイカゼイン（a0peika/zomen）
に似像（ei0kw/n）の機能を取り入れつつ、感覚物をイデアの似像と
してみることが示唆されているが、実際は想起説の議論からは、
この考えを帰結させることはできないように思える。類似したもの
や感覚で等しいと捉えられたものは、〈等しさ〉のイデアに対して
似像であるのではなく、モデルとその似像との間の関係を感覚する
ことから〈等しさ〉のイデアが直観されたからである。似像がもた
らす類似関係は、感覚で捉えられるもの同士の間に認められるも
のであり、この関係に依拠して提示された想起説は〈等しさ〉の問
題に限定して展開されている。この想起説を基盤としてその他のイ
デアの直観を根拠づけることはできない。この点に『パイドン』の
想起説の限界を認めなければならないだろう。
　感覚物をイデアの似像としてみることは、『パイドン』後半で、
存在の考察において、日蝕の太陽を見るのに、直接ではなく、水
面などに映った似像を見るのが良いのと同じようにするべきだとい
う議論がなされ、感覚物のイデアに対する「分有」関係が議論さ
れるところ 55 で明確にされているように思われる。それは、想起
説の終わりで示唆された似像とその感覚をイデアへと関係づけるこ
との問題を発展させているとも言える。この点の考察のためには、
さらなるテキスト分析が必要であり、別稿での課題としたい。

結び
　これまでの考察から、『国家』、さらには『ソピステス』にまでに
至る、みかけで騙す虚像とそれにプラトンが対立させる似像的な
感覚的現れの議論の出発点として『パイドン』前半のスキアグラフ
ィアと浄化、さらには想起に関する議論を位置づけることができる
であろう。
　プラトンは、現実の生の現場にありながら現象どうしの間の相対
的関係に振りまわされないこの感覚（アイステーシス ai!sqhsij）の
機能を、「浄化」という概念とともに『パイドン』に持ち込んだと
言えるのではないだろうか。このアイステーシスについての思索は、
プラトンの現れと感覚の理論、すなわちスキアグラフィアなどの虚
像を避けて似像を哲学に組み入れようとする議論と通底しているの
である。『パイドン』には、現れの様態に依拠して、感覚の否定面
と哲学に組み入れることのできる面とを明確に区別して、感覚の鋭
敏化を哲学探究につなげようとする思索の出発点を見ることができ
るであろう。
　『パイドン』において、イデア論が初めて明確なかたちで表明さ
れているが、そこでは同時に、その後の対話篇で発展されていく
現れと現れに対する関わり方に対する議論の基礎がすでに固めら
れようとしている。この対話篇では、似像と虚像の概念対立は提
示されてはいないが、二つの現れに対する感覚の働きの違いとそ
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の意義についての明確な意識が生まれているとみなすことができ
る。
　虚像が見る者の眼差しを滞らせて受動的にしてしまうのに対し
て、似像は見えているものとは別の何かへと見る者を持っていくこ
とで眼差しの能動性をもたらす現れであると言える 56。想起説に
おいてはこの能動性は、似像の感覚に伴って捉えられた類似関係
に「加えて経験する」ことに現れている。この能動性は、イデアへ
の希求と重なっている。現れの様相の区分とイデア直観に関係し
た眼差しの能動性の確立に、プラトンにおけるアイステーシス論の
創始と言える局面を見ることができるであろう。

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。
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