
プラトンにおける創造と場の問題

ー『国家』から『ティマイオス』ヘ一
関村 誠

はじめに

プラトンは、 後期の対話篇『ティマイオス』において独自の宇宙

論者E展開し、 万有を作り出す「宇宙製作者J (0叩\OUPYÓ5)という

神話的な存在を導入している。 宇宙製作者は、 知性の対象となり

常に同一性を保つイデア存在をモデルとして、 万有を秩序づける

ことにより、 宇宙を 「似像J CEìKφν 29b2)として製作したとされ

ている。 イデアと感覚物との聞の関係者E、 モデルと似像の関係とし

て捉えることは、 中期の著作でプラトンが提示し発展させたもので

あるが、 それがとこでも受け継がれている。 ところが、 感覚的な現

れが生み出される様態について敏感なプラトンは、 この『ティマイオ

ス』の宇宙論において、 さらに、 感覚物が生成される「場J (xwpa， 

52a8， コーラー)を問題化している。 コーラーは、 規範的イデア

と感覚物とに加えての「第三のもの」として、 二元論的な思考枠組

みを超え出る可能性を示唆する概念として注目される。 この 「場」

は万有者E生成させる「養い親J (TI8�川， 49a6)とも呼ばれており、

生成と消滅の場として提示されている。 そこでは諸感覚物がイデ

ア存在から写し取られて生成するとされている。

しかし、『ティマイオス』の中では、 この場において写し取られ

創造される際の様態の詳細について、 「表現しにくい驚くべき仕方」

(Tpórroν T1凶 OÚ叫pα口 TOν Kà1 8auiJαO TÓV， 50c6)と述べられては

いるものの、 それ以上あまり明確には語られていなし、。 この問題

に関して、本稿では、この対話篇以前の、 とりわけ中期の対話篇『国

家』における議論との関連性に基づいて考察していきたい。 対話

の構成上においても、『ティマイオス』は『国家』と緊密な関係を

持っている。 周知のように、『ティマイオス』の対話自体が『国家」

での議論を不完全な仕方ではあるが振り返ることから始まってお

り、 その内容を受け継ぐ側面を有している。 しかし、 ここでは、「テ

ィマイオス』における「国家』の議論への直接の言及の検討では

なく、『ティマイオス』独自の思索展開の中に『国家』において発

展させたものとのつながりを捉えていきたい。 場や宇宙製作者の

問題化の導入は『ティマイオス」にのみ特殊なものと言えるが、 そ

れらを準備するものはこの対話篇以前にプラトン思想の発展の中

で育まれていたように思われる。 それを捉え直す 乙とによって、 逆

に『ティマイオス』における創造行為と場の理解に有効な手がかり

を見いだすことができるであろう。 とくに、 教育論や哲学者論の中

に、 宇宙製作者の創造行為とコーラー的な場の介在の機能を準備

する動態のシステムを見いだし、 それとの比較検討を試みることに

よって、 プラトンの思索展開の中でコーラ一概念が導入されるに至

った理由の一端を捉えていくことにつとめる。

本稿ではまず、『国家』における、 イデアと感覚物を関係づける

模倣行為や創造行為において、 モデ、ルとの緊密な類似関係を保持

する現れとしての「似像」が、 「尺度J (μÉTpOV)の概念の介入を

ともなって問題とされていることを確認し、 また教育論において、

「刻印J (T印05， テュポス)という概念の用法に着目しつつ、 教育
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される者の作品受容から能動的模倣行為への展開を追う。 次に、

この機能が国家支配者としての哲学者の行為において、 イデアと

の関わりで感覚物を捉えて秩序づけ ていく創造活動に受け継が

れていくことを明らかにしたい。 これらの考察においては「職人 J

O叩10Upyむ)の位置づけに留意していく。『国家』における「職人」

は『ティマイオス』の神話的存在である「宇宙製作者」とはまった

く異なったレヴ、エルで、使用されているが、 同じ向 μ10UPYÓ5 であり、

プラトンの創造行為に関する思索発展における関連牲をそこに見る

ことができるように思われるからである。 さらに『国家』のテュポ

スの機能が『ティマイオス』のコーラーの機能にいかに発展し受け

継がれ、 組み込まれているかを明らかにしていきたい。 その結果、

創造と場にかかわるプラトン思想の動態の一端を捉えるととができ

るであろうO

1. W国家』における職人原理とムーシケー教育

『国家」における理想国家 建設の作業の中での 将来の守護者に

なるべき者の教育論に関しての議論者E見ていく。 そこでは、 まず議

論の出発点として正義がいかなるものであるかが問われ、 個人の

正義よりも「いっそう大きくて学びやすいJ (368巴6-7)と言われる

国家における正義を探究するために、 対話の中で国家建設が遂行

される。 その中で、 国家の守護者、 また国家の統治者たるべき哲

学者が問題化されていく。 国家の形成過程についての説明は、 他

の対話篇にも見られるlが、 それらとは異なって『国家』において

特徴的なことは、 「必要」が国家の作られる要因とみなされて、 初

期国家の構成員がさ まざまな職人たちと農夫で占められてお り、

生産あるいは製作する仕事に携わる活動を基礎にしていることで

ある。 じっさい、 国家のはじまりには農夫、 大工、 織物工、 靴作

りなどの 4、 5人が挙げられ、 さらに国家が拡大するにつれてさま

ざまな 「職人J (OTJiJ10upyoí)が加えられていく。 その際に、 人聞

はそれぞれ「自然本来の素質」としてのフュシス(判ロ15)において

異なっており、 それにあった「仕事J Gipy oν)をするのがふさわし

いとされて、 さらに次のようにまとめられている。

以上のことから考えると、 それぞれの仕事は、 一人の人聞が自

然本来の素質に合った(悶 Ta判αν)一つのことCËV)を、 正

しい時機に(ÈV KWpG，))、 他のさまざまなことから解放されて

行なう場合にこそ、 より多く、 より立派に、 より容易になされ

ることになる。(370c3-5)2 

この国家成員のあり方の原理的説明は、『国家』においてさらに

続いていく理想国家建設の過程において、 重要な意味を持ち、 以

後の議論の中でたびたび振り返ってこの原則が確認されることにな

る3。 乙の原則の提示をジ、ュリア ・ アンナスは、 専門に仕事が分化

されている点を見て「専門原則J the Principle of Specialization 

と呼んでいる4。 しかし、 それはとりわけ職人の製作活動を基盤と



したものであり、 本稿においては「職人原則」と呼ぶことにする。

乙の国家の形成過程についての議論の中で、 その構成員として戦

土さらには守護者が付け加えられていく時、 職人ではない彼らのあ

り方にも職人原則が応用されている(373e-374e)。

プラトンは、『国家』の議論を進めていく際に、 職人行為や視覚・

造形に関わる概念をしばしば介入させてそれに依拠している。 この

ことに留意しつつ、『国家』第二巻と第三巻における、 将来国家の

守護者となるべき者の教育に関わる議論の展開を見ていく。 そこ

では、 子どもの頃からのムーシケー(音楽文芸)による教育の重要

性が説かれ、 詩人によって作られた良き物語(ミュートス)だけを

受け入れて「育ての親や母親たちJ (TpO中OÚ5 TE Kàl �llTÉpα5)が

子どもに語り聞かせることで子どもの魂を形成していくべきことが

議論されている。 教育とは、 物語によって子どもの魂を「造型する

ことJ(π入ÓTTEIV)であるとされる(377c)。 ここでは同じ「国家』

の中での第十巻の詩人に対する厳しい見方とは異なって、 規範に

適った内容の作品を作る限りにおいて詩人の仕事は積極的に認め

られている。 詩人の作品はその中に神や人物の有り様を現れとして

含んでおり、 それが教育される者に受容されることが魂の教育とし

て捉えられている。 そして、受容される作品は、教育論において、「似

像J (EìKÓVE5， 402c6)として捉え直されていくことになる。

ここで、 現れについてのプラトンの理論そ一瞥して EìKWν という

語の持つ意味について確認しておきたい。 というのも『国家』では

「似像」が現れの受容や創造に関わる議論に組み込まれているが、

『ティマイオス』においても宇宙は 「似像J (E' lKφ υ)として生み出さ

れたとされており、 この「似像」についてある一貫した立場をプラ

トンに見ることができるように思われるからである。

現れの中での「似像」の位置づけを明確に定義づけようとして

いるのは『ソフィスト』における議論(235b-236c)である。 そこ

で、 プラトンは「似像J (EìKφν)と「虚像J (中山Tαロμα)とを区別

している。「似像」とは、 受容者がこの像とモデルとの関係を把握

し 、 モデルのもつ「釣り合いJ (ロuμμETpícx)と合致したかたちで作

られる像であり、 これに対して、 「虚像」とはモデルの釣り合いと

像の釣り合いが異なっているとされる。 このように「似像」と「虚

像」との区別において 重要な のが「 尺度 」の概念である。 ここ

で尺度をもった関係は、 同レヴ、ェルのものの間にあるのみではな

く、 イメージとモデルとの聞にあることに注意する必要がある。 こ

の「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

とイテ、アとの尺度をもった関係の把握を前提としているのに対して、

「虚像」を見る者は、 目の前の現れに対峠してその現れの根拠を

把握することができず、 現れを本物と取り違えてしまうことになる。

教育論とは異なって詩人が厳しく非難される『国家』第十巻の議

論では、 詩人が作り出す現れについては「似像」という語は使われ

ず、 「虚像」あるいは他の表現が用いられている w国家』のなか

でも詩人批判とは異なる文脈における 「似像J をめぐる創造性老追

っていく。

『国家」の教育論において、 似像の受容と創造との有り様を把握

していくために、 テュポス(TÚπ 05)という語のプラトンによる用法

に着目したい6。 このテュポスは、 「刻印、 型」という意味をもつ

が、 子と、もの魂の育成において原理的役割を担っているらこの概

念は、 『国家』の教育論という限られた文脈の中で様々なレヴ、ェル

で使用されている。 教育論の前半(第二巻)では、 子どもによるミ

ュートスの受容と詩人によるミュートスの創作行為が問題となるが、

そこでは、 テュポスが三つの異なったレヴ、エルで機能している。 テ

ュポスは、 まず第ーに、 粘土のように柔らかく可塑性をもった子ど、

もの魂に物語受容によって付けられる型として8 言及される。 第二

には、 受容される物語作品のもつ型としてのテュポスヘまた第三

には、 詩人がそれに従って物語を作るべきであるとされる規範とし

てのテュポスに10言及されている。 そして、 規範的なテュポスの内

容としては、 物語の中で語られる人物とくに神々のあり方が、 模範

となるすぐれて善いものであること、 変化や偽りによってわれわれ

を迷わすようなものではないこと、 が同意される。 これらの三つの

レヴ、ェルでのテュポスは、 互いに連係して、 規範に従つての像の創

造と、 規範とのつながりをもった似像の受容とそ可能にさせる原理

として働いている。 教育論におけるテュポスは、 ポリス国家全体の

レヴ、ェルと個人レヴ、ェルとをつないで、 詩人の物語創作と子どもの

物語受容とを密接に関係づける役割を果たしている。

さらに教育論が進むにつれて、 はじめは受動的な幼い子どもの

魂を対象としていた議論が、 教育を受ける者の魂の能動性の獲得

を前提とした議論となってくる。 その中で、 「語り」におけるミーメ

ーシス(模倣)の問題が詩人の行為だけではなく、 詩人の作品を

受容する者の行為の積極的な側面についての議論にも組み込まれ

てくる(394eー)。 そこでは、 詩人が作中人物の言葉を真似るという

詩人の創造活動の局面で捉えられていたミーメーシスが、 作品を受

容する者が作中人物の役を真似てその人物に同化するという意味を

もつように、 局面がずらされてくる11 この守護者の側のミーメー

シスが問題化される際に、 その活動を基礎づけるものとして先にみ

た「職人原則」が振り返って確認されている。

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真似の達者な人間

(μl問TIKOÙ5)であるべきかどうか、 という問題だ。 はたして

このこともやはり、 先の原則に従って考えられるものだろうかつ

ー く真似〉について(πE戸1 �l吋口Eω5)も同じ道理で、 同じ

一人の人聞がたくさんのものを真似しようとしても、 ただ一つ

のものを真似するようには、 うまくできないのではないかね?

(394巴1 9)

さらにこれに続け て、 守護者が「職人 J (8ημ10VpyOV吉， 395c1) 

であるとも述べられている。 また、 ムーシケーによって教育されて、
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対象の限定されたミーメーシスの働きを駆動していくことのできる

者を、 プラトンは「適切な性格の人J(μÉTpl 05 àv�p， 396c5)とい

う尺度の概念を字んだ表現で捉えている12 似像とモデルとの関

係、 すなわち、 現れとその現れの源との釣り合いの関係としての尺

度を捉えることができ、 したがって、 現れに自己同化していくミー

メーシスを実行できる人が昨Tpl 05 à吋p であると言える。 こうした

ミーメーシスをも含めた能動性の方向づけをなす原理としてテュポ

ス概念が用いられ、 それは「型(=テュポス)に自分をはめこんで

形づくる」とも表現されている(396巴)130 I先の原則」とは、 先

に引用した 370c3-5 の箇所を指しており、 「職人原則」に適った仕

方で、テュポスが機能している。 テュポス自体が尺度に適った関係

へと導いていく働きをもっており、 はじめに受動的に魂内に受け入

れていたテュポスと合致する規範的なテュポスに能動的に従って

いく者が、 山Tpl 05 av巾という表現で捉えられていることが理解で

きる。 このミーメーシスは、『国家』第十巻で批判されている見か

けを作り出す働きとは異なり、 似像の受容からはじまってそのモデ、

ルへと遡ってして方向づけをもっている。 物語の中の人物のあり方

に自分のあり方を同化させていく働きとしてのミーメーシスである。

このように、 テュポスは、 モデルに適った像の創造とその受容、 さ

らにはこの受容からもとのモデルへと遡っていくミーメーシスをつ

なぐ動態を形成して、 教育論における魂の形成における原理的役

割を担っている14

この教育論の結論部分では、 教育の 目的は最終的に、 詩人が作

る物語の中の似像だけではなく、 教育される者が受容すべき似像

全般に拡張されて、 さまざまな職人たちの作るものも含めたと 乙ろ

での像受容に求められている。

それではわれわれは、 ただ詩人たちだけを監督して、 すぐれ

た品性の似像(T�ν TOÛ àya80û EìKÓ間前OU5)を作品の中に

作りこむようにさせ、 さもなければ、 われわれのところで詩を

作ることを許さ ずにおけばよいのだろうかつ それともむし

ろ、 他のさまざまの職人たち(0ημ\OUPyOÎ5)をも同じように

監督して、 問題の悪しき品性や放時さや下賎さやみぐるしさを、

生きものの似像のうちにも、 建築物のうちにも、 そのほかどの

ような制作物のうちにも作りこまないように禁止し、 それを守

ることのできない者は、 われわれのところでそうした制作の仕

事をするととを許さないようにすべきだろうか?・..・(401bl-8)

このように言われた後で「われわれの探し求めるべき」職人は、

作品が若者たちに良い影響を与えていくような職人であるべきだ、

とされている(40lc)。 このように、 職人的な創造が教育論の 目的に

重要な要素として取り込まれている。 そのうえで、『国家』の教育論は、

教育された者が一般に作り出された「似像」とそのモデルとの関係

を把握できるようになることであると言われている(402c)15。 守護

者になるべき者の教育は、 詩人あるいは職人が作る「似像」をそ
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のモデ、ルの存在とともに認識していくための訓練であると言える。

そして、 乙の守護者自身が「職人J (OTjflIOUPYÓ5)と呼ばれてしJる

ことも先にみた。 これは、 守護者になるべき者の教育の段階という

よりも、 守護者になってからのことを先取りしてのことと思われる。

この守護者の創造活動については、 哲学者のあり方とともに見て

いく必要がある。

2. 哲学者のミーメーシスと創造活動

『国家』の対話の流れにおいては、 第二 ・ 三巻で展開された教育

を受けて守護者となる人たちのうちから国家統治をする者がでてく

るが、 それが哲学者でなければならぬと主張される、 いわゆる哲

人王の思想が提示される(473c-e)。 守護者となるべき者の教育論

においての似像の受容やテュポスの機能が、 哲学者の議論にどの

ように受け継がれているかをみていこう。 第五巻から第六巻にかけ

て哲学者の本性について議論される。 そこでは、 まず、 哲学者が

「真実を観ることを愛する人J (TOÙ5 TR5 à入q日Eí町中入08EcXμOVα吉，

475e4)であるとされ、 現れをそのまま実物と思い違いをして捉え

てしまう人と対比されている。 例えば美の認識に関して、 哲学者は、

「 く美〉そのものが確在することを信じ、 それ自体とそれを分けも

っているものとを、 ともに観てとる能力をもっていて、 分けもってい

るもののほうそ、 元のもの自体であると考えたり、 逆に元のもの自

体を、 それを分けもっているものであると考えたりしないような人」

(476c9-d3)であるとされる。 感覚で捉えられる事物をイデアの

似像であるとみなすことができるのが哲学者であると言える。

このような仕方で感覚物とイデアとの関係を捉えることのできる

哲学者の行為として、 真実在としてのイデアへと方向付けられたミ

ーメーシスが問題化される。 ソクラテスは言う。

彼(哲学者)は、 整然として恒常不変のあり方を保つ存在にこ

そ日を向け、 それらが互いに不正をおかしおかされることなし

すべ て秩序と理法に従うのを観照しつつ、 それらの存在にみ

ずからを似せよう、できるだけ同化しようとつとめる(μl μEÎa8αi

TE Ka'l ÖTI山入l口 Tαd中 oμ010ù a8α1)ことに、 時を過すだろう。

そもそも、 人が尊崇の気持ちをもって何ものかと共に生

きるとき、 そのものを真似(μ叩EÎa8m)しないでいられると思

うかね?(500c2-7) 

このミーメーシスの結果、 「哲学者は、 神的にして秩序あるもの

と共に生きるのであるから、 人聞に可能なかぎり神的で秩序ある人

(KÓ口μ10吉 TE Kàl 8EÎ05)となるJ(500c9-d 1)とされる。 このイデ

ア存在と哲学者の関係については、 哲学者における「真実在に触

れるζと(È中dπTw 8al)がその本来の機能であるような魂の部分」

は真実在と「同族関係J(口 UYYEVEÎ)にある(490b4)部分でもあ

るとされている。 また、 哲学者の自然的素質は、 イデア存在と「親

近性をもっ'J (OìKEí αν， 501d4)ととが示唆されている。 このように、



イデア存在自体のあり方と哲学者の魂のあり方とは、 重なっている

ものとみなされており、 イデアへの同化としての哲学的ミーメーシ

スの根拠ともなっている。

さらに、 哲学者の自然的素質に関わる議論において、 尺度の観

点が取り入れられている。 哲学者の自然的素質とは反対に「無教

養でみぐるしい(à仰向。U TE 閥、1 àaX中oυ05)自然的素質である場

合、 それが引っばって行く先は く度はずれ> ( 中Hp íaν)というこ

とにほかならない」とされた上で、 「しかるに真理とは、 〈度に適う〉

ことと く度を失する〉こととの、 どちらと同族の関係にあると考え

るかね?(à入 制El αV 0' à�Hp íÇ\ �Y D aUyyE υ雨前開l 九勾μ Hp íÇ\;)Jと、

ソクラテスによって関われ、 真理が く度に 適う〉こと(Èμμ HPlα)

と同族の関係にあることが確認されている(486d4-1O)。 そして、

哲学者の精神は、 その素質において、 「優雅さ」をそなえていると

ともに、 イデアとの関係において く度に適った〉ものでなければな

らないとされている。

ここで、 「無教養でみぐるしい」ことは、 ムーシケーの教育によっ

て克服されるべきことであり、 そのことは第三巻で述べられている。

「無教養J( 0μoua05)とはムーシケーの教育がなされていないこと

をそまま表わしており、 第三巻でも、 ムーシケーに関する探究心の

ない者は「言論嫌いJ( ドl aÓ Àoy05)で「無教養J ( 向oua05)の人

間(41ld 7 )となるとされている。 また、 教育論の文脈において

は教育の効果に適った「優美さJ(E ÙaXTjμo口 ÚVTj)に対立するもの

として「みぐるしさJ(àロXTj�∞ωTj)が提示されており(401a5)、「み

ぐるしい」ことは、 やはりムーシケーの教育を受けていない魂の状

態に対応する概念とみなすことができる。 ムーシケー教育が哲学

者の素質に入り込んでいることがわかる。

また、 哲学者と関係づけられた尺度の概念は、 先にみた、 教育

された者が昨Tp105 àv�p という表現で捉えられていることとの関

連で理解することができよう。 ムーシケーの教育を充分に受けた

者が、 似像をモデ、ルとの関係の尺度に適った仕方で、把握すること

ができたのと同じように、 哲学者もイデア存在とそれを分有した感

覚物の関係を尺度をもって把握できると言える。

もちろん、 哲学者である限りの特殊な活動はムーシケーの教育

のみでは理解することはできない。 哲学者独自の教育プログラムも

『国家』では説明されている。 しかし、 哲学者論と守護者になるべ

き者の教育論に共通する概念構成をみて、 哲学者論は、 国家の守

護者となるべき者に対しての教育の内容を基盤とした上で成立して

いることが理解できるであろう。

ムーシケーによる教育論においては、 モデルに適った像の創造

とその受容、 さらにはこの受容からもとのモデ、ルへと遡っていくミ

ーメーシスをつなぐ動態を形成して、 魂の形成における原理的役

割を担っているのがテュポスであるとされた。 しかし、 哲学者の活

動に関わる議論においてはテュポスという概念、は用いられてはいな

し、。

教育論ではすぐれた規範に同化していくミーメーシスによって自

らすぐ、 れた者となっていくことが主眼で、あった。 ソクラテスは、 教

育論の締めくくりとして、 「ムーシケー(音楽・文芸)のことは、 そ

の終局点として、 美しいものへの恋に関すること(T à TOÙ 間入OU

EPωT1KcX)で終わらなければならない'J (403c6 -7)と述べている。

エロースとは『響宴』において論じられ、 そこではエロースは哲学

者としての側面が強調されているへ教育論のミーメーシスは哲学

者にとってはイデ、ア観照に至るミーメーシス受け継がれている。 教

育論においては、 創造活動をする詩人と作品を受容して教育され

る者は別々であり、 それぞ、れの活動においてテュポスが作用して い

た。 しかし、 教育される者の行なうミーメーシスのさらなる発展と

して捉えられる哲学者のミーメーシスは、 さらに哲学者自身の創造

活動に接続していくことになる。

哲学者の活動に関して、 ソクラテスは次のように言う。

もし哲学者が、 そのように自己自身を形づくることにとどまらず

(μ hμÓVOV Éα UTOV同cXTTE1V)、 真実在の世界において自にす

るものを人間たちの品性のなかに一一私的にも公的にも一一

っくりこむという仕事を、 ひとつの強制的な義務として課せら

れるとしたならば、 はたして彼は、 く節度〉ゃ く正義〉その他、

民衆がもちうるすべての徳の拙劣な職人(OTjμ10UpyÒV)となる

だろうと思うかねつ(500d4 -8)

ここでは、 「自己自身を形づくる(π入cXTTElν)こと」は、 教育論

における魂の造形を基盤としてのミーメーシスをイデアの認識にま

で到達させることを表わしているとみなすことができる。 しかし、

哲学者の活動はそれに「とどまらないJ。 イデ、アを認識してそこへと

自己を同化させるだけではなく、 そこから折り返して、 感覚世界の

中の物事を作り形成していく創造活動にはいってし吋。 哲人王の

国家統治でもある。『国家』第七巻の有名ないわゆる「洞窟の比喰」

の文脈において、 洞窟の外に出て真実の光を見たものが、 そこに

留まるのではなく強制的にもう一度洞窟の中に降りていって、 洞窟

内の囚人たちの指導にあたるという、 イデアへと上昇してそこに触

れた後に感覚物に再びたずさわることが示されているが、 哲学者

の活動はこの動きに相当するものと言える。

またことで注目すべきは、哲学者が人間の品性や徳を作る「職人」

(0ημ10UPYÓ5)として捉えられていることである。 イデ、アに適った

具体的な品性のあり方という限定された者だけを作るというこの職

人への言及は、 国家 建設の始めに国家構成員に対して提示された

「職人原則」がここでも効いていると見ることができるだろう。

さらに、 哲学者の国家の指導者としてのこの創造活動は、 画家

の制作に喰えて表現されている。 ムーシケーによる教育の文脈に

おいても、 プラトンは造形的な要素を取り入れて魂の形成について

議論を展開しており、 その中で、テュポスという造形的・視覚的な

概念が導入されていたが、 哲学者に関しでもその活動が造形的な
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概念に依拠しつつ説明付けられている。 例えば、 国の指導者とし

ての哲学者は「 盲 目であるべきかそれとも強い視力をもっているべ

きか」というととを問題化して、 ソクラテスは対話相手のグラウコ

ンに対して次のように問う。

これから述べるような 人々は、 盲 人といさ さかでも違ったと

ころがあると思うかねーーす なわち、 それぞれの真実在の

認識をまったく欠いていて、 魂のなかに何 ひとつ明確な範型

(π αpóÒElyμα)というものをもっていない人々、 そして ちょ

うど 画家がするように、 もっとも真実なものへと 目を向け て、

つねにそれと関連させ、 できるだけ正確にそれを観るという

やり方で、 美・正・善についてのこの世の法も、 制定する必

要があれば制定し、 あるいは現存の法を守護し保全する、

ということができないような人々は? (484c 6-d3) 

もちろんことで哲学者は盲人ではないことが同意される。さらに、

哲人王の説を画家の制作に喰えて言い換えて、 ソクラテスは次のよ

うに言う。

神 的 な 模範(範 型 ) を 用 い て描く 画 家 た ち(oì Tφ 8eíω 

π 叩αðeíy凶TI XPWμeVOI çωypa中01)が一国の輪郭をかたど

るのでなければ、 国家はけっして幸せになることはできないだ

ろう。(500e3-4)

ここで、 導入されている範型(π αpÓðel yμα ， パラデ、イグ、マ )とい

う概念に着目したい。 パラデ、イグ、マは、 イデアの認識とイデアに適

った感覚の世界の統治と創造とにおいて、 イデアとそれを分有する

感覚物とをつなぐ原理的な働きをしている。 哲学者のミーメーシス

と同じ哲学者のポイエーシスという逆方向ではあるが同様にモデル

と似像とを関係づける活動を基礎づけ ている原理である。 このパ

ラデイグマは、 ムーシケーの教育論においてみられたテュポスに相

当するものがより形而上学的に哲学者独自の活動に応用されたも

のとも言える17 テュポスもまた、 モデルとイメージをつなぐ原理と

して、 詩人のポイエーシスや教育を受けるものの同化的ミーメーシ

スを方向付けるものであった。 ただ、 テュポスが、 ポイエーシスと

ミーメーシスそ別々の局面で別々の動作主に帰属させてそれらを結

びつけているのに対して、 パラデ、イグ、マは同じ哲学者において、 感

覚物からイデ、アの方向とイデ、アから感覚物への両方向を定めるも

のとなっている。

このように、 哲学者は、 国家の中にイデ、アとの尺度に 適った関係

をもっ人間品性を実現していくという創造活動に従事する者として

みることができる。

3. テュポスからコーラーヘ

ここまで、 モデ、ルとの尺 度に適った関係を持つ似像の創造という

『ティマイオス』のテーマに通じる面を『国家』において考察してき
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た。 では、『国家』において見られたテュポスやパラデ、イグ、マに相

当する機能は、『ティマイオス』における宇宙製作者の宇宙の創造

活動において見いだすことができるであろうかつ この問題の考察

のために、『国家』にみられた特色を振り返りつつ、『ティマイオス』

における「コーラー」とそこにかかわる 「尺度」の概念についてさ

らに分析検討していく。

『国家」においてテュポスやパラデ、イグ、 マが規範に適った感覚物

の創造に関与していた。 確かに、 コーラーをテュポスあるいはパ

ラデイグマと同一視するととはできない。 コーラーは「捉えどころ

のない厄介な種類のものJ (49a)と言われているが、 テュポスは、

そのつど特定のレヴ、ェルに現れて一定の方向を定める機能をもって

いた。 しかしながら、 われわれが『国家』においてみたさまざまな

レヴ、ェルで働きつつ互いに関係し合って一連となって国家の中で働

くテュポスの機能が、 より流動性をもった全体的な仕方で、『ティマ

イオス』におけるコーラーにおいて働いているとみなすことはでき

ないであろうかつ このような見通しのもとで、 さらに『ティマイオ

ス』をみていくこと』こする。

まず、 テュポスの概念自体が、『ティマイオス』のコーラーにつ

いての議論のなかに見出すことができることを指摘しておくべきだ

ろう。 コーラーがいかなる仕方でイデアや感覚物とかかわるのかと

いう点に関して、 次のように述べられている。

そのもの[コーラー]は、 いつでも、 ありとあらゆるものを受

け入れながら、また、そこへ入ってくるどんなものに似た姿そも、

どのようにしてもけっして帯びていることはないのです。 とい

うのは、 そのものは元来、 すべ てのものの印影の刻まれる地

の台(ÈKμαyel Oν)をなし、 入ってくるものによって、 動かされ

たり、 さまざ、まな形をとったりしているものなのでして、 このよ

うにして入ってくるもののために、 時によっていろいろと違った

外観を呈しているというわけだからです。一ーしかし、 そこヘ

入って来たり、 そこから出て行ったりするもののほうは、 これ

は「常にあるものJ (=理性対象)の模造(μl問 問Tα)なので

して、 そこから、 一種の、 表現しにくい、 驚くべき仕方で写し

取られた(TUπω目白Tα)ものなのです。 しかし、 それがどうい

う仕方でかという点については、 またの機会に追究することに

しましょう。(50b8-c6)

このように述べた上で、 感覚の対象である生成されたものとそ

の生成のモデ、ルとしての知性の対象であるイデ、ア存在とは'異なった

「第三の種類」としてコーラーが把握し直される。 またイデアが父

であり、 感覚物が子であるならば、 受け入れて生成する場としての

コーラーは母であるとされる18。それに続けて次のように言われる。

さらに注意しなければならないのは、 ζの場合、 かたどられて

つくられる像(ÈKTUπφ 問T05)が見た 目にありとあらゆる多様



性を呈しなければならないことになっているのだとすると、 そ

の中でそういう像がかたどられて(ÈKTUTTOÚμEVOν)成立すると

ころの、 その当のもの(受容者)自身は、 お よそ自分がどこ

かから受け入れるはずのどんな姿とも無縁だというのでなけれ

ば、 受け容れるものとしての準備がよく整っていることにはな

らない。(50d4-el)

ここでは、 TUπω8ÉVTα， EKTUπE卯αT0 5'，ふくTUTTOUμE υOVというテュ

ポス概念を字んだ語の使用と、 また、 生成されたものとイデアとの

閣のミーメーシスによって結びついた関係に対する示唆とによって、

イデ、アの模倣像が入ってきたり出て行ったりするときに、 テュポス

によって律せられるつながりが示唆されている。『国家』において

テュポスという語が、 社会規範、 作品内容および作品を受容する

者の魂の三つのレヴ、ェルで、用いられて、 それらをつなぐ創造と受容

の力動性を形成していたが、『ティマイオス』においては、 コーラ

ーにおける感覚物の生成の動態の表現にテュポス概念が組み込ま

れている。

さらに、ここで、「あらゆるものJ(T à甘ωTα)を受け入れる「地の台」

としてのふく問yEÎOV(50c2)というコーラーを示す表現に着目して

みると、 プラトンの別の対話篇『テアイテトス』においてテュポスと

の関連でこの表現が用いられていることが想起される。 この対話

篇において プラトンは EK�αyE10Vという語を柔らかな魂の可塑性を

示すために用いている。 そこでは、われわれの魂が「蝋のかたまり」

(K�p1VOV ÈK問yEÎOυ， 191c9)とみなされて、 このかたまりの上に感

覚や思いなどを 「刻印するJ ( á TTOTUTTouo8α1， 191d6)ことでテュ

ポス(TÚπ oν ， 192a4)を魂のなかの保持することが記憶であるとさ

れる。 ここではまた、 記憶について、 ムーサイたちの母がムネーモ

シュネーで、あることが述べられてからこのテュポス概念が導入され

ており、 「国家』の教育論におけるテュポスの議論に呼応している。

次に、『国家』のテュポスやパラデ、イグマの議論において重要な

要素であった「尺度」の概念と『ティマイオス』との関係について

みていく。『ティマイオス」においても、 宇宙製作者の活動とその

作品とに尺度の概念が介入してくる。 宇宙を作り上げている材料に

関して、火・水・土・空気の四つの要素があげられており、それらが 「互

いに、 できるだけ比例するように仕上げられたJ (32b)とされてい

る。 ζれら四つの要素について、 次のように述べられる。

宇宙の生まれる前には、 これらすべてのものはまだ比率も尺度

もない状態に( á 入óyω 5' KCX1 CXρTpω吉)あったので、す。 そして、

万有の秩序づ、けいoロμEÎ o8α1 TO πω)が試みられた時、最初は、

火・ 水 ・ 土・空気は、 なるほど何かそれ自身の、 一種の痕跡

を持つてはいましたが、 しかしまったくのところ、 何ものたりと

も神不在の場合にはさぞやかくあらんというようなありさまだ

ったのでして、 その頃はこれらのものはもともと、 まさにいま

述べたような状態にあったわけで、すが、 これを神がはじめて、

形と数を用いて形づ、くったというしだいなのです。(53a7-b5)

まったくのカオスの状態にあった火・?I<.土・空気の四つの要素

が、 ここでは「神」と呼ばれる宇宙製作者による創造の介入によっ

て、 秩序づけられ「尺度」を有するようになったのである。 この宇

宙の尺度の成立する場がコーラーとして捉えられている。 このコー

ラーの秩序づけの働きは穀物の不純物などを揺さぶり動かして取

り除く道具である「箕J (π入ÓKCXVOυ， 52巴6)に喰えられている。 コ

ーラーにおける生成の働きの前には、 宇宙の材料となるものが「比

率も尺度もない」状態であったが、 との揺さぶりの動きによって振

動を与えられて「相互に最も似ていないものをお 互いから最も大き

く引き離し、 また最もよく似ているもの同士を最大限に同じところ

に押しやる」ζとになって秩序づけられて宇宙が生まれたとされる。

創造される宇宙に尺度をもたせて秩序づけるコーラーの機能は、

『圏家」にみたテュポスやパラデイグマに従ったミーメーシスやポイ

エーシスなどのモデルとその似像とを緊密に結びつける機能を基

盤にしているとみなすことができるだろう。 また、『ティマイオス』

において、 宇宙製作者の仕事は、 事物を無秩序な状態から「比率

のある、 釣り合いのとれたもの」にしていくことにあり、 この比率

や釣り合いが、 「ここの事物の自分自身との関係においても、 お 互

い同士の関係においても成り立つようにしたJ(69b)と述べられ

ているように、 創造行為を行なう者自身がこの尺度をもった関係に

組み込まれることが表明されている。 このこともまた、『国家』に

おける守護者や哲学者の模倣行為や創造行為にも見ることができ

る点であると言える。

先にみたコーラーについての引用 のなかで、 この場においては

創成される感覚物はイデア存在から 「一種の、 表現しにくい、 驚く

べき仕方で写し取られた(TUπω8ÉVTα)ものなのです」とテュポス

概念を字んだ言い回しでコーラーにおける劃造の特殊性が主張さ

れ、 すぐに続け て、 「しかし、 それがどういう仕方でかという点に

ついては、 またの機会に追究することにしましょうJ (50c)とされ

ていた。 この「またの機会」に「ティマイオス』におけるテュポス

概念を字んだコーラーでの創造のあり方の詳細が語られるはずで

あることが示されている。 しかしながら、 この「機会」については、

これまで研究者たちが検討してきでいるようにペそれにあたる箇

所は特定できず、『ティマイオス』のなかでは、 さらなる追究は見

られないとみるべきである。 そうであるならば\またそこにテュポ

スという概念が関わり、 さらには他の点でも『ティマイオス』が『国

家』の議論を受けて成り立っているという事実から、 この写し取る

「仕方」の内実を『ティマイオス』以前のプラトンの『国家』におけ

る思索の発展に遡って考察していくことが許されるであろう。

以上の考察をさらに補強するために、『ティマイオス」の締めくく

りにおける宇宙論の結論にあたる部分での、 魂と身体の関係、 そ

して人間と宇宙との関係についての議論をみていく。 人閣の魂と身
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体の関係の議論において尺度あるいは釣り合いの概念が再び導入

されている。 美しくまた善いものは「釣り合いの取れたJC∞州npoν)

あり方をしていなければならないとされ、 「健康と病気」、「徳と悪」

を考える時には、 魂と身体との 閣の釣り合いと不釣り合いが最も

重要な意味をもっと言われる(87c-d)。 ここで、 人 閣を魂と身体と

の合成体とみて、 両者が尺度に適ったあり方をするところに美を見

るという考えは、 宇宙をその素材とそれを統率する魂(理性をもっ)

との合成体としてみて、 宇宙が生成する場であるコーラーにおいて

素材に秩序が与えられるという考えとパラレルに捉えられている。

乙れは『国家』における個人と国家がパラレルに捉えられていたこ

とに通じるものでもある。

また、 プラトンは魂と身体が尺度に適った関係者Eもつべきことを

主張する際に、『国家』の教育論を示唆している。 魂も身体も病の

状態にしないためには、 魂と身体がどちらかに偏ることなく双方の

均衡がとれているべきで、精神面の活動に従事している人は体育に

も親しむべきであるとした上で、 次のように述べられる。

今度はまた、 身体づくりに気を配っている人は、 それに対抗す

るものとして、 音楽・文芸(ムーシケー)や ひろく哲学全体に

も(μOUO I 吋KCXI πd町中1入000中i甲)たずさわって、 魂にも、 そ

れに応じた運動を与えてやらなければなりません。 もしも、

人が正しい意味で「美しくて、同時にまた善い人(=立派な人 )J

と呼ばれるに値するものであろうとするなら。 そしてまた、(身

体の)諸部分についてもやはり、 これと同じ方針に従い、 万

有の姿を模写する(TÒ TOU TTαVTÒ" àπ oμl μOUμEVOV 11'100")と

いう仕方で、 その世話をしなければならないのです。(88c3-

dl) 

『ティマイオス』において宇宙とパラレルな関係にある人間は、「国

家』における守護者になるべくムーシケーの教育を受けた者や哲

学者の尺度に適った生き方を受け継いで、いると言える。 こうして、

人間個人もまた、 宇宙製作者によって創造された宇宙との類似関

係をもつべきとされている。

したがって、 この『ティマイオス』の結論部分で、 さらに再びコ

ーラーに言及されて、 それとのミーメーシス行為を 含めた関係で人

間個人の身体の浄化のあり方が議論されていることは違和感なく

王塑解できる。
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もしも、 人が、 あの、 万有の育ての親とか養い親(TpO仲ν吋l

TI8�VllV TOU TTαVTぬ)とかいうように、 われわれの呼んでいた

ととろのものを模倣し(μl凶Tα1)、 身体を、 できるだけどんな

場合にも、 じっとしたままにはさせておかないで、 むしろこれ

を動かし、 そして、 その中に絶えず一定の振動をつくり出すこ

とによって、 自然に適った仕方で、 かの内外の動きから、 終始、

自分の身を守るなら、 そしてまた、 同族関係に従って紡復って

いる、 身体のいろいろな性質や部分を、 適度に[=尺度に適

った仕方で]ゆさぶることによって(μnpíω" OEíων)、 あの、

万有についてわれわれが語っていた、 以前の話の通りに、 相

互に秩序づけて、 一定の配置におくなら、 そのような人にあっ

ては、 これらの性質や部分は、(もはや)敵同土が相並んで置

かれて、 身体の中に戦争や病気を生み出すがままに放置して

お かれることはなくなるでしょうし、 むしろ、 親しい間柄のも

の同士で隣り合わせになるように置かれて、 健康をつくり出す

ようにさせられることになるでしょう。(88d6-89al)

ここでは、 コーラーを真似すること、 すなわち、 コーラーに対す

るミーメーシス行為が、 人聞が自分自身を秩序づけることであると

され、 人間と宇宙とは同じ尺度に適った存在であるべきという考え

が示されていると見ることができる。 先に「ふるい」の道具に喰え

られたコーラーの働きを見たが、 乙こでもコーラー独自の揺さぶり

運動による秩序づけが強調されている。

またここでは、「 万有の育ての親とか養い親とかいうように、 わ

れわれの呼んでいたところのもの」とは、 もちろんコーラーを指し

ているのは明らかである。 じっさい「養い親 J (TI8�Vll)という語

はプラトンの全著作で三回のみ使用されているがこの箇所以外の

二カ所はいす、れも同じ『ティマイオス」の先にみたコーラーを説明

する文脈である。 しかしながら、「育ての親J (TpO中台)は、 厳密

にはコーラーを説明する文脈では使用されていない。 けれども、 こ

れについては、 これまでの『国家』と「ティマイオス』との 閣のつ

ながりに関する考察から、 本稿のはじめに見た『国家」の教育論

において「育ての親(保婦)や母たちJ(TpO中OU吉 TE KCXI 問TEP町)が、

詩人の作品を子どもたちへと媒介させる働きをするべきだというこ

とがテュポス概念の提示とともに言われていたこととの関連で、 こ

の『ティマイオス』の末尾に近い文でコーラーを「育ての親と呼ん

でいた」と言及されていることを理解することができるのではない

だろうか? やはり「母」とも言われるコーラーは宇宙製作者の仕

事を媒介する機能をもっているが、 そこに至るまでの発展の起点に

『国家』における子どもたちの魂の造型活動を見ることができるよ

うに思われる。

結び

これまでの考察から、 守護者になるべき者に見られた、 受動か

ら能動へと転換させて同化的なミーメーシスを駆動させていくシス

テムは、 テュポスが原理的な働きをして、 規範的なものとの尺度あ

る関係をもたらし、 それが職人としての守護者の創造的仕事に通

じていることが、これまでの考察から理解できた。 このシステムが、

哲学者、 さらには宇宙製作者の働きの内実へと発展してきでいる

とみなすことができるであろう。

アリストテレスは「自然学』第四巻において、 プラトン『ティマイ



オス』のコーラーを取り上げて、 それは「質料J (ü入可〕と同じもの

であり、 また、 イデアを「分有するもの」であると述べている。 こ

れまでの考察から、 このアリストテレスの見方は、 プラトンがコー

ラーに込めた意味を捉え損ねていると言えるのではないだろうか。

プラトンのコーラーは素材的側面ももつが、 尺度をもった秩序づ、け

という創造の媒介作用の動的な側面をぬきにして把握することは

できないであろう。

これまで、 「国家』と「ティマイオス』との聞のつながりや共通

性を見てきた。 しかしもちろん両対話篇の議論には大きな違いも

ある。「国家』では、 正義とは何かとい聞いを出発点として、 国家

建設の議論がはじまり、 統率力の養成と国家における哲学者によ

るその行使の必然性が強調される。 したがって、 特に魂の能力に

関する議論が展開されている。 それに対して、『ティマイオス』では、

統率力が行使されて宇宙と人 閣の身体が、 魂との釣り合いの取れ

た関係をもって、いかに作られているかが示されている。大きく見て、

『国家』は国家と個人とのパラレルな関係づけに基づく魂論、『ティ

マイオス」は人間と宇宙のパラレルな関係づ、けに基づ、く身体論であ

るとも言える。『国家』のムーシケーや哲学におけるテュポスやパラ

デイグマの働きは魂の形成において議論されているのに対して、『テ

ィマイオス』の宇宙論でのコーラーの働きは、 宇宙の魂よりは宇

宙の身体にあたる万有の素材の秩序づけにおいて議論されている。

このように、 力点の置かれ方は異なっている。

しかし、 身体面を強調する『ティマイオス』では、 その身体に尺

度(に適ったあり方)をもたらす方法を、 ムーシケーや哲学を通じ

て魂にも応用すべきであると主張されていることをみた。 また、 逆

に、 魂の形成面を強調する『国家』では、 ムーシケーによる教育

論を振り返って、 「ムーシケーと体育を最もうまく混ぜ合わせて、 最

も適宜な仕方 で(μETplWTαTα) [すなわち、 最も尺度に 適った仕

方で]これを魂に差し向ける人、 そのような 人をこそわれわれは、

最も完全な意味で音楽的教養のある人、 よき調和を達成した

人であると主張すれば、 いちばん正しいことになるだろうJ (412a) 

と述べられている。 ムーシケーによる魂の形成と体育による身体

の形成とのあいだにも尺度の 適った釣り合いの取れた関係がある

べきだとされているのである。

『国家』から『ティマイオス』へと創造活動を導く一つのシステ

ムが受け継がれていると言えよう。『ティマイオス』の宇宙論には

さまざまな要素を認めることができるであろうが、 少なくとも、『国

家』とのつながりをテュポスからコーラーへとつながる創造性に

関わる議論の展開の道筋が通っていることを捉えることができるで

あろう。 プラトンの後期思想の展開の中での『ティマイオス』にお

ける製作者の行為の位置づけは、 さらに他の後期の諸対話篇『ピ

レボス』や『法律』などにおけるヌースや原因などの概念との比較

考察が必要となるであろうが、 それは今後の課題としていきたい。

1 Wプロタゴラス』篇322bや『法律」篇676a-680e2

2 本稿におけるプラトンの訳文は岩波版全集の訳に依拠したが、 少し変えた部

分もある。

3 この原則を振り返っている箇所は、 374a， 394e， 395b-c， 433a-d， 453bなど

である。

4 A nnas，].， An Introduction 10 Plαto旨Republic，Clarencon Press， Oxford， 

1981， pp. 74-75 

5中α lVÓμενα(596e4)。 中áVTαoμα(598b3)，ε'ílìωλoυ (598b8， 599a7)，μ1μ首μαTα

(599b5)などの語が使用されている。

6 この語の全般的な意味については、 次の文献を参照。 G. Roux， " Le sens de 

tupos >>， Revue des Études αnciennes， 63， 1961 

7 次の拙論を参照。Sekimura， M.， " L e  statut du tupos dans la République 

de Platon >>， Revue de Philosophie Ancienne， 17， nO.2， 1999， pp. 63-90 

8 W国家� 377a-b : Iどのような仕事CËp yOU)でも、 その始めこそが最も重要

なのだが、 何であれ若くて柔らかいものを相手にする場合は、 とくにそうな

のではないかねつ なぜなら、 とりわけその日寺期にこそ形づくられる(πλd

TTETaI)のだし、 それぞれの者に捺そうと望むままの型(吋π05)がつけら

れるからだ。」
9 W国家� 377c-d . I物語というものはそれが大きくても 小さくても、 その型

(TÚπov)は同じであるべきだし、 同じ効力をもって(TαÙTOνlìú問。白山)いな

ければならない。」

lOW国家� 378e-379a: Iアデイマ ン トスよ、ぼくと君とは、百下のところ作家(詩

人)ではなくて国家の建設者なのだ。 そして国家の建設者としては、 作家た

ちがそれに従って物語をつくるべき、 そしてそれにはずれた創作は許しては

ならないような、そういう規範(τúrrou吉) を知るのが役目だというべきだろう。」

11 このミーメーシスの主体の変換についてリュック・ブリッソンは、 ここでは語

りや創造の問題て、はなく倫理の問題とな っていると述べているが、 守護者の

ミーメーシスの問題化においてもテュポスなどの造形的な概念に依拠した展

開となっている。Cf Brisson， L.， Plαton， les mots et les mythes， F. Masp ero， 

Paris， 1982， p. 92 

12 W国家� 396c-d : I適正な性格の人(μTplO吉d川p)は、[..]すぐれた人

が過ちなく思慮、深く行動しているところなら、 とりわけ積極的に真似しようと

し、 他方しかし病や恋や酪町によって、 その他何らかの災難によってつまず

いているのを真似る(μI�O卯印05)のは、 それほど積極的にでなく、 より少

ない機会にとどめるだろう。」

13 ここでは、山市105 àv�p は劣った人閣を真似しよう(μ巾，ì08α1 )という気持

ちにはなれす、「より劣悪な人間たちの型に自分をはめこんで形づくる(，ì5

TOÙS TcJν悶KIÓνων TÚTTOU5)ということを、 嫌悪する」と、 否定的観点から

述べられているが、 このμÉTplOS山中は優れた人を積極的に真似する(註7

参照)のであるから、 この積極的な真似は、「優れた人の型に自分をはめこ

んで形づくる」ことであると言えるであろう。

14 似像と テュポスとミーメーシスとの関係づけは、 『クラテュロス� 432eに

おいても別の観点から問題にされている。CfSoulez， A.， Lαgrammmre 

philosophique chez Pla1On， PUF， Paris， 1991， p.84 

15 W国家� 402b9-c8 : I神々に誓って、 音楽・文芸の場合もそれと同じように、

われわれ自身にしても、 われわれが国の守護者として教育しなければならぬ

と言っている者たちにしても、 節制や勇気や自由閤達さや高遇さやすべてそ

れと類縁のもの、 他方またそれと反対のものの実際の姿が、 いろいろとくり

返し現れるのをあらゆる場合に識別し、 それらが内在しているあらゆるもの

のうちに、 その実際の姿をも似姿をも(αùTà問、1 EìKÓ阿古)ともに認識でき

るようになるまでは、 そして小さなもののうちにあろうと大きなもののうちに

あろうと、 けっしてないがしろにせず、 いずれを知るにも同ーの技術と訓練

を必要とするものだと考えるようになるまでは、 われわれはけっして、 音楽・

文芸に習熟した者(μOUOIKOÍ)となったとはいえないので、はないだろうかつ」
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16 �響宴� 204b . I知は美しいものの lつであり、 しかもエロースは美しいもの

に対する恋です。 したがって、 エロースは必然的に知を愛する者(哲学者)

であり、 知を愛する者であるがゆえに、 必然的に、 知ある者と無知なる者と

の中間にある者です。」

17ピエール=マケシム・シュルは、 テュポスがパラデイグ戸マに近い意味を有する

ことを示唆している。Schuhl， P.-M ， Plαton et /'art de son temps， PUF， Paris， 

1952， pp. 18-19 

18 �ティマイオス� 50c-d: I差し当たってのところでは、 われわれは三つの種族

を念頭に置かねばなりません。 す なわち、「生成するもの'J (TÒ戸νy'y凶

同νoν)と、「生成するものが、 それの中で生成するところの、 当 のもの'J (TÒ 

1
，

νo yÎYVETα， )と、「生成するものが、 それに似せられて生じる、 そのも

とのもの(モデル)J (TÒ 5' öe印d中011010山印OV中山Tα， TÒ y，yvó�印印)の三

つがそれです。 なおまた、 受け容れるものを母に(問Tpí)、 似せられるもと

のものを父に、 前二者の閣のものを子になぞらえるのが適当でしょう。」

19 Platon， Timée/Critiαs， traduction， introduction， notes p ar L Brisson， GF

Flammarion， Paris， 1996， p. 249 
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