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われわれは今、二世界論というテーマに目を向けようとする。それは西欧の精神史をず

っと支配してきた思考のパラダイムである。だが人々はそれを、どれだけ自覚しているの

だろうか。西欧の知識人にしても、それを自明なことであるかのように、暗黙の了解を共

有しているかのように振る舞う場合が多い。｢プラトンは二世界論の祖か｣と尋ねられて、

われわれはどれだけ正確な答えをなしうるであろうか。そこに反省の目を向け、その出自

を明らかにしたい。こうして二世界論の祖型に至る、導きの糸に指が触れるならば、それ

を手操り寄せてみよう。ただここには、あらかじめ知っておかなければならない事情があ

る。欧米の研究にあっては、二世界論の考察が尐ない。試みに哲学事典の類を開いてみれ

ば、すぐにそれが分かるだろう。二世界論というテーマに関しては、既成の研究が手薄な

のである。そこで先ず、「二世界論」という用語に注意を凝らしてみよう。 

 

 

「二世界論」の用語と分布 

 

二世界論あるいは二世界説という用語は、１８世紀にドイツの学者が die 

Zweiweltentheorie という言葉を造って、それがこの術語の出発点となったものである。最 

近は英語圏にも入って、the doctrine of the two worlds とか、the two worlds doctrine などと言

うようになった。いずれの表現を取るにせよ、「世界」という意味の単語が含まれているこ

とに注意していただきたい。二世界論の遠源はプラトンの『ティマイオス』篇にあって、

それがヘレニズム・ローマ期のプラトン主義において明確な形をとった、と言われてきた。

確かにプラトンは『ティマイオス』篇のなかで、「知性的生き物」「感覚的生き物」という

区別をしている。しかしこれに先立つ『国家』篇のなかでも、知性的と感覚的の区分を立

てて話を展開している。すなわち善のイデアの説明として語られる、「太陽の比喩」「線分

の比喩」「洞窟の比喩」は、どれもその区分を前提にしている。知性の働く場と感覚の働く

場という区別が、三つの比喩のいずれにおいても考究の枠組みになっている。しかしプラ

トンは、『国家』においても『ティマイオス』においても知性的、感覚的につなげて「世界」

                                                 
(*) 第 11 回「ギリシア哲学セミナー」における発表原稿に手を加えて、本稿を準備した。口頭

の発表は 2007 年９月９日、東京大学教養学部において、堀江聡教授の司会の下になされたも

のである。このような機会を提供してくださったセミナー運営委員会にたいし、厚く感謝申し

上げる。 
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という語を用いたことはない。 

『ティマイオス』篇の「生き物」に代えて「世界」（コスモス）の語を充てたのは、知

られる限り、アレクサンドリアのフィロンが最初であった。これはすでにフィロン研究者

達が指摘してきた点である(1)。だから二世界論という用語は近世になって発明された造語

ではあるが、用語の基本要素はすでに後一世紀のフィロンにおいて、定着していたのであ

る。 

我々の世界には、可視的なものと不可視なものと、二つの要素ないし領域を認めること

ができる。｢見えるもの｣｢見えぬもの｣という用語も、「感覚的世界」「知性的世界」と共に、

二世界論に深く関わっている。ひとつの身近な例を引いてみよう。植物の検索図鑑を手に

とって見ると、そこには類・種・属に加えて、最終的に樹木の一種に行き当たるような外

見的特徴が挙がっている。たとえば葉脈は対生か互生か、葉の縁はのこぎり状か否か、樹

皮は滑らかか粗いか等々である。そうした特徴はすべて感覚に捉えられる。だが植物図鑑

には決定的に欠けているものがある。クヌギならクヌギという樹木の、「命」についての説

明が抜けているのである。外見的特徴についての説明はあるが、目に見えぬ命については

何も触れていない。しかしわれわれはそのクヌギが生きていることも見ているのではない

か。生きている樹木の葉や幹について、様々な外見的特徴を捉えるのではないか。植物図

鑑は生きている植物について、特徴を挙げているはずである。そうとすると、見えるもの

と見えぬものとは概念上の分節としては二つであっても、存在の分節とは言えないことに

なるだろう。こうして身体の視覚は目に見えぬ命をも見ていることになるのだろうか。見

えぬものを見るとすれば、それはもちろん矛盾である。ここで、哲学の問題が発生する(2)。 

見えるものの世界と見えぬものの世界それぞれに、ここで「感覚的世界」および「知性

的世界」という名称を与えるなら、それで二世界論の用語が揃ったことになる。その意味

は感覚によって知覚する世界と、知性によって認識する世界ということである。ただしそ

れは荒削りな話であって、厳密に言えば、そういう命名には尐し無理がある。と言うのも、

不可視なものが全て「知性的」とは言えないからである。人間の魂、例えば心理は不可視

であろうが(3)、いつも知性的であるわけではない。むしろしばしば、非知性的である。だ

                                                 
(1)

 H.A.Wolfson, PHILO. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Chiristianity and Islam I, 

Harvard U. P., 1968, p.227 n.5. また最近の論文で、ルーニアもこの点を確認している。D.T.Runia, 

A Brief History of the Term KOSMOS NOÉTOS from Plato to Plotinus, in: J.J. Cleary (ed.), Traditions 

of Platonism. Essays in Honour of John Dillon, Ashgate, 1999, p.154. 
(2)

 もうひとつ、ふるさとを例に取ってみよう。室生犀星が「ふるさとは遠きにありて思ふもの 
そして悲しくうたふもの……」と語った望郷の想いは不可視である。それに対し故郷の山や田
畑や家並みは可視的である。そこで心の想いに包まれた「ふるさと」、つまり目に見えない「ふ
るさと」と、ふるさとの風景という目に見える「ふるさと」とを峻別できると考える人々は、
こう言うであろう。ふるさとへの愛という際の「ふるさと」は、手で触れることができないで
はないか、と。そうとするなら、見えるものの世界と見えぬものの世界と、二つの世界の存在
が確認できるようにも思われる。しかし、そうなのだろうか。そうとしか考えられないのかど
うか、なお検討の余地があるように思われる。ふるさとの景色には、すでにふるさとへの愛が
浸透しているのではなかろうか。心の想いが影を落としていない視覚などというものがあるだ
ろうか。二世界論とは別の見方もできるように思うのである。 
(3)

 ただし、後一世紀の人アエティオスのように魂を可視的な領域に配置する人もあった。
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から不可視な領域をそのまま知性的と呼ぶことはできない。けれども、目下の議論を進め

る上で、便宜上、厳密な区分はしないでおこう。 

プラトンからプロティノスまで、古代の哲学神学文献には「二世界」という術語的表現

は見られないようである。そこで「二世界」あるいは「二世界論」という用語の分布を直

接調べることは断念せざるを得ない。しかしその代わりに「知性的世界」「感覚的世界」で

あれば、用例を探し出すことができる。そこで当面は、こうした用例が二世界論の存在を

代理して示している、と見做すしかない。つまり間接的な方法によって二世界論の分布を

調査していくことになる。 

最近の論文のなかでフィロン学者のルーニアは、そうした調査結果を報告している(4)。 

この場合、「知性的世界」「叡知的世界」などと訳されるギリシア語の“ノエートス・コスモ

ス”に相当する表現として、「非物体的世界」「不可視の世界」などの用語が存在するが、ル

ーニアは調査の範囲を「知性的世界」に限定している。従って、等置しうる表現は彼の調

査結果には含まれていない。また「知性的世界」が出ているとしても、その段落が二世界

論を主張しているとは限らない。そのことを念頭に置いて調査結果を見てみると、「知性的

世界」の用例頻度は、アレクサンドリアのフィロンとプロティノスに突出して多い。分布

が偏っているのである。彼の挙げる数字を一覧して、参考に供しておこう―、 

  

 アレクサンドリアのフィロン……尐なくとも３０回 

 アエティオス（後一世紀の詞華集編者）……２回 

 アルキヌース（後一、二世紀、『プラトン哲学綱要』の著者）……２回 

 「ヘルメス文書」（Corpus Hermeticum、二、三世紀頃）……２回 

 アレクサンドリアのクレメンス……約８回 

 オリゲネス……（後記） 

 プロティノス……約３０回 

  

上の調査結果から二世界論の分布を推定するにはいくつかのただし書きを要する。その

ことは前述した通りである。しかしルーニアの調査範囲に視野を限定してみるならば、ア

レクサンドリアを中心とするエジプトのヘレニズム都市に二世界論の学統を認めることは

可能かもしれない。そのことはまたアレクサンドリアの神学についても言えるかもしれな

い。なおオリゲネス著作には「知性的世界」という用語はほとんど見られないが、それに

相当する「非物体的世界」などの表現はその用例を尐なからず認めることができる。 

 

 

                                                                                                                                               
Stobaeus Eclog. 1: 2, 179: 12 Wachsmvth. 
(4)

 D.T.Runia, op. cit.(1999), p.151-171. また、ルーニア論文を承けてフィロン研究を進めたものと
して、田子多津子「＜コスモス・ノエートス＞をめぐって―アレクサンドリアのフィロンの
場合」、教父研究会編『パトリスティカ』第 10 号（2006 年）、29－44 頁がある。 
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二世界論の生い立ち 

 

二世界論の用語と分布を概観してきたのであるが、実は二世界論の性格、つまり二世界

論の理論としての特質はまだ何も明らかになっていないのである。二世界論の用語をどう

いう著者が使っていたのか、それを一見したに過ぎない。ただ、そこで得られたものが何

かあるとすれば、二世界論の祖形がプラトンからプロティノスに至るある時期に確立した

のではないか、という見通しである。ここまでは既得の成果としてよいように思われる。

そこで今度は、二世界論とは何かという問題への取り組みを、準備すべきであろう。 

その一歩としてわれわれは、二世界論の生い立ちがどのようであったかを見ようとする。

そのなかで、感覚的な場と知性的な場との区別が何を意味するのかという問題を考察して

みよう。それは同時に、二つの場の関連ないし統一の問題を扱うことにもなるはずである。 

プラトンの『ティマイオス』篇に二世界論の遠源があるとする意見を、時々耳にする。

そのように主張する人々は、この対話篇のストア派における受容に注目する。またストア

派を経て、フィロンと中期プラトン主義の『ティマイオス』解釈に至る思想史を追うので

ある。つまり全体として、『ティマイオス』の解釈史を跡づける研究がなされてきた。現代

のフィロン研究の一端は、実際にこの線で様々な研究を展開している。そうした動向には、

丹念な文献調査など優れた特徴が見られ、その成果には参照すべき点が尐なくない。『ティ

マイオス』解釈史の復元の努力には、目を見張らせるものがあることを認めたいと思う。

しかしまた研究の常として、それで十分と言うことはなく、そこにもまた補正すべき面が

あると思われる。そのひとつを挙げれば、解釈史研究の前提に発展史的な見方が秘んでい

るかに感じられる点である。プラトンの内に萌芽としてあったものが、徐々に成長してフ

ィロンに至るかのような二世界論の系譜を、この人々は暗に構想しているのではないか。

別の言い方をすれば二世界論自体の、二世界論とは何かを問う姿勢が前面に出ていないよ

うに思われる。そのため、二世界論とはどのようなものであり、その起源がどこにあるの

かを問う視点がはっきり出て来ない。だからわれわれとしては、既成の研究とやや異なる

課題に向かわざるを得ないのだ。 

われわれの負うべき課題は何であろうか。それは概念史思想史の空隙を埋める仕事など

ではない。むしろ二世界論の成立をもたらした、新しい理説に固有の核があるなら、それ

を見極めることであろう。つまり形而上学的な問題意識に立って考えることが求められて

いる。そうした展望を抱いて、二世界論の祖型を訪ねる旅に足を向けてみよう。 

 

 

若き日のユスティノス 

 

われわれの探求の旅はあてどない夜道を行くのにも似ている。まだ目的の地を確認して

いないからである。しかしまた道しるべも無しにさ迷うばかりでもないようだ。よく見れ
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ば、ここには一筋の足跡が残されているのではないか。この道を行きし人あり、だ。それ

は二世紀の人、ユスティノスという教父の通った足跡である。彼は若き日々を哲学青年と

して送り、中期プラトン主義の一学派に身を寄せていた。こうしてプラトンの教えに喜び

と誇りを感じていた哲学学徒に、ある日変化が訪れる。キリスト教への回心である。ただ

しその回心を、ユスティノスは真の哲学への回心だったと述べている(5)。その転回の過程、

つまりプラトン主義との葛藤と決別がどのようなものであったかを、彼は著作のなかに書

き残した。とするなら、そこでひとつの想定がゆるされはしまいか。若き日にユスティノ

スの信奉していた学説が、二世界論に立脚したプラトン主義であった、という仮説である。

教父の著作をそういう視点から読解できないだろうか。 

プラトン主義とキリスト教の出会いと、そこで生じるであろう思索の動揺を、初期教父

の証言にもとづいて考察する場合、弁証家ユスティノスの『トリュフォンとの対話』序文

は重要な手がかりとなろう。そこに描かれた海辺の対話は、教父自身の来歴を語りつつ若

き日のプラトン主義者ユスティノスがいかにして、キリスト教と触れ合ったかの記録であ

る。キリスト教哲学の曙光を告げるかのような対話の情景は、著者の昔日の体験を伝えつ

つ、彼がなぜプラトン主義から新しい哲学へと踏み出していったのかという、厳しい探求

の問題にかかわっているのである。 

『トリュフォンとの対話』序文は、最初の９章からなるまとまった段落にあたり、著作

のこの部分について註解書を書くことが、ユスティノス研究のひとつの流儀になっている。 

教父の哲学思想が問題になる時、この序文は、現存著作のなかでもっとも注目を浴びてき

た。とくに現代の註解および研究は、中期プラトン主義との関連でこの箇所を取り上げる

ことが多い。著者の活動した二世紀という時代は、中期プラトン主義の流れにおいてもア

ルキヌース、アプレイウス、アッティコス、ケルソス、テュロスのマクシモス、ヌーメー

ニオスらの有力な哲学者を生み、また匿名ではあるが『カルデア託宣』のような著作を残

したのである。このような背景に照らして、若きプラトン主義者ユスティノスの立場はよ

り良く理解されるはずである。彼が老人と行ったとされる海辺の対話には、｢神を見る｣と

いう究極の問題がある。それはどのようにして可能となるのか。これはアレクサンドリア

のフィロン以来、中期プラトン主義に見られるテーマであり、海辺の対話においてはこれ

をめぐって、視覚と存在理解についての議論が交わされるのである(6)。視覚に関して、ユ

スティノスと老人の立場は明確に食い違う。ユスティノスの主張は中期プラトン主義のも

のであり、いわゆる二世界論に依拠しているかと見られる。 

 二世界論の基本である二世界の区分は、視覚と知性の二領域分けに対応している。した

がって二世界論の視覚はここで強い規定を受けることとなる。視覚は可視的対象に向かい、

                                                 
(5)

 ユスティノスは自身の回心を振り返って後日、「これ（キリスト教の教え）こそ唯一の確実
で有益な哲学であることを見出した」（三小田訳）と述べている。『トリュフォンとの対話』８：
１参照。 
(6)

 『トリュフォンとの対話』序文において、「神を見る」という句は７回用いられる。２：６、
３：７、４：１，２，３，５，７． 
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知性は知性的対象にあたるという形で、視覚の役割が限定されるのである。たしかにこれ

は、中期プラトン主義において常識的な視覚理解であった。アレクサンドリアのフィロン

にもこういう言葉がある―、「魂において知性のはたす役割は、身体において眼のはたす

役割にあたる。すなわち知性は知性的対象を見、眼は視覚的対象を見る。」（『世界の創造』

５３）このように語るとき、プラトン主義の学者達が、視覚の役割を固定的にのみ捉えて

いたのか、あるいは視覚もまたその働きを高めつつ変容してゆくものと考えていたのか、

たしかに検討の余地が残されている。プラトンの｢洞窟の比喩｣を見れば、視覚もまた変容

して、知性との共働関係に入るような展開を構想していた、とも考えられるのである。し

かし中期プラトン主義者達の言葉の前面に出てくるのは、やはり、主として固定的な分業

の印象を与える文章であることは否定できない。現に海辺の対話におけるユスティノスは、

もっぱら視覚の限界、つまり神を見るために視覚は無用であることを指摘している。そし

て恐らくこの見方が、当時の学派の見解を代表するものであったかと思われる。ともかく

われわれはそういう視覚理解に、あらためて注意を払わなければならない。と言うのも海

辺の対話において老人は、視覚と知性のこういう分業制に異を唱えようとしたと思われる

からである。その内容は後に扱うこととなろうが、知識は、視覚によって見ることから得

られるという趣旨のものである（『対話』３：６）。これに対し若きユスティノスは、ここ

でもプラトンの名を振りかざしつつ、神的存在について老人の考えが不可能であることを

主張している―、 

 

「父よ、神的存在は、他の生き物と同じように人々の眼に見えるものではなく、プラ

トンが言うように、ただ知性によってのみ把握されるのです。」（『対話』３：７） 

 

「ただ知性によってのみ把握される」は、身体視覚の排除を意味するのであろう。それ

は、ユスティノスの語ったもうひとつの言葉にも明瞭に読み取れる。すなわち、「プラトン

の言葉にこうあります」と断わった上で、彼はこう言っている―、 

 

「知性の眼は正にそういう性格のものであり、何のためにわれわれに与えられている

かと言えば、われわれがかの澄み切った知性の眼だけで、かの存在者そのものをまざ

まざと見ることのできるためである。存在者はあらゆる知性的なものの根拠であり、

色も形も大きさも有さず、肉眼に見えるいかなる対象もふくまない。」（『対話』４：１） 

 

身体の視覚によって神を見ることはできない、この主張を二世界論者は共有していたよ

うである。この人々は知性的世界を知性的世界において知ろうとするのである。つまり、

感覚像においてでもなく、言葉においてでもなく、即自的に知ろうとする。だが一方で、

彼らは感覚と知性との原理的な峻別から出発している。だから当然の帰結として、感覚や

感覚対象がその知に混入することはありえないことになる。探求のある段階に達すると、
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二世界論は、可視的世界への依存状態から自由にならなければならない。探求における感

覚的世界の役割をどれほど積極的に評価していても、である。知性的世界をそのあるがま

まに見ようとする時、すなわち神を見ようとする時(7)、可視的世界は切り棄てられる。 

アレクサンドリアのフィロンは知性的世界と感覚的世界のそうした関連と断絶を、聖書

解釈のなかで解説してくれる。たとえば「創世記」に記されているヤコブの夢を取り上げ、

「天の門」という句に着目する。自分の伏していた所をヤコブが「天の門」と呼んだのは、

夢のなかで、ひとつのはしごがそこから立っており、天に達していて、神の使いがそれを

上り下りしていたからである。フィロンはその話を解釈してこう言う―、感覚的世界は

知性的世界に入って行くための「門」なのだ、と。感覚的世界の意義をそのように評価し

てみせるフィロンであるが、その直後に筆調は一変する。知性的世界の美は、ことごとく

門が取り払われた後に、その眺望が得られる。これが彼の結論なのである（『夢』Ⅰ186-188）。

同様にアルキヌースは次の言葉を残している。｢神は言葉に言いえざる者であり、ただ知性

によってのみ把握される。｣(『プラトン哲学綱要』１０：４)この文章を補うようにアルキ

ヌースは、｢神｣が善悪、差異、無差異、性質・無性質などあらゆる属性を越えていると付

言する。したがって彼の考えによれば、感覚が第一知性の認識に寄与するはずはないこと

になる。それはまたテュロスのマクシモスが、「神的なものは色も形も有さない」と視覚を

否定し、「ただ魂の知性によって……見られる」と言っていたのと、大筋において一致する。

（『弁論』ⅩⅠ9, 143:12 Hobein） 

二世界論というのはひとつの形而上学的な理論であって、知性的世界と感覚的世界の区

別に立ってわれわれの世界を説明しようとするものである。例えば建築家が心に描く設計

のアイディアは、知性によって捉えられるのであり、その設計図を図面に引き、それをも

とにしてわれわれの眼前に出現する建築物は、感覚的に捉えられる。知性によって見出さ

れた都市は、視覚によって見ることができない―、なぜなら視覚によって見ることので

きる都市は、大きさがあり、色があり、手で触れることができる。しかし知性的な都市は

そのいずれも備えていない。このように二つの世界を区別することによって、二世界論は

成立している。では、知性的世界と感覚的世界はどのように関係づけられるのであろうか。

知性の眼に映る都市は範型であり、感覚の眼に映る建築物は、範型にもとづく似像である

と言う。とすれば二世界は、範型似像の関係で結ばれているのである。すなわち二世界論

は範型似像論に従っている。 

以上からさらに、範型似像の関係にはこういう面もそなわっている。すなわち都市であ

れ三角形であれ、可視的な形態のものは、｢都市｣と呼ばれ「三角形」と呼ばれるかぎりで、

それぞれひとつの集合を形成している。例えば横浜、ニューヨーク、マルセイユ、上海、

カルタゴなど都市の集合がそうである。そしてそれぞれの集合には、ひとつの範型が対応

している―、都市の範型、三角形の範型など。こうして感覚的な集合１にたいしては、

                                                 
(7)

 知性的世界を包攝し、その一性をささえる根拠として、中期プラトン主義の学者達は第一原
理を措定する。この最高原理は「第一知性」「善」「神」などと呼ばれた。 
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知性的な範型１が組になるのである。 

範型似像と言う時の、似像を捉える視覚とはいかなるものであろうか。この点から考え

てみたい。可視的な世界のなかで、われわれは複数の類似物を見分けながら生きている。

今わたくしはペンを使って物を書いているが、「ペン」と言えば、それでおびただしい数の

ペンの似像を思い浮かべることができる。また「親切」と言えば、人生において出会った

親切な顔をいくつも思い出す。それはすべて、類似のものを視覚が見分けているからであ

る。すなわちわれわれの感覚には、等しいものや似たものを見抜くすぐれた特性があるか

らである。これは経験が教えてくれるとおりであって、たとえば母親は泣き声によって乳

児の要求が何であるかを察知する。つまり乳児ですら等しい感覚（空腹など）を等しい泣

き声で知らせるから、母親は経験で泣き声の意味が分かるようになるのである。その場合

乳児の感覚は毎回、空腹を痛みと混同することなく、空腹を空腹として感じとっているわ

けである。 

もうひとつの例としてガリレオの加速度の実験を挙げることができる(8)。それは等しい

ものを知る聴覚の、見事な例証になるであろう。加速度の測定をするために、ガリレオは

滑り台のような装置を用意し、そこに重い球をころがしたと言う。しかも傾斜をつけた台

の真上には、台と並行に線が張ってあり、線にはごく小さな鈴がいくつも吊り下げてあっ

た。こうして球をころがせば、鈴はチンチン……と鳴る仕掛けになっており、ガリレオは

次々に音を立てる鈴に耳を澄ましていた。そういう実験をなんども繰り返しながら、鈴の

位置を調節し、とうとうすべての音の間隔が等しくなるまで、それを続けたのである。こ

うしておいて彼が最後にしたのは、線上で鈴と鈴の間隔を測定することであった。測定値

を順に並べてみれば、単位時間内に球の走る距離が、どのように増大するかが分かる。す

るとそこから、加速度が割り出せるというわけである。この実験は、ガリレオのすぐれた

着想の一例である。また彼の耳がいかに正確なものであったかも、そこに示されている。

しかしまたこの実験は、聴覚というものが、等しい時間間隔を聞き分けることにおいて、

すぐれた能力を発揮するという事実を語っている。今、力説したいのはこの点である。人

間の感覚は、等しいものや似たものをいかに敏感に察知することか。そのように考えてみ

れば、自然科学の法則なども、同じ現象が繰り返し起る、その等しさ（類似性）に気付く

ことから出発している、と説明しうるであろう。 

中期プラトン主義の範型似像論は、ここに紹介したような、等しいものを見分ける視覚

に基礎を置いていたのではないか。視覚もまた多義なのである。彼らの理説はある種の、

特有な視覚に支えられているのではないか。その種の視覚にもとづいて、似像集合が生じ

るのではないか。そういう推定を試みたい。ではその点について、当時のプラトン主義者

達は何を言っているのであろうか。ここで再びプラトン主義陣営の主張に眼を留めてみよ

                                                 
(8)以下に紹介するガリレオの実験は、明治学院大学国際学部でかつて同僚であった、豊田利幸
教授から直接うかがった話である。当時を思い出し、先生からいただいた御交誼に改めて感謝
する。 
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う。 

 一般に中期プラトン主義の人々は動植物の、類ないし種のレベルにしかイデアの分有を

認めなかった。プラトン以後の、プラトン主義の歴史のなかで分有論は変貌したのである。

もともとはクセノクラテスのイデアの定義に端を発して、それが、後世の分有説に影響を

及ぼす結果となったものと見られる。彼はこういう定義を書き残したようである―「（イ

デアとは）“フュシス”に即して恒常的に存立するものにたいする、範型的な根拠」（「断片」

30）。ちなみに、これとほとんど同じ文章がアルキヌースにも引き継がれている(9)。 

 中期プラトン主義者はクセノクラテスの定義にある“フュシス”を、多くの場合、（人工と

対照される）自然の意味に解釈したのであり、そこから動植物の類とか種に限定する態度

が理解できるわけである。彼らは、(1)自然物についてはイデアの介在を認めるが、人工物

については認めない、という傾向を見せる。ここにはストア派のロゴス論が影を落として

おり、「人」「魚」「木」などの自然物に対応するロゴス・スペルマティコスが、イデアの性

格を規定している。さらにまたほとんどの中期プラトン主義者は、(2)類、種についてはイ

デアの分有を認めるが、個人や個物については認めない(10)。したがってここには、自然界

の類、種に対応する視覚が前提されていることになる。すなわち類似物を察知する視覚で

ある。 

 以上のように中期プラトン主義者は、自然物の類とか種のレベルで、生得的、静態的に

生じる事象をイデアの分有によるものと認定した。個々の動植物は永続しないが、類・種

レベルでは永続性を示すので、イデアの性格にふさわしいものと考えられたようである。

こうしてイデアの分有が生得的、静態的であるとするなら、それを観察する視覚も一定の

性格を具えていることとなろう。それは今日言う客観的な事実を捉える視覚に近かったの

ではなかろうか。実験科学者は実験という方法の下で、観察に主観を混じえてはならない

という、いわゆる主観客観の分離図式に従っている。それは観察者と対象とのかかわりを

厳しく排除する態度を意味し、それによって規定された視覚を設定している。それを古代

の分有論にいきなり持ち込むつもりは無いけれども、動植物の類・種は観察者の主観を混

じえずに捉えられる事象であろう、と言いたいのである。例えば、イノシシを図鑑で見る

場合と、山中で自分を襲うかも知れぬ情況で見る場合とでは違う。図鑑で見るだけなら、

自分との関わりは考えなくとも済むだろう。いわゆる客観的な知識がそこで成立すること

であろう。だが山道で出会ったイノシシは自分に関わってくる。その圧倒的な偉容は心に

戦慄を残すに違いない。何か計り知れないものを覗き見たような衝撃が走るからである。

では、そういう視覚は何を見ているのであろうか。この問題を意識することによってわれ

われは、若きユスティノスと老人の、海辺の対話に立ち会っている。 

 「神を見る」という問題をめぐって、海辺の対話は始まっている。哲学青年ユスティノ

スはプラトン学派の弟子らしく、身体の眼が神を見ることはありえない、という公式的見

                                                 
(9)

 アルキヌース『プラトン哲学要綱』Ⅸ（Whittaker）。 
(10)

 J.Dillon, Alcinous. The Handbook of Platonism, Oxford,1993, p.97f.. 
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解を述べたのである。その時視覚について、どういう考えを前提していたのか。彼の主張

の背景には、どういう視覚概念が配置されていたのか。この点に関して、同時期のプラト

ン主義著作に照らしながら、ユスティノスが前提していたであろう視覚論を分析してきた。

そこで今度は海辺の対話で語られた老人の言葉に注意を向けてみよう。哲学青年のプラト

ン主義に対峙する老人の言葉は、何を教えているのであろうか。二世界論の教えを、どこ

で突き抜けるかである。 

視覚の理解をめぐって、老人の教えはユスティノスのプラトン主義と鋭く対立する。そ

れは二世界論の、視覚と知性を領域分けする前提に対抗してなされる、老人の厳しくまた

難解な批判のうちに、語り出される教えである。もちろん二人の対立点は、視覚の問題に

限られてはいない。知性は神を見うるか否かの問題、輪廻転生説の可否、魂の不滅性の問

題などにも論争は波及している。しかしそのなかで、視覚をめぐる議論に特に注目する理

由は、それが「哲学とは何か？」の問いから直接発生しているからである（『対話』３：４

―７）。視覚をどう考えるかに対応して、哲学の何たるかも変る。視覚を論じるとは、そう

いう事柄なのであろう。老人の言葉の一節を引いてみよう―、 

 

「なぜならある種の学知（エピステーメー）は、学習または習熟によってわれわれの

ものとなるのに対し、ある種のものが知識（エピステーメー）(11)をもたらすのは、見

ることに由来しているからである。誰かが君にこう言ったとしたらどうだろう

―“インドにはある動物がいて、それは他に類を見ない相貌をしているのだ。しか

しそれはこれこれの種類であって、多様な外観と多彩な色を有している”、と。だが

そう言われても君は、その動物を見るまでは知っていることにはならないし、動物に

ついて何の説明の言葉も語りえないであろう。見た人から聞いているのであれば別だ

が。」（同３：６） 

 

この発言は重要な内容をふくんでおり、しかも難解であって、研究者たちの錯綜した論

争の焦点となってきた。海辺の対話の意味は、この言葉をどう理解するかにかかっている、

と言っても過言ではあるまい。問題はどこにあるかと言えば、二種の知識に関する老人の

説明である。「学習または習熟による」知識と、「見ることに由来する」知識とは、それぞ

れいかなるものであって、どのように区別されるのか。どこに区別の基準があるのだろう

か(12)。 

老人の語る言葉に耳を傾けたい。先ず、「学習または習熟」から生じる知識とは何かを

考えてみよう。言うまでもなく「軍事技術・航海術・医術」（３：５）などの技術であり、

また「音楽・算術・天文学」（３：６）の科学である、すなわち体系性をもった技術と科学

                                                 
(11)

 この文章の主語になっている「ある種のもの」について、拙稿『教父ユスティノス―キ
リスト教哲学の源流』、勁草書房、2006 年、65 頁註(16)を参照されたい。 
(12)

 二種の知識の区別について、詳しくは前掲書 66 頁註（17）を参照されたい。 
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であり、通常、制度的な教育によって伝達される知識である。とするとここで問題となっ

ているのは、新知識の発見とか発生の位相ではなく、既成の知識の獲得ないし学習の位相

である。「音楽・算術・天文学など」という、後世の自由学芸七教科に通じる科目名が挙が

っていることを見ても、それは明らかであろう(13)。そういう位相で考えた場合、知識の習

得は、心に習性（慣性）がつくという形で成立する。ちょうどラジオ体操が身体のリズム

や慣性として習得されるように、科学・技術も心の習性、習い覚えによってその人の知識

となる。例えば「ドリル」は反復練習である。予習復習というのも同様であろう。また日

本語の「習う」も、くりかえし練習して知識や技術を身につけることである。これが老人

の言う「学習または習熟」にあたる。 

では次に、「見ることに由来する」知識を考えてみよう。それは神や人を知る知識であ

った。老人は例を挙げて説明し、哲学青年ユスティノスにこう言うのである。「誰かが君に

こう言ったとしたらどうだろう―、“インドにはある動物がいて、それは他に類を見な

い相貌をしているのだ。しかしそれはこれこれの種類であって、多様な外観と多彩な色を

有している”、と。だがそう言われても君は、その動物を見るまでは知っていることにはな

らない。」この例話は何を教えるものであろうか。老人の力点がどこにあるのか、こう考え

てみよう。「他に類を見ない相貌」という点で、類型的な分類を越え、比較を絶しており、

他にたとえて言述することを許さぬ存在であると言い、しかしそれにもかかわらず（アッ

ラ）、「これこれの種類」に属するものだと説明してみても、やはりその獣を眼で見るまで

は、あるがままに知ったことにならない、と主張しているのである。ここには、怪獣独特

の、あるがままの偉容を知ることへの志向がうかがわれる。老人はそういう視覚を打ち出

しているのである。ここで思い出してみよう。範型似像論を根拠づける視覚は、いかなる

視覚であったかを。それは老人の唱える視覚と鋭く対立している。なぜなら範型似像論の

視覚は、似像の群とか集団を捉える点に特徴を示すからである。 

老人の主張する第二の種類の知識は、例話によれば、動物独自の比較を絶した、あるが

ままの相貌を知る知識である。このような知識を老人は、「人間や神にかかわるそれ自体の

（アウトーン）知識」（『対話』３：５）とも言っていた。種別や類型によって置き換える

のではなく、その「あるがまま」に知ろうとする知識は、見ることから出発する。そして

見る人と怪獣との、或る関わりが生じる。神、人、獣のあるがままは、そういう関わりの

情況において知られるのだ。これが老人の考えである。すなわち二世界論の基底をなす、

等しいものや似たものを見抜く視覚とは別の、もう一つの視覚を老人は唱えていることに

なる。似像集合を形成する視覚の働きと別に、個々の存在をそのあるがままに知る可能性

を人間の視覚に認める、そういう立場なのである。それによって老人の教えは、二世界論

の限界を超えてゆく。 

                                                 
(13)

 ユスティノスの当時すでに、数学系 4 科目は必須の科目群として位置づけられていたよう
である。かつて彼の訪ねたピュタゴラス派の教師は、哲学に先立って学習すべき科目名として、
「音楽、天文学、幾何学」を挙げた、と言う（『トリュフォンとの対話』２：４） 
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二世界論の祖型を求めて、ここに探求の一歩が始まった。それは小さな一歩であるが、

ある判断にもとづいて選んだ一歩である。われわれは二世紀の人ユスティノスという、キ

リスト教知識人が辿った思索の跡に目を留めた。彼の青年時代の思想に、二世界論の当時

の相貌が描かれているのではないか。という見込みに立って研究に着手したのである。哲

学青年時代のユスティノスは、キリスト教への回心に先立って、ヘレニズム・ローマ文化

の教養を学んでいた。しかもプラトン主義の一学派に身を寄せていたのである。 

しかしこのプラトン主義の学徒に、ある日転機が訪れる。それ以後プラトン主義に対す

る信頼が揺らいでしまったのである。或る老人と海辺で交わした対話が、ユスティノスの

回心、すなわちキリスト教哲学への飛翔を促したのだ、と言う。老人との対話は「神を見

る」という、哲学の究極目標をめぐって進んだ。身体の視覚は、神を見ることに何らかの

寄与をもたらすか否か。哲学青年ユスティノスは学派の教えにもとづいて、それが不可能

であることを力説した。なぜなら神的存在は「ただ知性によってのみ」捉えられるはずだ

から、である。そうした応答のなかに、身体視覚と知性との、二世界論的分離の学説を認

めることは難しくない。しかしそこにはまた、特定の視覚理解が前提されていたのではな

いか。視覚概念にかかわる問題がここで発生する。われわれはそれに対して、二つの面か

ら解明を試みた。ひとつは当時のプラトン主義者の視覚論であり、もうひとつはユスティ

ノス青年に向けられた老人の、鋭い批判の言葉である。こうしてわれわれはひとつの推定

に達した。すなわち二世界論の基底に、「等しいものを見分ける視覚」があるのではないか、

という推定である。 


