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集J(岩波書庖)および朴一功 (rニコマコス倫理学J)を参照したが，論旨の都合上

適宜改変を加えである。〕

4 4 
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詩作と技術
一一『イオン.1 532c5-d3の料尺を中心に一一

岩 田 直也

序

『イォ グ』 はプラトンの全対話篇のうちで唯一，詩を中心とする考察に捧げ

られた作品である。それゆえ，社会的，教育的文脈において副次的に語られる

ことの多いプラトンの文芸論の本質を見極めるうえで，本対話篇の分析は非常

に有益であると言えよう 。 しかしながら，現在に至るまで多くの研究はプラト

ンの詩的インス巳レーシヨンに関する見解に集中し，もう 一つのテーマである

彼の技術論に対しては十分な吟味がなされてこなかった。とりわけ，標題に掲

げた箇所を中心とする詩作と技術の関係はいまだ説得的な解釈が提出されない

ままである。対話篇の本質に関しでさえ意見の一致をみていない現在の研究状

況に鑑みて，技術の観点から 『イオン』を一度捉え直してみることはきわめて

有益で、ある。そこで本稿では，第一部の詳細な分析をもとに，対話篇全体から

読み取れるプラトンの技術論，そしてそれと関連した 『イオン』における詩の

考察の本質を見極めることまでを射程に入れ考察をすすめることにしたい。

I 第一部

イオンはエピダウロスで開催されたコンテストに優勝した優れた吟遊詩人で

ある。導入部においてソクラテスは，イオンをはじめとする吟遊詩人が持つべ

き幅広い技術に対して羨望の思いを抱いていたことを告白する。なかでも，

「詩人 (ホメロス)が語っていることを知ること (yly川 O'xovm，530c5)J は優れ

た吟遊詩人になるために必須の要素であると述べる。これに対してイオンは

「とにかく，このこと (詩人が語っていることを知ること)が私の技術のうち

で，もっとも大変なことなのです。そ して，ホメロスに関しては誰よりも

(1) rイオン』全体の構造は通常，導入部 C530a1-531al)，第一部 C531al-533c8)，第二部

C 533c9-536d7)，第三部 C536d8-542b4lに分割されるので本稿もそれに従った。
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立派に私は語っていると思います。J(530c7-9) 

と答え，ホメロス語りの第一人者としての自負をホメロスの詩句の深い理解に

よるものと考える。以下議論の焦点となるのは このイオンが持っとするホメ

ロスの詩句の理解は果たして本当に技術 (知識)の名に値するものなのかとい

う問題である。

それでは，第一部前半の議論 (531al-532b7，以下 Rl)を簡潔に整理してみよ

うO イオンはホメロスに関してのみ有能 (Oftvoc)であり，ヘシオドスやアル

キロコスなどの他の詩人たちに関しては有能で、ない (531al-4)。 イオンは，ホ

メロスとその他の詩人たちが同じ主題について詩作をしていることに同意する

が (531cl.d6)，ホメロスに関してのみ有能な理由として，他の詩人たちはホメ

ロスと同じように詩作していない，すなわちよりまずく詩作していると主張す

る (531d6-1l)。またここで，数についてよく語っている人と，まずく語ってい

る人を共に知る (yωσrfat)人は数の技術を持つ人であり，健康的な食べ物に

ついて去く語っている人と，まずく語っている人を共に知る人は医者であるこ

とが確認される (531d12-531e9)。次にこれが一般化されて，同じ主題について

多くの人が語っている場合，よく語っている人と，まずく語っている人を知る

人は同じ人である (531e9-532a3)。そして，その同じ人が両者に関して有能で

あることが認められる (532a3-4)。以上より，もしイオンがよく語っている人

を知るのならば，まずく語っている人も知ることになる (532a8-b2)。ゆえに，

イオンはホメロスに関してだけでなく その他の詩人たちに関しでも有能であ

る (532b2-7)。

ここでイオンは何故ホメロスに関しては語ることができるが，その他の詩人

達に関しては語ることができないのかをソクラテスに問う (532b8.c4)。すると

ソクラテスは次のように答えるのである。

「少なくともこのことを説明するのは難しいわけではなくて，誰にでも明

らかなことなのだ，友よ。つまり，

A 君はホメロスに関して技術 (rExv17)と知識 (tmσr和17)を持って語る

(2) イオンはここで 「同じように (oμoiwc)J という語を，王題の語り 方の優劣を問題として述べ

ていると思われる。以上からRlの議論が531d6を境に語り方の優劣の問題に移行していると考えら

れるかもしれない。Lかし， Murray 006-7) も指摘しているよう に，ソクラテスはこの箇所の直後

で挙げる 「数」や 「健康的な食べ物」の具体例治、ら明らかに，そのようなイオンの想定をまるで鉦視

し， 531a5.blOと同様，主題の内容自体の問題に一貫 して留ま っていることに注意しなけれは、な らな
し、。
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ことはできないのだ。なぜなら，もし技術を持って語ることができるのな

らば，他の詩人達すべてに関しでも語ることができるだろうからね。

B というのは，詩作の技術は全体としてあるだろうから。そうではない

かね。

CnOlηuxサyaQπouiouvτδ 向OV406;3)〉」(印

そして Bに同意したイオンの言葉に続いて，ソクラテスは

C 1"それでは，人が何であれ他の技術もまた全体として修得するのならば，

同じ考察の仕方があらゆる技術にあてはまるのではないかね。

COvxovv innδavλas17 Uc xαi aAληvτExv1]vサvuvovvoAηV， O αVTIδE 

rQonocτijcσxEψEωc i!oταtπcQi aπασφντじavτEXVWV; )J (532dl-3) 

と述べる。

また C を具体的に説明する第一部後半の議論 (532e4-533c3，以下 R2)も簡単

に振り返っておきたい。絵画の技術は何か全体としてある技術である (532e4-

5)。そして，画家には優れた画家もいれば，劣った画家もいる (532e5-7)。次

に，イオンはある人が，ポリュグノトス (優れた画家の例)に関して， よく描い

ているかまずく描いているか明らかにする (aπoφαかELV) のに有能であるのな

らば，ほかの画家に関しても明らかにできることを認める (532e7-533a6)。以

下同様の議論が，彫刻の技術，笛吹きの技術，キタラの技術，キタラに合わせ

て歌う技術，吟遊詩人の技術に関して行われる (533a6.c3)。

以上，A- Cを中心とする RlとR2の正確な理解は，第一部の議論構造だ

けでなくプラトンの技術論を読み解く 上でも重要になる。 しかしながら， A

においてイオンが否定された「技術」がいかなる「技術」であるかという問題

は，自明とは思われないにもかかわらずほとんど注目されていない。また， B

とCにおいてソクラテ、スが謎めかしい仕方でほのめかしていることの本質に

ついても未だ研究者の同意は得られないままである。そこで，本稿ではまず

RlとR2の代表的な解釈と私の立場を比較検討し，それをもとに A - Cの具

体的な考察に移ることにしたい。

(3) この箇所の訳の分析は Stern-Gillet084-5)， Rijksbaron 052-3)に詳しい。ポイ エーテ ィ

ケーの訳は「詩作」 と 「詩作の技術」の二通 りの可能性があるが， 直後の Cに 「他の技術J，またこ

の箇所とパラレルな表現である 532e4-5の絵画の例に「技術」という 言葉がはっきり表されているの

で詩作」と訳出する解釈は説得的でない。本稿でも両者に従い「詩作の技術」を前提に議論を進

める。
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(1) KahnのRl不要議

Kahnは， RlとR2の内容理解をそれぞれ「もしある人が優れた詩人の卓越

性を識別する (recognize)ことができるなら，他の詩人たちが劣っていること

を識別できるj，[""優れた芸術家を理解・説明 (understandand explain)できる

なら，劣った芸術家も理解・説明することができる」と整理し， Rlは自明で

あるが， R2は必ずしも自明ではないため， どこかで議論のすりかえがおきて

いると解釈する O そしてそのすりかえは Rlの「その同じ人が両者に関して有

能である」をきっかけに引き起こされたとする。 しかし Kahnは， R2の議論

が Rlの議論を前提としなくともそれ自体で例証され，実質的には R2をもと

にAにおけるイオンの論駁が行われているから結論に問題はないとする。つ

まり Rlは結局，イオンを論駁するためには論理的に必要とされず，対話相手

に常識とは異なる結論を受け入れさせるための心の準備のようなものと考えて

いるのである。

以上が Kahnの理解であるが このような分析によっては第一部で確認され

る重要な論点を見落としてしまうことになる。そこでソクラテスの議論にはす

りかえも何 も行われていないということを以下では確認することにし，その次

の節において， A-Cの本質を読み取ることにしたい。

i. [""識別すること」と「知ること」

まず， Kahnはおそらく Rlの「識別する (ytYlノwσXEtV)jとR2の「明らかに

する (伽o仰 ivEtv，532e8)，意見を述べる (&JrO桝 ναuθαtyvwμ帆 533a4)，説明す

る (t釘yEioDαム533b2，533b8) jの語義の対比を主な根拠として，ソクラテスが

議論のすりかえをしていると考える。すなわち，上述の Kahnの主張は「識別

する」という語を理解 ・説明能力のないものと前提した上での見解だと思われ

る。 しかし， rイオン』においてはそのような「明らかにする，意見を述べる，

説明する」と対比された「識別する」の意味で ylyVWσ'Xt:lVは使われてはいな

い。なぜならば， Rlで技術との関連で語られた「数」や「健康的な食べ物」

の具体例から考えて[""数の技術を持つ人」や「医者」は対象の優劣を判定で

きるが，その根拠は示せないという状態ではないことは確かである。つまり，

yly}ゆσ'Xetlノは「技術 を所有している結果として知ること」であり，たんに

「識別する」能力以上に「明らかにする，意見を述べる，説明する」能力も含

(4) Kahn (112， n. 13) 
(5) Rijksbaron (128)また金山 (54-60)もylyva)(:mnvが目的語に人をとるとしても，その話義

に人を「同定する」こと以上に理解する」という意味まで含む可能性を詳しく論じている。
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意する。また， rイオン』第三部 537c5-e8の一連の議論では「それぞれの技術

には，何かひとつの仕事を知る (ytyvw即日v)能力が，神によって与えられて

いる (537c5-6)j という言明が「一方の技術はある事柄の知識 CtmouIp1))であ

り，他方の技術は他の事柄の知識 (537d5-6)j となり， さらに「両者 (の技術)

によって同じ事柄を認識する (EloEvω)場合には (537e3-4)j と続けられてい

るO ここからも ，ylyvwσ'XetVがimστ卯ηや t:u5iValと置換可能な言葉として

『イオンjでは用いられており，対象の表層に留まらない深い知識を示す語で

あることが納得されるはずである。以上より，第一部の議論でソクラテスが意

図的なすりかえを行ったという点は否定されたと考えてよいだろう 。

ii. [""個々の主題の技術」と「詩作の技術」

しかし， Kahnの述べるすりかえは行われていないとしても， Rlの議論が

R2の単なる準備作業に終始するものであるのならば， Rlが論理的に不要で

あったという点はいまだ否定されていない。また，ylyvwσ'Xt:lVが「明らかに

する，意見を述べる，説明する」能力も含む深層理解を表す語であるならば，

結局 RlとR2は同じ内容となり ，逆に R2が不要となるのではないかという

反論も予想される。そこで次に，技術とその技術の対象との関係に着目して

Rlを再び考察してみたよ)。それによって RlとR2の議論がそれぞれ独自の意

味を持っていることが示されるはずで、ある。

それでは， Rlの「同じ主題について (πE(Ji)多くの人が語っている場合，よ

く語っている人と，まずく語っている人を知る人は同じ人である」が「その同

じ人が両者に関して CJrE(Jt')有能で、ある」に言い換えられる際，ソクラテスは

前者に「同じ主題について」という限定句をつけていることにまず注意してみ

よう 。直前の具体例に即して考えると， [""数の技術」の場合には「数についてj，

「医者」の場合には「健康的な食べ物についてj，そしてイオンの場合には「ホ

メロスとその他の詩人たちが共通して詩作している個々の主題 (以下，個々の

主題)について」という限定句が必ず付されている。次に気をつけなければい

けないのは，技術の対象の観点から考えると，後者の「その同じ人が両者に関

して有能で、ある」にある「関して」は，前者の「ついて」とは異なるというこ

とである。「ホメロスに関して有能である」という表現は[""ホメロスの技術を

(6) cf. Kahn (109-10)， Stern-Gillet (188). Kahnらは 『イオンj第三部において正式に述べら

れる技術と対象の対応関係が第一音f¥から暗黙のうちに働いていることを指摘しているにもかかわらず，

R1とR2において技術が対象とするものの観点に着目していないため，それぞれの議論の要点を逃

している。
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持っている」とは決して単純に置き換えられな♂。 そこで「技術」と「有能」

の関係に着目してみると， i数についてよく語っている人とまずく語っている

人に関して有能である (知ることができる)J とは 「よく語っている人とまずく

語っている人両方の技術を持っている」ではなく「数の技術を持っている」で

あった。以上をイオンのケースにあてはめると i個々の主題についてよく

語っている人 (ホメロス)とまずく語っている人 (その他の詩人たち)に関して

有能で、ある (知ることができる)J とは， iホメロスとその他の詩人たち両方の技

術を持っている」ではなく「個々の主題の技術を持っている」となるのが正し

い。したがって， Rlで得られたことを根拠に Aを分析してみると，イオ ンは

「個々の主題の技術」を持つことが否定されたと考えてよい。例えば，イオン

が「予言術」を持っているのならば，ホメロスが予言について語っている場面

だけでなく，その他の詩人たちが予言について語っている場面も立派に語るこ

とができるはずなのである。これがRlの本質である。

次に， Bが Aの理由であることを考えると， Aでイオンが否定された技術

は「イ固ふ4の主題の技術」だけでなく「詩作の技術」にも何らかの関係があると

考えられる。そこで Bが Aのいかなる説明であるのかを， R2をRlと同様に

技術と対象の関係に着目することによって考察してみよう 。

Rlにおいて詩人を扱う際には，ホメロスとその他の詩人たちが同じ対象に

携わっていることを示すために，必ず「個々の主題について」という限定句が

つけられていることを前述したが R2においてはそのような限定句が外され

ている。そのため，ポリュグノトスとその他の画家たちが描写している主題が

異なる場合， 一人の同じ人が両者の作品の優劣をともに明らかにすることはで

きないのではないかという疑問が生じる。そこで Bにおけるソクラテスの発

言の趣旨はト ・ホロンの用法を考慮するf次のように解することが適切である。

「詩作の技術は，個々の主題を対象とする技術ではなく，詩作の特質を対

(7) 瀬口 (99)は 有能さ」と「技術Jをプラトンは意識的に区別しているという ことを 『国家j

の分析から指摘しているが， rイオンjにおいても 同様の注意が必要である。

(8) Rijksbaron (152)がト ホロンの使用例として，該当箇所とパラレルな例を 『イオンj以外

に二つ引用LてしJ号。.r:f:れ，で.はJ そもそも弁論術とは，これを全体としてみるならば (ゆ !lElI

oA01l)，言論に よる一種の魂の誘導である といえるのではないだろうか。J(Phdχ261a7← 8)， rなぜ

ぼくがこういうことを言うかという と，つまり，全体として (δ'¥011)徳とは何かを言ってくれとい

うのが，ぼくの要求だったのに，君は徳そのものが何かを言うどころか， どんな行為でも徳の部分を

ともないさえすれば，それが徳であるなとと主張する。あたかもそれは，徳とは全体として (ro

oAOV)何であるかを君がすでに言って しまっていて，君がそれを部分部分に切り分けても，ぼくに

はすぐに理解できるはずだといったような調子だからだ。J(Men. 79b7-c3)以上の用例は， ト・ホ

ロンが「弁論術」や「徳」に固有の性質を求める場蘭で使われていると考えてよい。
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象とする技術である。」

すなわち，全ての詩人たちは，詩作する主題が何であれ，詩作の特質 (例え

ば，韻律やリズムなどを考えられたい)を扱う点では共通しており， Bにおいてソ

クラテスは「詩作の技術」をそのような詩作の特質を対象にする技術として想

定した。ただ，ここで JWVと言われているように，ソクラテスは「詩作の技

術」の存在を積極的に認めている訳ではなく， i詩作の技術」を一度技術とし

たうえで，それが真正の技術に不可欠な要件を満たすかどうか考察するために

想定しただけであることには注意しておきたよ)。そこで Bを以上のように解

釈すると，イオンが「詩作の技術」を持っているのならば，その技術の対象は

全ての詩人たちに共通する詩作の特質であるのだから，ホメロスだけでなくほ

かの詩人たちに関しても立派に語ることができるはずである。 したがって，ホ

メロスに関してしか語ることができないイオンは， Aにおいて「詩作の技術」

の点でも技術を持たないと結論されたことが理解されるだろう O

しかし， i詩作の技術」が詩作の特質を対象とする技術であることは， Bの

直後でイオンもすぐ同意しているように容易に理解されるが，そのような「詩

作の技術」を持つことで全ての詩人たちを立派に語ることが可能になるかは自

明ではない。そこでソクラテスは， Bが Aの理由になる根拠を CとR2にお

いて具体的に確認していくのである。それでは Cの内容を確認してみよう。

まず Cの「何であれ他の技術もまた全体として修得するのならば」という

箇所は， Bの分析で前述したように「いかなる技術もその技術に特有の対象の

知識を修得するのな らば」と解される。何故このような条件が付されているの

かというと i詩作の技術」をはじめ R2で挙げられる「絵画の技術」などに

携わる人々は，その主題としてその他の技術に属する対象を扱うからである。

例えば， 531b2-dlにおいては「個々の主題」の具体例として「予言術J や

「戦争」などが挙げられた。さらに第三部において「ホメロスは様々な技術に

ついて， 至る所で，そして多くのことを語っている (537al-2)J とされている。

(9) Stern-Gillet (185)， Rijksbaron (152) 

(10) Murray (111)が指摘しているように，R2で挙げられる具体例，絵画，彫刻，笛吹き，キタ

ラ，キタ ラに合わせた歌，吟遊詩人の技術は全て 『国家』において ミーメー シスと関るものとされて

いる。「後者 (真似 (模倣)の仕事にたずさわる者たち)としては，ものの形や色をうっす人も多い

し，音楽文芸にかかわる者も多い。それはすなわち詩人たちであり，また詩人に奉仕する人々として

の吟唱家，制優たち，舞踏家たち，興行師なとだ。J(Rep. 373b5-8) 

またミーメーシスに関しては 「してみると，真似 (描写)の技術というものは (中略)すべてのも

のを作 り上げる ことがで きるJ(Rep. 598b6-7)と述べられ，画家が，絵画の主題として，靴作 りや

大工やその他の職人たちのそれぞれの技術が対象とするものを扱うと されている。
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すなわち，詩作や絵画の描写する対象がいかなる主題であるとしても I詩作

の技術」や「絵画の技術」は，本来それらの主題を対象とする技術ではないの

だから，それぞれに固有の対象を扱う技術であることが注意されているのであ

る。次に「同じ考察の仕方があらゆる技術にあてはまる」というのは，ある技

術が真正のものであるかないか区別するうえで， Rlの「数の技術」や「医術」

の場合と同様に，その技術に属する人々を優劣に関係なく全て説明可能かとい

う考察の仕方があらゆる技術に適用できることを意味する。以上 Cをまとめ

ると，人が何であれ技術をその特質において修得するのならば，その技術に属

する人々がいかなる主題を対象として扱うとしても，技術の対象自体はその技

術の特質の点で同じなのだから，彼ら全てを説明できるかどうかがその技術の

真偽を判定する要素となる，ということである O そして実際に， R2において

「絵画の技術」を持つ人は，絵画の主題が何であれ，優れた画家の作品の優劣

と劣った画家の作品の優劣をともに説明できることが確認され，以下「彫刻の

技術」などに関しでも同様の議論が展開されているのである。これが R2の本

質である〈

以上の解釈に従うと，イオンが論駁される過程において RlとR2をすりか

えや重複なくひとつの流れの中で理解できる。そして Aにおいてイオンが

「技術」を持たないと論駁されたその「技術」の内実が「個々の主題の技術」

と「詩作の技術」であることは注目するに値する。なぜならそれによって，

「個々の主題の技術」と「詩作の技術」はともに詩作に関わるが，両者はそれ

ぞれ異なる対象を扱う技術として想定されていることが明確に浮かび上がるか

らである。すなわち，詩作の主題としては必然的に「個々の主題の技術」に属

する事柄を扱わざるを得ないのだが I詩作の技術」の対象は決して「個々の

主題の技術」の対象を含まない。この対比関係は「絵画の技術」などの R2で

挙げられていた技術に関しでも同様で、ある。以上より，詩作の営みを，学問や

職人技とは異なり，絵画の営みに類同化するプラトンの視点を見てとることが

できるだろう 。プラトンはこの詩作と技術の関係を第一部のみならず 『イオ

ン』全体にわたって強く意識していたのである。

(2) I批評の技術」と 「実践の技術」

ここでもう 一つの問題に対処しておかなければならない。それは，吟遊詩人

であるイオンが Aで「技術」を否定されるにあたって，何故「吟遊の技術

(ll) Canto (142-3) 
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Cdαψωc5IX1PJではなく「詩作の技術」をソクラテスが Bで問題にしていたの

かということである。

いくつかの先行研究によるr，Aの「技術」は，イオンがホメロスやその

他の詩人達すべてに関して語るための「批評の技術」であり， Bの「詩作の技

術」は，詩人たちが詩を創作するための「実践の技術」であるとされる。そし

て， C以下の R2における，絵画，彫刻，笛吹き，キタラ，キタラに合わせた

歌，吟遊詩人の技術なども，そのような「実践の技術」の例で、ぁZ。つまり，

以上の解釈者たちは「実践の技術」はひとつの全体であり，技術に基づく批評

はその全体をカバーしなければならない，ということがA とBにおけるソク

ラテスの主張だったと考える訳である。しかし，イオンの技術によらない批評

と対比して，詩作全てに関して語るための「批評の技術」なるものをここでプ

ラトンは全く想定していない。この解釈は『イオン』第三部のソクラテスの以

下の発言とも矛盾するであろう 。

「あるt支術を持たない人は，そのf支術によって百苦られたり創られたりした

もの Cmuτ17C;τfjc;τEXV1]C;rcXλEyOμEVαザπσαττ6μEVα)をきちんと知ること

はできないのではないかね。JC538a5-7) 

「その技術 (実践の技術)によって語られたり創られたりしたもの」はまさに

その技術の所有者でないと知ること (批評すること)はできない。ある技術に

属する事柄の批評は，その技術の実践家がもっともよくなしうるという前提が

プラトンにはある。つまり，ある技術の所有者はその技術に属する事柄の批評

家であり実践家である。したがって，詩人たちが語ることの理解が技術の対象

となっている限り，イオンは Bにおいて「詩作の技術」を持っかどうか問わ

れてしかるべきなのである。そして第一部でイオンが否定された技術は，前節

までに確認されたように自身の「吟遊の技術」ではなく I個々の主題の技術」

と「詩作の技術」であるのをまず理解しなければならない。

(12) Janaway (10)，山田 (14-5)

(13) この解釈に従うと， Cは 「何であれ他の技術もまた全体として把握するならば，どの技術につ

いてもそれぞれに同じ考察の仕方があてはまる」という意味になる。すなわち 「実践の技術」それぞ

れにはその技術に固有の考察の仕方があり，批評する人がそれを把握すればその「実践の技術」全体

を語ることができるということ。同様の解釈は Woodruff (37)。 しかし，後述するように 「批評の

技術」と 「実践の技術」を区別する考えは受け入れがたい。

(14) genitivus subiect山 USor auct01-is， Rijksbaron (208) 

札司 この点を Stern-Gillet(188)も強調している。
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1I.第二部

前章の分析を通じて「詩作の技術Jは，それが技術である限り，詩作の全て

の領域に渡ってその知が適用されなければならないと確認された。そして，

「詩作の技術」による批評が優れた詩人と劣った詩人に関係なく全体を包括す

るものであるのならば r詩作の技術」による実践も全体を包括するという表

裏一体の関係にあるはずである。『イオン』第一部では，優れた詩人と劣った

詩人を包括するという仕方でこの証明がなされていたが，ある技術の全領域と

は，詩の全てのジャンル (例えば，叙事詩，賛歌など)をカバーすることを意味

すると考えてもよいであろう 。これは第二部におけるソクラテスの次の演説と

あざやかな対比を示している。

「詩人たちが，様々な事柄について多くの立派なことを作詩し語るのは，

君が4ホメロスに関してそうするように，技術によってではなく神の恵み

(8E::Ic.μoi仰)によってであるから，誰しもムゥサがそこに駆り立てたとこ

ろのもの (ジャンル)しか立派に詩を作ることはできないのだ。(中略)も

しあるひとつのものに関して技術を持って立派に語るすべを知っているの

なら，他のすべてに関しても知っているはずだからね。j(534b7.c7) 

確かに，詩人たちは自らが得意とするジャンルのみに精通し，詩の全ての領

域を包括する形で創作することはなかった。そ してさらにこの箇所において，

ソクラテスの詩人たちへの心からの賛美とも思われる「神の恵み」の雄弁は真

実に迫るものがある。それゆえ， rイオン』のメインテーマは「技術」と対比

された「神の恵み」という詩の創作のあり方である，と多くの解釈者たちが現

在に至るまで論じてきた。 しかしながらこの箇所のプラトンの主張を真面目に

受けとるのならば， r神の恵み」による創作とは，詩人を「ヌース」を完全に

取り去られた一種のマウスピースとみなすことであAdoこの考え方は，プラト

ンが他の対話編の至る所で詩人たちが語る内容を批判していることを思い起こ

すと素直には納得できない。なぜなら，神がマウスピースである詩人たちを通

して語っているのならば， 何故その神自身が真実ではなく誤りを語ることがあ

るのか疑問が残るからである。そこで，第二部の記述のみから『イオン』の詩

(1骨 Murray(113-4). 
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作についての考察の本質を引き出す前に，本稿においてはまずプラトンの技術

論そのものに注目して， r個々の主題の技術」と「詩作の技術」の関係が第三

部の考察を経ていかなる方向に向かうのか探求することにしよう 。

][.第三部

さて，本稿第 I章で論じてきたように『イオン』第一部の議論においてイオ

ンは「個々の主題の技術」と「詩作の技術」によって「ホメロスに関して語る

ことができない」と判定された。しかしながら，第三部においても「私が語る

ことのできない事柄はない (536e3)j とイオンが言い続けているように，いま

だ吟遊詩人で、あるイオンには「吟遊の技術」の存在が想定され (538b4)，それ

によって「ホメロスに関して語る」可能性も残されていると思われる。そこで，

本対話篇の最後においていかなる意味においても「ホメロスに関しての技術を

心得たものではない (54Zb4)jと結論が下されるまでに， r吟遊の技術」がこ

の第三部において吟味されていく 。

(1) r技術」と 「対象」の一対一対応

『イオン1第三部においては，第一部の形式にならった「イオンが吟遊詩人

のうちでよく吟唱している人とまずく吟唱している人をともに知ることができ

るか」という考察方法ではなく rホメロスが語っていることのうちで，いか

なる詩句が吟遊の技術に属するのか (53geZ-3)jという考察方法にしたがって

イオンの持つ技術の吟味が進められる。それによって第三部でプラトンの技術

論を支える上で重要な同意がなされることになる。

「それぞれの技術には，何かひとつの仕事を知る能力が，神によって与え

られているのではないのかね。j(537c5-6) 

「あらゆる技術についてもすべてそのようであって，ある一つの技術に

よって知ることを他の技術によって知ることは，我々にはないのだろう

ね。j(537dl-Z) 

以上見られるように，技術と対象の間に成立する一対ーの対応関係の要請は，

前述したように，第一部から『イオンJ全体を通してプラトンが強く意識して

いたものであった。そして， r個々の主題の技術」と「詩作の技術」はそれぞ

れ異なるものを対象とする技術であったことを思い起こすと，ここにおいてそ
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れらの技術が互いの対象を知ることは決してできないことが同意されている。

また「吟遊の技術」が対象とする事柄を，ホメロスの詩句のうちにどこにも見

つけることができなかったイオンは，結果としてそれに対応する「吟遊の技

術」も持たないとされた。

(2) 1"専門家」と 「技術」の一対一対応

次に， 1"個々の主題の技術」を持つ専門家を「個々の主題の専門家j，1"詩作

の技術」を持つ専門家を「詩人j，1"吟遊の技術」を持つ専門家を「吟遊詩人」

と呼ぶ。そして「詩人」や「吟遊詩人」はそれぞ、れの仕事をする上で「個々の

主題の技術」に属する事柄を扱わざるを得ないが，前節で確認されたように，

原則自分の持つ技術に属さない対象に関しては知ることができない。ここで確

かに「詩人」や「吟遊詩人」が「個々の主題の技術」を持つこともあるのでは

ないかという 批判もあると思われる。しかしながら第三部においてはもうひと

つ重要な議論がなされていたことを思い出したい。

4 
4 

「どちらの技術によってであろうか，イオン，よく調教されている馬を君

が知るのはね。君が馬乗りであるところの技術かね，それともキタラ弾き

であるところの技術かね。j (540el-3) 

ここから我々が確認できるのは，もし「詩人」や「吟遊詩人」が「個々の主

題の技術」に属する事柄，例えば「馬」の知を持っているとするのならば，対

象が「馬」である限りにおいて彼らはもはや「詩人Jや「吟遊詩人」ではなく

「馬乗り」である，ということである。これは同一人物が二つ以上の技術を持

つことを否定するものではないが，専門家と技術の聞にも一対ーの対応関係が

あり，厳密に考えるとある専門家がその専門家である限りは，決して他の種類

の専門家が持つ技術を持ち得ない。

以上専門家と技術と対象が一対一対ーの対応関係にあることが第三部ないし

『イオン』全体で示されたプラトンの技術論である。最後にこの技術論と詩作

の関係を次章で詳しく考察することにしたい。

(l司 Janaway(12← 5)は 「主題の透過性 (transparency)と知識の非透過性Jという 言葉を用いて

この関係を適切に指摘しており大変参考になった。 cf.Sprague (6-7) 
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N. rイオン』における詩の考察

イオンによるホメロスの詩句理解は果たして本当に技術によるものなのだろ

うか，という問題を中心に 『イオン』の対話は進められてきた。結局のところ

イオンはいかなる技術も持っていないことが示されたのだが，イオンの技術を

「個々の主題の技術」が対象とする事柄の観点から捉え，先に確認された一対

一対応の原則のもとにその技術の地位を剥奪していくプラトンの手法に，我々

は少なからず疑問を覚えたに違いない。そもそも「詩作の技術」や「吟遊の技

術」は「個々の主題の技術」とは異なる対象を持つ技術として想定されていた

ことを考えると，これはいかなるプラトンの意図であろうか。そこで，解釈者

たちの以下の指摘を考えてみたい。

「…プラトンが同時代までの詩の伝統的役割について考えていたことは基

本的に正しかった。詩は文学ではなく政治的かっ社会的に必要なものであ

り，それは芸術の一形態でもなく，特権的な想像力の産物でもなく，百科

事典で、あっJf」

確かに，当時のギリシアにおいて詩は様々な知識を網羅したひとつの規範で

あった。『イオン』で目的とされたことが， 1"個々の主題の技術」に属する事柄

において詩の権威を取り除くことであったのも領ける。しかしながら，上記の

解釈者たちのようにプラ トンが詩の本質をもそのような百科事典的側面からし

か見据えておらず，詩に対する平面的な理解のもとに『イオン』での詩作や吟

唱の批判を行っていると考えではならない。『イオン』における「詩人」ない

し「吟遊詩人」に対する批判は，プラトンの技術論との連関のもとそれぞれの

仕事の本来の役割に対するより深い洞察がなされている。それでは，最後にポ

イントを確認することにしたい。

本稿の考察において確認されたように1"詩作の技術」と「吟遊の技術Jは

詩を考察する際に「個々の主題の技術」とは異なる対象を扱う技術としてプラ

トンが想定したものであった。ここから，詩作や吟唱を，学問的知識や専門的

職人技とは切り離し，我々が「芸術」とでも言うべき活動に包摂しようとする

プラトンの意図を読み取れる。プラトンの詩作に対する批評は，我々の「芸

M Guthrie (206)， cf. Tigerstedt (67-9) 
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術」に対する批評に対応している。『イオン』では，それら詩作と吟唱の本質

が何であるか規定されないが，次の記述に注目されたい。

I( I吟遊の技術」は)思うに，男と女にとって語るにふさわしいこと，奴隷

と自由人にとって語るにふさわしいこと，そして支配者と被支配者にとっ

て語るにふさわしいことを知るのです。J(540b3-5) 

以上をイオンに述べさせていることから推測するに，詩作や吟唱が人間の

様々な活動を「個々の主題の技術」とは異なる仕方で描き出し，我々に描写の

正しさとは別の何らかの真実を伝えるものとする考え方をプラトンも充分に理

解していた。それどころか，プラトンがもっとも危倶を抱いていたのは詩作や

吟唱に対するこのような思惑なのである O このイオンの発言の直後にまたもや

考察法を「個々の主題の技術」が対象とする事柄の観点にヲ|き戻し，そのよう

な「吟遊の技術」を否定するソクラテスはあまりにも意図的である。描写する

主題の知を持たない詩作や吟唱を何らかの知とプラトンは認めることができな

かった。そして『イオンJで主張された厳密な技術論を考えると，詩作や吟唱

はそれが技術である限り. I個々の主題の技術」に属する事柄を知りえない。

また I詩人」や「吟遊詩人」は，彼らが「個々の主題の専門家」ではなく

「詩人」や「吟遊詩人」である限り. I個々の主題の専門家」が持つ知を決して

持たない存在である O 確かに，詩作や吟唱はそもそもそれらが対象とする主題

の知識に裏打ちされるべきものではないのだから，このようなプラトンの主張

はなんら両者に対する批判にならない，という意見もあるかもしれない。しか

しながら I人間たちのために 作りごとの物語を組み立てては語っていたの

だし，いまも語りつづけている (Rψ377d4-5)J詩人たちの美しい詩に何らか

の真実性をみてしまうこと，まさにこのことにプラトンは警鐘を鳴らしている

のである。実際，我々が偉大な芸術作品に接する際，何らかの真実 (例えば真

実の愛)に触れたと思うことがたびたびある。 しかし，作者がその作品を「愛

についての知識」によってではなく I詩作の技術」や「吟遊の技術」によっ

て創作・実演している限りは，その愛は決して真実の愛ではないことを知らな

ければならない。「詩人」や「吟遊詩人」の知に対する主張を技術論の立場か

ら根本的に否定すること，これが『イオンJのメインテーマであったと言って

よいだろう 。

詩作と技術/59

高吉 E吉

「つぎに悲劇と，悲劇の指導者であるホメロスのことをよくしらべてみ

なければならない。なぜならわれわれは，ある人々からこういうことを耳

にするからだ これらの作家たちはあらゆる技術を，また徳と悪徳にか

かわる人間のことすべてを，さらには神のことまでも，みな知っている。

ほかでもない，すぐれた作家 (詩人)たる者は，作品の題材として何を取

り上げるにしても，それについて立派に詩作しようとするのであれば，主

題となるその事柄を必ずよく知っていて詩作するのでなければならない。

そうでなければ詩の創作は不可能なのだからと，こういうわけだ。J(Rψ 

598d8-e4) 

「君がホメロスの賛美者たちに出会って，彼らがこんなふうに言うのを聞

いたとしよう すなわち，この詩人こそはギリシアを教育してきたので

あって，人生の諸事の運営や教育のためには，彼を取り上げて学び，この

詩人に従って自分の全生活をととのえて生きなければならないのだ，と

ね。J(Rψ 606el-5) 

『イオン』における考察は「ホメロスに関する賛美者J (542b4)イオンとの

対話によって行われたが，その主眼はやはりホメロス，そして詩そのものに
帥

あったと考えていいと思われる。哲学の確立を抜きさしならぬ課題として担う

プラトンは，詩作という強力な営みに対して必然的に抵抗を続けなければなら

なかっ主ので、あり，その軌跡がこの対話篇に残されている。そして本稿の考察

でみられたように，プラトンのそのような詩との対決は，社会的，教育的要求

に縛られた平面的な理解から行われている訳では決してなく，技術概念との連

関のもと詩の本質そのものにまで切り込もうとする冷静な考察とともにあった。

プラトンの詩の本質の理解がいかなるものであるか，それはさらに広範な研究

を要する問題であるが，その萌芽となるものはすでにこの 『イオン』に見られ

ると考えてよいだろう 。 (京都大学・西洋哲学史・修士課程)

(19) rイオン』の導入部において「ホメロスに関して語る (530c9なと )Jと言われていた活動は，

「ホ メロスを装飾する (530d7)J， Iホメロスを賛美する (536d6)Jと言い換えられていき，最終的に

「ホメロスに関する賛美者」と いう 言葉で対話編の幕が閉じられる。

凶 Murray(98)は 『イオンjで全く具体例が挙げられていない，詩の解釈のあり方をプラトン

が攻撃するのはとても寄妙であるし，イオン 自身は愚鈍すぎて攻撃するに値しないと述べ. rイオン』

の標的はどうみても，この明らかに愚かな吟遊詩人の他の何かであるとしている。

位1)藤沢 (771-3)。
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書評

田中伸司『対話とアポリア ソクラテスの探求の論理』

Pp. 258+ 11，知泉書館， 2006年， 4800円 (+税〉

本書は，田中氏が2004年 9月に北海道大学に提出した博士論文「対話とアポ

リア一一ソクラテス的探求の対話としての構造一一 」に基づくものである。全

体は序章および 6つの章から構成されており，第 1章は 『ラケスl第 2章は

『リュシスl 第 3章は 『プロタゴラス1. 第4章は『ゴルギアス1. 第 5章は

『国家』第一巻，第 6章は 『メノンjの考察に，それぞれ充てられている。こ

れら各章は，すべて何らかの形で「対話」と「アポリア」を題材として書かれ

ているが，相互の連関が緩やかであり，氏の基本的視座を前提とした上で読ま

なければ全体像を把握できないようになっている。その視座が示唆されている

のが序章であり，その後の本論はいわば序章で提示された主張のケーススタ

デイのようなものであるといってよいだろう 。そこで本書評では，はじめに本

書全体の基本的視座をなす序章の二つの主張を検討し，次に各章の議論を紹介

することとしたい。

序章における田中氏の主張は非常に (そして後に述べるように，おそらくは過度

に)シンプルで，荻原理氏も述べているように (1プラ トンについての二つの博士

論文へのコメン トJ，r文化J69， p. 45)，次の二点に集約することができる。まず，

書名『対話とアポリア』の前半の「対話」に関していえば， ①「ソクラテスの

対話による探求は，それにふれる者の生が刻印されてしまうような場としてあ

るJ(p. 4)。そして，後半の「アポリア」に関していえば， ② 「そこ (=ソクラ

テスの対話による探求)にあるのは，あなたとわたしの問でわかり合ってしまえ

るような関係ではない。わかり合うことではなく むしろアポリアを求めるこ

とになる運動が描かれているJ(p 4)。ただし，以上のような総括的な主張を

打ち出しながらも，田中氏は「対話」についても「アポリア」についても，独

立した論題として個々の文脈を超えて考察しようとはしない。むしろ，対話篇

を「教説提示的なもの」ではなく文字通り「対話として」捉えながら，それぞ

れの対話に密着し，それぞれの登場人物が経験するそれぞれのアポリアの意義

を積極的に汲み取っていこうとするのが氏の基本姿勢であり， その結果が各章

を個々の対話篇への分析に特化させた本書の章構成となって表れているという

ことができるだろう 。「アポリアに単一の形があるのではなく，対話篇毎に，

そして対話相手毎に異なったアポリアが現れるJ(p. 4)のである。
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Melancholy and the Intellectual Activity of the Soul in the CorJう凶

Aristotelicum 

Shino KIl-lARA 

My aim in this paper is to examine the concept of melancholicoi Cpeople 

of the black gall type) in the physiological and moral texts of the Coゆus

Aristotelicum. 

The concept of melancholia was initially used in the clinical context of 

the Corpus Hψρocraticum. Several medical doctors of the Hippocrates 

school of Cos explained that melancholia is a physiological and mental 

disease caused by the effect of a black bile C melaina chole) when it becom 

es out of balance with three other bodily fluids， although the conditions of 

melancholy vary and the activity of the black bile is unclear 

We should acknowledge without a doubt that the melancholy theory of 

the thirtieth Book of Problematα， one of the texts of the Cor，ρω Aristoteli-

cum， was most influential and an inspiration for Hellenistic-Roma medicine 

and Renaissance literature. The author of the Problemata insisted that cer-

tain philosophers - for example， Plato and Socrates - declined to be impul-

sive due to their melancholic dispositions and that they were geniuses be-

cause of the faculty of the black bile. With this in mind， we should note 

that melancholicoi were considered to be sickly on the one hand， and sound 

in mind with prodigious intelligence on the other. The following question 

now arises: these two conditions inconsistent? Moreover， to what extent 

does Aristotle accept the theory of melancholy in the Problemata? General-

ly speaking， many scholars have pointed out correctly that the Problemata 

was not written by Aristotle， but probably by Theophrastus， the Peripatetic 

pupil of Aristotle. It is likely that the melancholic theory of the Problemata 

differs from the melancholic physiology of Aristotle and Hippocrates 

However， to date， only a few attempts have been made to study the re-

lationship between the melancholic theories of Aristotle and Peripatetic. Our 
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concern is with examining the concept of melancholicoi in Parva Naturaria 

or Ethica Nicomachea and Ethica Eudemia and considering the nature of 

melancholic people in terms of their a伍nitivereaction with intellectual 

genius in their texts of Cor.ρω Aristotelicum 

The point 1 wish to emphasize is that Aristotle built up his physiological 

argument on the basis of the theories in Corpus Hippocraticum. We note 

that Aristotle recognized the outstanding activity of a melancholic body and 

mind. However， from the point of view of his moral theories， he did not 

approve of the soundness of the melancholicoi. This is because according to 

his moral theory， a virtuous man must control his own power; the melan-

cholicoi do not have this control since they fail to grasp the criterion of 

good. Thus， several points of my paper will make clear the possibility that 

the philosophy of Aristotle is linked with the argument of Corpus H ippoc-

raticum and Problemata 

Poetry and Craft: An Interpretation of Plato's Ion 53Zc5-d3 

Naoya IWATA 

Plato's Ion is one of his shortest dialogues and is often regarded as being 

very simple one. Many interpreters have focused on identifying his idea of 

poetic inspiration for this dialogue， as a result of which， many other issues 

remained unaddressed. Therefore， this paper aims at clarifying another im 

portant point， namely， the aspect concerning the relationship between poetry 

and craft (techne)， particularly through the analysis of Ion 532c5-d3. In this 

passage， Socrates states the following; 

(A) You are unable to speak about Homer with craft and knowledge. If 

you could， you would be able to speak about all the other poets too 

(8) 1 suppose there exists an art of poetry (ρoietike) as a whole， does 

there not? 

(c) So whatever other craft you master as a whole， the same method of 

inqU1ry will apply to every one of them? 
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The question of what craft Socrates claims Ion lacks in (A) has received 

little attention， and it is not clear what Socrates implies in (8) and (C). Due to 

the ambiguity of (A) -(C)， some commentators (e. g. Kahn， Janaway and 

Yamada) have misunderstood the argument in section 1 (531a1-533c8) 

Kahn argues that the first half of the argument in section 1 (531al-532b7) 

is not logically required and that the second half of the argument in sectlOn 

1 (532e4-533c3) is supported by its own epagoge; however， in fact， both 

discussions have their individual meanings. According to Janaway and 

Yamada， the craft mentioned in (A) refers to the critical techne (the techne 

exercised by the critic) ， and the poietike referred in (8) is the object-techne 

(the techne judged). However， to be a critic of a particular techne does not 

entail possessing knowledge on another techne， but it involves mastering th巴

techne in question 

In the46rst half of the argument of section l，thecraft that Ion 15 accused 

of lacking is not the craft of Homer and all the other poets， but the craft of 

each subject (CES) required for composing poetry， which Homer and all 

the other poets possess (e. g. the craft of prophecy and warfare). Moreover， 

(8) implies that the art of poetry， which exists as a whole， is not the CES 

but the craft peculiar to poetry: that is， the art of poetry is assumed to be 

the craft which addresses the object peculiar to poetry. Consequently， the 

craft which Ion is denied in (A) is both the CES and the craft peculiar to 

poetry. Moreover， (C) and the second half of the argument in section 1 imply 

that if any craft is mastered as a whole， it is not the craft of each object 

that the craft addresses but it is the craft peculiar to the concept; therefore， 

the same method of inquiry as that applied to the craft of numbers (531e3) 

will apply to every other craft. This is the gist of my interpretation of 

532c5-d3 

If we consider the comparison between the CES and the craft peculiar to 

poetry， the argument in section 3 (536d8-542b4) will become clear. Those 

who possess the CES are known as experts in the subject， and those who 

possess th巴 craftpeculiar to poetry are known as poets. It is established 
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that poets cannot avoid dealing with the objects of the CES to be able to 

compose poetry; however， they are fundamentally unable to possess the 

CES. If a poet possesses the craft of prophecy and provided the object of 

his knowledge concerns prophecy， he is not a poet but a prophet. 

From the above discussion， we can draw the following conclusion: poets 

cannot possess the CES as long as they are poets; therefore， their poetry is 

inevitably devoid of the knowledge of the CES as long as it is poetry 

Thus， the close examination of the relationship between poetry and craft 

makes us notice that Plato's criticism of poets or poetry in Ion is based on 

a profound insight into poets or poetry rather than on only one aspect of 

the subject， as is often claimed. 


