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アウグスティヌスと

プラトンにおける「分有」
中

川

純

男

1. イデアと個物との関係としての分有の思想はプラトンにその起源を求める 乙と
ができる。 アウグスティヌスもこの意味での分有の思想を受け継ぐ。 プラトンのイ
デアについてとくに論ぜられている『八十三の問題集』第46問において， 次のよう
に言われている。
「イデアの分有によって， し、かなるものであれ，
るようになる。J

quar um (sc. idear um)

どのようなものであれ， 存在す

part icipat ione五t ut sit quidq uid e st，

quoquo modo est.
しかし同時にこの箇所で， プラトンには見られなかった思想もイデアについて述
べられている。 すなわち， イデアは神の精神の内にある， と言われている。 以下に
おいてわれわれは， イデアを神の精神の内lζ措定することが， アウグスティヌスに
おける分有の概念に， プラトンの場合と比べ， いかなる相違をもたらしたかを考え
ることにしたい。 この問題を考えるため ， われわれはまずプラトンにおける分有と
はいかなるものであるかを見ることにしよう。

2.

プラトンにおける分有の基本的な表現は， rバイドン』の次のことばに見る 乙

とができる。
「美そのもの以外に何か美しいものがあるなら， それは他ならぬ美そのものを分
有していることによって 美 し い。 J ÔÌ r:! lurω臼Ào caÀòlI 1r材ναùz-ò t'ò叩ÀÓJJ，
(1)

oð
ù è Ij.' SII lUÀo caÀÒII e!νae号òeóu堅竺竺， èKe{νoυτoD caÀoD・
美しいものに二つが区別される。

一つは美そのもの，

すなわち美のイデアであ

り， もう一つはイデア以外の美しいものである。 美のイデアとそれ以外の美しいも
のは， それぞれ単独に美しいのではない。 イデア以外の美しいものは美のイデアを
分有することによって美しい。 分有という語によって表わされているイデアとそれ
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以外の美しいものとの関係は， イデア以外の美しいものは， イデアによってolá美
しいという関係である。 との意味において， 美のイデアはもろもろの美しいものの
原因である， と言うことができる。
では美のイデアとそれ以外の美しいものとは， いかなる点において区別されるの
であろうか。 プラトンによれば， 美のイデアは 「それ自体としてそれ自体とともに
同態lとして常にある。 J

(2)

aù，ò /CalJ' aú，ò pe{}' aú，oûμoνoEloè� &eì OlJ. 美の イデ

アは他のものに依存することなく， 不変に美しいものとしてある。 それに対し， 美
のイデア以外の美しいものは， 美そのものを分有し， 生じた り滅びた りしながら，
(3)

そのように限られた仕方でτpÓ7COν1:1吋美しい。 美のイデアとそれ以外の美しい
ものとは， 前者が不変であるのに対し 後者は可変的であるという点において区別さ
れているのである。
では可変的な美しいものはなぜ美のイデアを分有しているといわれるのであろう
か。 美のイデア以外の美しいものとは感覚的世界に見い出される美 し い も の で あ
る。 しかし感覚的世界l乙 本当に美しいものが見い出されるであろうか。 感覚的世
界に見い出される美しいものは一つではない。 多くの美しいものがそこに見い出さ
れ， あるものは他のものよ り美しい。 そしてさらに， そのいずれよ りも美しいもの
が見い出されるであろう。 感覚的世界の内に， これこそ決して美しさを失わない本
当に美しいものである， と言えるようなものは何一つ見い出されない。 しかしそれ
にもかかわらず， この世界IC多くの美しいものが見い出される 乙とも事実である。
そしてそれらの美しいものは可変的であるにもかかわらず，

I限られた仕方で」美

しい。 個々の美しいものは美そのものたる美のイデアと限られた仕方で共通性を持
っている。 それゆえ， 個々の美しいものは美のイデアを分け持っている， 分有して
いると言われるのである。

3. 個々の美しいものと美のイデアとの間に成 り立っこのような分有の関係は， プ
ラトンにおいて， イ也のあらゆる感覚的個物とイデアとの関係に適用することができ
る。 感覚的個物の内には，

そのいずれをとってみても， し、かなる点をとってみて

も， まさにそのものであるようなものは何もない。感覚的世界においては， 美しい
ものよ りさらに美しいものが見い出され， ある人間からは求められなかった人間ら
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しさを他の人聞に見い出すことができるであろう。完全に美しくあるもの， 完全に
人間らしくあるもの， それはもはや感覚 的世界に 見い出される 美しいものや人間で
はあり えない。まさ に美しいもの， ま さ に人間らしくあるもの， それこそ プラトン
にとって， 人が学ばねばならないイデアなのである。
一般に， イデアは「完全に存在するものJ

TÒ 7WνTÛ必宮ゐで あり， 感覚的個物
(4)

は「在りかつ在らぬものJ OlJ TE /cαJμ�ðνであると特長づけられる。ここで注意し
ておかなければなら ない。

I 在りかつ在ら ぬもの」とは「ある 時には存在するが，

別のある時には存在しないもの」という意味ではない。もしそうであるなら， 個物
(5)

も存在するかぎりにおいてイデアと同じで あることになろう。美しい個物はいかに
美しくあろうとも， 個物であるかぎり， より美しいものの現われ る可能性を否 定す
(6)

るわ けにはゆかない。ある個物が美しいのはただそれが今美しく現われているから
なのである。個物にとって存在するとは， 実は現われていることに他 ならない。個
物のこのような在り方が「在りかっ在ら ぬjと言われているので ある。
しかし個物の存在がこのように不完全で あるのは， それが現われ るにす ぎなし、か
らである， とただちに結論する乙 とはできない。完全な現われもまた考えられるか
らである。個物にとって存在するとは現われることであるが個物の存在 の不完全性
を表わしているとしても， 現われで あるから 個物 の存在は不完全であるとは結論さ
れないのである。
では個物の存在の不完全性は何に由来しているのであろうか。それ は個物がそ と
に おいて現われる場χφpa 1ζ 由来するのである。乙のコーラーにイデアが映し出さ
れ， そこに個物が現われる。現われるという仕方で存在する。しかL無秩序に震動
(7)

するコーラーはイデアが完全に映ることを許さ ない。個物がイデアの不完全な現わ
れであるのは， 乙のコーラーによるのである。イデアならざるこのコーラーは， イ
デアが完全に映し出されるのを許さ ないという仕方で ， 個物の生成の， いわば根源
となっていると言えよう。
以上をまとめれば次のようになる。プラ トンにおいて， イデアは感覚 的世界の外
lとある， 個物の存在の原因で ある。イデアは不変で あるが個物は可変的であるとい
う 点において両者は区別される。ζの両者を区別しているものは， イデアならざる
生成の根源コーラーである。イデアは個物がそれによってðeá存在する原因である
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が， 個物はイデアの不完全な現われであるから， 個物はイデアを分有していると言
われる。

4. プラトンにおける分有についてわれわれ の知りえたことを念頭におきつつ， 次
にアウグスティヌスにおける分有の思想を見てみよう。
『八十三の問題集』の最初に引用した箇所において述 べられ ていたように， アウ
グスティヌスも分有をイデアと個物との関係、において受け入れている。ただアウグ
スティヌスはイデアを神の精神の内に 措定した。この点においてプラ トンと異なっ
ている。 それゆえ， われわれはまず アウグスティヌスにおける分有の思想のプラ ト
ンとの共通点を明らかにしたうえで， イデアを神の精神の内!C措定することから由
来する両者の相違点について考えるこ とにしよう。
アウグスティヌスにとって神とはすべてのものの造り主 である。しかし神自身は
そのすべてのものに含まれていない。したがって神の精神の内にあるイデアも神が
造った世界の内には含まれていない。それゆえ， イデアが神の精神の内にあるか否
かはプラ トンにおいて述 べられていないが， イデアがこの世界に含 まれていないと
する 点においてアウグスティヌスは， 感覚 的世界の外 にイデアを措定したプラトン
と共通している。
さらに， 神の精神の内にあるイデアは神の存在の仕方において存在する。すなわ
(8)
ち， ["神の精神の内には永遠 で不変なものしかありえない。J

neque in divina me nte

quidquam nisi aete rnum atque incommutabile po test esse. したがって， イデアは
「永遠であり ，

(9)

同態にして 不変なものとして寝まっている。J

ae te rnae (ιideae)

sunt， et e iusmodi atque incommutahiles manent. そしてまた「イデアは生ず ること
も滅びることもないが， それらによって， 生じ 滅びうるもののすべて， 生じ滅びて
(10)

いるもののすべては形成されると言われるo J

cum ipsae (sc. ideae) neque o riantu r，

neque inte re ant; secundum e as t ame n formari dicitur omne quod o riri e t interire
potest， et omne quod oritur et intcrit.
この世界に見い出されるものは すべて生じまた 滅びうるもの， 生じつつありまた
滅びつつあるものである。この意味において， この世界に見い出されるものはすべ
て可変的である。しかし神の精神の内にあるイデアは不変である。そしてこの不変
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のイデアによって se cund um， per， この世界に 見い出されるすべてのものは形成さ
れている。イデアは個物がそれによって形成される， 個物の原因であ る。この点に
おいても， アウグスティヌスはプラトンと共通している。

5. しかし以上の考察からただちに， アウグスティヌスにおける分有の概念とプラ
トンにおける分有の概念とは 完全に同じであ る， と結論するととができるであろう
か。確かに， イデアと個物の関係についての両者の考え方には重要な共通点がある
ζとをわれわれはすでに見た。すなわち， 両者とも(ー)イデアを乙の世界の外lζ
措定している。(二)イデアは不変であ るが，

との世界IL見い出される個物は可変

的である。(三)個物はイデアを原因とし， イデアによってðeá， per 存在している。
しかしアウグスティヌスにおいてイデアは神の精神の内!L措定されている。イデ
アがとの世界の外にあるのは神がこの世界の外にあるからであり， イデアが不変で
あるのは神が不変だからである。アウグスティヌスがプラトンのイデア論を受け入
れることができたのは， プラトンのイデアがアウグスティヌスの神と， これらの共
通性を有していたからであるとも言えるであろう。ではアウグスティヌスの神はプ
ラトンのイデアと完全に同じなのであろうか。そうではないと恩われ る。
プラトンにおいて， イデアと個物との相違を説明するために， イデアでも個物で
もない第三のものが必要であった。個物をイデアから区別しているコーラーが， 個
物の生成のい わば根源として措定されなければならなかったのであ る。
アウグスティヌス も個物とイデアとを区別している。では，
の区別を根拠づけているものは，

ζの個物とイデアと

アウグスティヌスにおいていったい 何 で あ ろ う

か。 神はこの世界を造った。しかし神は何らかのものから乙の世界を造ったのでも
ない。すべてのものは神が造ったのであって， 神!L造られないような ものは何もな
いからであ る。 神は無から世界を造ったと言われる。しかしアウグスティヌスにお
ける無は， プラトンにおけるコーラーと同じではない。コーラーはイデアの現われ
が完全であるととを許ーさ ないものとして， 何らかの仕方で存在する。ととろが無と
は文字通り何も無いととで ある。したがって， アウグスティヌスの場合， 神が無か
ら世界を造ったという乙とは， イデアが現われるにあたってその現われが完全であ
る乙とを妨げるものは何もないということである。神が無からこの世界を造ったと
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いうととは， 神の精神の内にあ るイデアはζの世界lと完全に実現するということを
意味するのである。

6. イデアは乙の世界に 完全に実現す る。 とのことからわれわれ は二通りの論理的
帰結を予想することができる。 一つは， たとえば人間 のイデアをとってみるなら，
人間のイデアがこの世界に 完全に実現しているというととは， プラ トンにおけるよ
うにイデアの一つであ ることを前提とするならば， この世界に も人間 のイデアと完
全に同じものが内在しているということになる。 この場合， 世界!C内在する人聞の
イデアとはアリス トテレス的にいえば， 人聞の形相・種であ ることになる。 もう一
つの論理的帰結は， 乙の世界における人聞の多様性がすべてイデアに根拠を有して
いることを前提とし， 人閣の多様性に応じて人間 のイデアに も多を認めることであ
る。 乙の場合， 個物はイデアと厳密に対応しているととになる。 アウグスティヌス
(11)

がとるのは後者である。 なぜアウグスティヌスは後者を選ぶのか。 それ は神が世界
を造ったということが， 無から造ったという意味の他に もう一つの意味を， アウグ
スティヌスにとって含んでいるからである。 すなわち， 神が世界を造ったとは， た
だ過去形において語られ るだけではない。 神はすべてのものを完全に 支 配 し て い
る。 そして乙の支配が合理的である以上， 神の内にはすべてのものの理念r atio と
してイデアがなけれ ばならないのである。 アウグスティヌスがプラトンのイデア論
を受け入れた大きな理由も実はζの， すべてのものに対する神の合理的支配という
(12)

乙とだったのである。
神はこの世界にあるすべてのものを造り， 造られた個物のそれぞれを支配してい
る。 したがって， 神の精神の内にあるイデアは個物において完全に実現する。

7. アウグスティヌスにおいて， イデアと個物との聞に完全・不完全という相違は
ない。 個物は可変的ではあるが， イデアを完全に実現するからであ る。 乙の点をさ
らに詳しく考えてみよう。
『告白』第I巻6章9節で， 次のように言われている。
「あ なたのもとには， 静止する乙とのないものすべての原因が静止し， 可変的な
ものすべての不変の始源が留まり， 非合理的時間的なものすべての永遠 の理念が生
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きています。J apud te rerum omnium instabi lium stant causae et rerum omnium
mutab ilium immutabiles manent or igines et omnium ir rationalium et temp oralium
sempiternae vivunt rationes.
これは神への呼びかけの一部である。 なぜアウグスティヌスは乙のように神に呼
びかけているのであろうか。 「私の幼児期」が死んですでに久しい。 そのすでに死
んでしまった幼児期に先立つ時期が何かあったのか。 それをアウグスティヌスはこ
こで神に問うている。 なぜなら. I私J にとって幼児期はすでに死んでしまい，

そ

の記憶すら残っていないが， 神の内に「私の幼児期Jは生きており， したがって神
はその幼児期に先立つ時期を知 っているからである。 しかし「私の幼児期」は「私」
において生きていたのと同じ仕方で神の内に 生きているのではない。 そ れ は 理 念
ratio として神の内に生きている。 すなわち. I私の幼児期」はイデアとして神の内
に生きているのである。
では「私」において幼児期がすでに死んでしまったのはなぜか。 人聞にとって幼
児期が死ぬととは少年期が生きることであるO そしてその少年期も， 青年期が生き
るためにやがて死ぬ。 このように次々と継起する時期を生き， そして死ぬととによ
って現在の「私」が生きている。「私の幼児期」がすでに死んでしまったのは. í私」
が生きるためだったのであ る。
この世界lζ 存在しているものはすべて可変的である。 可変的なものにとって存在
しているとは， 次々と継起する時期を通して自己の全体を実現する こ と な の で あ
る。 これに対し， イデアにおいては， 可変的世界で継起的lこ実現する個物の全体が
同時に実現している。 否， むしろ， 個物の方がイデアにおいて実現している自己の
(13)

全体を実現すべく存在していると言うべきである。 個物の生成 ， 変化， 消滅はすべ
て， イデアにおいてすでに実現しているという仕方で， 個物にとって予め定められ
(14)

ているからである。 この意味で， 可変的個物はその可変的な在り方において， イデ
アにより per 形成されていると言うことができる。 プラトンにおいて個物の可変性
は個物の不完全性を意味したが， アウグスティヌスにおいて， 個物は可変的である
が不完全ではないのはこのためであ る。
イデアは個物において完全に実現する， とわれわれ は先に述べた。 その意味は，
より厳密に言うならば， 個物はその可変的な在り方においてイデアを完全に実現す
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るということなのである。 しかし個物のとのような可変性そのものは， イデアによ
って神に 完全に支配 されているのであるから， プラトンの場合のように個物の不完
全性を意味しないのである。

8. 以上， われわれ はアウグスティヌスにおける分有の思想、を， プラ トンにおける
分有の思想との比較において見てきた。 イデアを神の精神の内lと措定 するととが，
アウグスティヌスにおける分有の概念に， プラトンの場合と比較し， し、かなる相違
をもたらしたか。 われわれの知りえた ζとを要約して結論としよう。
イデアは，

個物がそれによってö，á， pe r 存在するという意味で個物の 原 因 で あ

る。 この点において， アウグ スティヌスの分有の概念はプラトンの そ れ と 共 通 す
る。
さらに， プラトンにおいて， 分有の概念は個物のイデアlこ対 する不完全性を合意
していた。 しかしアウグスティヌスにおいて個物はイデアの完 全な実現で ある。 ア
ウグスティヌスがイデアと個物との関係、に分有という語を用いるとき， そとにはい
かなる不完全性も合意されていない。 この点において， 両者の分有の 概 念 は異な
る。
アウグスティヌスとプラ トンにおける，

乙の分有の概念の相違は， アウグ スティ

ヌスがイデアを神の精神の内に措定したことに由来している。 なぜなら， プラトン
において個物の可変性はイデアならざ る根源に由来しているが， アウグスティヌス
において個物の可変性も神の支配の下にあるからで ある。
しかしながら， ここでわれわれは次のような疑問に出会うであろう。 自らは不変
である 神はいかにして可変的な個物を支配しているのであろうか。 神の内にあ るイ
デアが個物において完全に実現しているとしても， このことは個物の可変性そのも
のについて何ら根拠を与えることにはならないであろう。 かえって， イデアが個物
において完全に実現しているとすることは， 個物の可変性をイデアと個物との関係
によって説明することを不可能にする。 アウグスティヌスにおいて， 個物の可変性
は何に根拠を有しているのであろうか。 また， いかにして神に支配 されているので
あろうか。 この問題を考える手がかりも， やはりイデアが神の精神の内に措定され
ていることにあると恩われる。とれが次に探究されるべき， われわれ の課題となる
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であろう。
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