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プラトンの基本的思考

『ソクラテスの弁明』におけるソクラテスの使

命と『パイドン』における所謂「ソクラテスの自伝

風物語J (95E-I02A) とにみられる，ソクラテス

.プラトンの思考を貫くもの一一

中 村 彦

A study in P!ato's fundamenta! thought. 

by Kazuhiko Nakamura. 



北大文学部紀婆

I 

プラトンの諸対話簿の中で， ソクラテスが自らの愛幸干の歩みを方向

づけるアルケー (&pxキ)(発端にして基本}とも云うべき忠、索の体験

と主張を述べている箆所がある。ーは fソクラテコえの弁務』の特にソ

クラテスの使命が述べられているところ，後は fパザドンJ の所謂

「ソクラテスの自伝成物語」と~れている衛所である。Ii'ソクラテスの

弁明』は周知の様に，告訴されたソクラテスの法廷における弁明を内

容とするものであるが，そこには彼の思索の路心とそれに恭づく使命

としての愛智活動が言語られており，彼がどのように罰心し，自

活動を生還の使命として把還するに到ったかが知られる。そこにはそ
アルケ

れ放彼の思想の発端ともみらるべきものが語られていると考えられる。

趨方 rパイドン」はソクラテスが死郡斑前の最読の幾時かを牢j訟で友

と魂 (ψux手〉の不先について論じ合った後従容として死についた

光景の描写を主とするものでLあれ主購はあくまで魂の不死の論では

あるが，その論議の過曜において，対話の相手方の提起した問題の性

らして， ソクラテスはものの生成消滅の源問を究鳴する必要に迫

られ，それに関連して自分の歩んだ原器探究の経繰を物語るに到る。

}れがよく「ソクラテスの関伝風物語j と呼ばれている部分で、ある(

95芯 7-102Aけ。勿論これは魂の不死の証明(第三三証明)のために語

られたものであり， 3三娘はあくまで、魂の不死の論涯にあるので、あるが，

それにも不拘，この部分はソクラテスの自信患の物語として独立的意
① 

をもつものとみなされる o ここにも，後述する様iこ，彼の思索の

講の経緯が物語られている。この両者の語られている局面は非常に異

なるけれども，ぞれにも不拘両者を糞〈ソクラテス・プラトンの基本

的な思考があることを鳴らかにしようとするのが本稿の意図である。

ところで，プラトンの諸対話篇に描かれているソクラテス像一←ー鈍

ってその思想が史的ソクラテスのものかプラトンのものかという周知
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プラトンの基本的思考

し
r」の関難な間選告こ対して論者としての姿勢を定めなければならない。

そうしない限り所論は最も悲礎的段階に於て不渡明となっ

てしまうからで、ある。殊にこの点がこの際顧慮、冬れねばならないのは，

両対話請が特にこの困難な関脇こ関わり合いが深いからであるで

いうのも，

人，

『ノマイドンsの「ソクラテスの自とあるいは fソクラテスの弁明』

に関する相奥を指摘することによって，機論の知くとグ〉風物語」

両者を関連づけようとする試みに反論す明るかも知れない。然し次の様

ソクラテスの言動

lこ関する単なる報道者ではないところの愛智者としてのプラトン・勝

ソクラテスへの深い傾倒のうちに告らの愛智へと歩み出したブラトグ

な一つの見方は少くとも許される答で、ある o 郎ち，

において繍かれたソクラテスの言設の意味を問

。'従って論者の関心は，ソクラテスとプラトン

なり合った{象に向っているのである。

、え

の
・
考

彼
@
と

な
Q

能

接
e

可

の
@
は

こ
@
》
」

グ〉

II 

毘心とも云わるべきrソクラテスの弁明』でソクラテスは

ぞれはソクラテスの指謂無智の自っている (20D-23C)。体験を

カイレポンのもたらしたとしてよく知られていることがらである。

という神託の真意の

と怠われている人々{マふν

「くソクラテス〉より智慧のあるおは誰もいないJ

ソクラテス究明を一つの契機として，

fioJCOUνrωνσooφν ElναI ")と した結果知りえたのは次の様な、

とであったの即ら一一一

肝心の知るに{直するこその実，と思っているが，は自らを

ニグ〉とがらを知っていない(勺o(;fiEvJCαλOV JCayat9ov afiual勺。

はそのこば彼等はまさに自分と甲乙はない。点に関し

自分の方はその点lこ鶏して無智でとに気づいていないのにひ冬かえ，

まさにこの自覚に必いて随分は彼等と異な

ると訴えるのかも知れない。

4 

あることを?岳'立してい

それだけ謂わっており，



北大文学部紀要

ソクラテスのこの告白の内容は， 智を愛し求めつつ， しかも絶えず

その智を自省吟味しなければ，肝心の知るに値することがらを把握出

来ない一一いや寧ろここでの強調は，肝心の知るに値することがらに

関してひとは如何に無智かを自覚しなければならない， ということに

あるが というソクラテス偽報しい愛智の本質を示す主張を含んで

いるが，それと共に又， ソクラテスの求めようとしている智と先の所

謂智者達の知識との質のちがうことも示唆されている。即ち，ソクラ

テスが討論のために歴訪したのは政治家 (πo入lTtxos)・作家 (πOt7]-

Tr7S)或は手工者 (XEtρorExv加 O7]fJ.tOvρjOs)達の許であるが，こ

の場合留意さるべきは，ソクラテスが彼等それぞれの分野に関する知

識，例えば手工者であればそれの技術知 (ro.vη) ，を決して全く否

定してしまっているのではないことである。寧ろ要点は，その彼等の

有っている様な種類の知識にソクラテスの求めているものが期待され

えなかったというところにある。ソクラテスと所謂智者達とを峻別す

るのは知識の質のちがいの問題だったということが出来る。

さてこの様に，ソクラテスの無智の自覚は，自己の不知の知として，

その限りに於て何よりも先ず否定的な働きを主眼とするものであり，

既得の知識についての飽くなき吟味という形で働く智であって，彼は

これを自他の吟味付t;ETασts)(或は，吟味尻駁 (EAEyXOS) cf.29E5) 

として自分に課せられた使命と理解するのであるが，他方当篇には矢

張り同じく彼に課せられた使命として一つの積極的な主張が語られて

いる?この積極的な主張に於てソクラテスが再々繰返して強調してい
たましい

ることは?一言で云えば， 自他に関する「精神(即ち，徳)への気づ、か

いJ (Émμ心EtαψvX~s (i.e. apEτijsJ ) という見解である。

では何故自他に関する「精神への気づ、かい」が(自他の吟味と共に)

身命を賭してまでなされねばならないと主張されPのだ、ろうか。その

主たる理由としてそこには次の様な考え，即ち一一身体や金銭或は地

位や評判といったものは一般に大切なものとみなされがちであるが，

それは間違いであって，逆にそれらが人間にとって善いものとなるも
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悪いものとなるも偏に精神の状態の善し悪し如何にかかっているので

あるから，精神こそ人間にとって最も大切なものなのである，という
たましい

考えがあるからである?そしてその様にみなされている精神は人聞の

自己自身であるとさえ云われ， 自己に属するもの即ち身体や金銭等と

峻別されていd精神がその人にとって最も大切なものであり，身体

や金銭等を意義あらしめる条件となるものであるにしても，それを直

ちに自己自身と云い換えるには若干の飛躍があり，何らかの説明が要

求されて然るべきであろう。直ちに「精神=自己自身」と断定するの

は，恐らくソクラテスの採らないところと考えられる。果してそうな

るかどうか自分のうちを検査してみる必要があるであろう，即ち「自

己自身とは何か」を尋ねたうえでなければならないーー一少くともソク

ラテスの思考の歩みはこの様に進むと考えられるそ (その点当篇で明

瞭に説明がなされていないのは，法廷での弁明という当篇の情況の然

らしめるところとも考えられるのである。) こうした考え方を示唆する

ケースが当篇にないわけではない 息子を教育してもらうためにソフ

ィストの許につれてゆく途中のカリアスに向ってソクラテスはこう尋

ねる。

「カリアスム……もし君の息子が，かりに仔馬や仔牛であったと

するならば，かれらのために監督者となる者を見つけ出して，これ

に報酬を払って，息子たちを， しかるべき徳をそなえた，立派な者

にしてもらうことができるだろう。またそういう監督者は，誰か馬

事や農事に明るい者のうちに見つけることができただろう。しか

し現実には，君の息子は人間なのだから， どういう者を，かれら

の監督者として取るつもりで，君はいるのかね。 J (20A 7 - B 4， 

T訳)

このソクラテスの質問には，-君の息子はまさか仔馬や仔牛ではあるま

いノでは一体君の息子は何なのだ?人間ではないか .1 < [カリアス]

ええ，たしかに人間ですとも。>Jといった一連の思考の歩みが上掲引

用の中間に省略されていると考えられるのである。ここでは「君の息

6一
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息子が仔馬でも仔牛でもなくてとの聞いに対して，子は何であるか」

息子は単に生もっと敷桁して云ってみれば，レr」
ヲ

Qあ

く
で

な

聞

は

人

で
に
・
の

さ
・
な

ま
・
物 その場合な(或はそう云うことも出来ると考えられ，

まさに人間である

こと--これが息子にとって先ずもって大切な本質的な規定である一

では仔馬か?仔牛か?という反論が生ずる)， ら，

が示唆されていると考えられる。これがソクラテスの思考の歩み「何

であるかJ(τ( Eστω; )の最も素朴な形とも考えられるのであるが，

のホ τftσrw かは主語に関してただ漠然と尋ねているのではなく(そ

その主語にとっと答えてもいい筈)，れならば「息子は生物である」

この素朴な形の例に既に示唆て大切な本質を聞い尋ねていることは，

という主張はこの様

に何よりも先ず自己自身即ち自分にとって大切な本質的なもの・精神

と自分に属すものとを明別して，前者を優先させるという見解の上に

立っている。

「精神への気づかい」されていると考えられる。

ところで「精神への気づ、かい」とは，何らか闇雲に精神を気づかう

ということなのではなく，精神をできるだけすぐれたものにするよう

こと( "rijsψuxijs O'7Tωs wS sE紅白τη Earal"29 E 1ー2)気づかう」

fごったのである宅この，精神のすくれてあること・精神のよさ，即ち

精神の徳 (aρE吋)(従って上の主張を「徳に気づかう J ("JmμEλEZ-

dαt .apE巾。)と簡単に云ってもいr)のことを， 当篇ではもっと具

体的にそして又同時に端的に"思慮J (如ov初日)とも述べている守

普通，精神の徳は， より具体的には大体四基徳， 「思慮J (或は「智」

「節制J (σω如何ωr;)・

(6σtorηs) がイ寸力日:されることもあ

る)に分たれる。従って普通には思慮は精神の諸徳の一つにすぎない?

「勇(σoct!，α) )・「正義J (OUWlOσd川)

気J ( avopEIa ) (或は更に「敬虞」

当篇で精神の徳が直ちに思慮、であるかの様に云われているにも不拘，

ことについては更に検討の必要があると考えられる。

当篇ではそれに関して説明が展開されてはいないけども他の初期対

話篇でこれらの諸徳の検討が試みられているのは周知のことである。

7 -



プラトンの基本的思考

『ラケス』では「勇気」の何であるか (τ(dσTlll; ) (190 D s) が~カ

ルミデス」では「節制」の何であるかが (cf.159A 3 )，そして『エ

ウチュプロン』では「敬虞」の何であるかが (cf. 5 D 7 )間われて

いる。~ラケス』では幾度かの「勇気」の規定 (r:f dσTll/ ; )の試みの

果てに，勇気の規定が求められている筈だったのに論は徳全体の規定

となってアポリアに陥り結論はないのであるが，次の諸点が我々の当

面の問題に一つの示唆を与える。即ち，勇気が知識(Emστ加η)でな

くてはならないという論議が当篇の一つの礎石になっていること?次

に個々の徳(ここでは勇気)の規定を求めてゆくと徳全体(、、σ如 rm-

σα 仰 E刊 '199E4)の規定にならざるをえないこと，勇気が結局は「善

と悪との知識」であり，諸徳(勇気・節制・正義・敬慶， 198As，199

D 7-8)はその実一つであって「善と悪との知識J (旬開ρ 7Tavτων

ayα3φντE Xα Xαxφν(sc. ETuσr市μη)か 199C7)であることになる，

と云った示唆が，当篇の結論のアポリアにも不拘，可成り明瞭である

と考えられる(特に 199B6-E4参照lowカルミテゃス』では「節制」の

規定が幾度か試みられ，矢張りアポリアに陥ってはいるが，そこには

かすかにではあるけれども節制が善と悪の知識いく方針tστ仰が 点

くoZciEν〉τbdγαaov Xαro Xαxov" 174B 10)であることが暗示され

ていると解される守 『エウチュプロン』でも前二篇同様結論はアポリ

アに陥っているが，敬虞」についての幾度かの規定の過程において

「敬慶」を知識にまで還元しようとする示唆がみられる守してみれば，
⑬ 

これら初期の対話篇ではソクラテスは正義をも勇気をも節制をも更に

敬慶をも一つの知識 (Emστ加可)に還元しようとしていること，一一

徳として云えば，思慮(ゆρoν仰の)或は智(仰がα)に還元しようとし

ていることが明瞭にみられる o ここからしてソクラテスの抱懐:する徳

論における思慮の占める位置が一応理解できると共に，徳」を端的に

"思慮」に置きかえた意味も分るであろう。(だが，より充分な理解を

得るためには「国家』で展開されている徳論によらなければならない

であろうちそして又その智(或は，思慮)が何についての知識なのか

8一
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も五7成り明らかになって米だといえるであろう。部おそれは「蓄と悪

との知識J なので、ある

ぞうすると r精神をできるだけすぐれたものに寸るように気つr7J'う」

ということ，換言Tれば「できるだけ思議ある者となるよう自分自身

に気をつかう J (36C 6ィ)ということは，件の「警と悪との知識j を

明らかの形で語握しようとするよ議棋を意味しているものと考えられ，

rソクラテスの弁明』での機爆的な主張にぶいて求められているもの

この「替と惑との知識」で、ある縫に一応考えられる。ところが

におけるこの積極的な主張 r精神を1:'きるだけすぐれたものにす

るよう気づかう」ことは又前に班べたところの無智の自覚，即ちソク

ラテスの云う吟味 (J:t;eTa!Jls)をす某介としなければならないものであ

ったき無智の自覚という青定性において指示されていた「知るに値す

るものJ は従って，何か r警と悪どの知識」に指示されている離な

であると一応考えられる。そしてかかる智の愛求がずソクラテ
③ 

スの弁明』では愛智 (rttAOOOゆEIV) として，地の諸知織と峻!iJ1jされる

ことは，慨に述べた諜に無智の自覚(読ち，ソクラテスの云う人間的智

(dv8pω1T{ V7J仰がα)23 A7)が諾知識から峻別会れていることから明ら

がど云える。その車交別される所以Jム表現をかえて云うならば，地の

藷知識の方には無智の自覚という契機が欠けていること，そして無智

の自覚において指示されている f知るに値ナるものj を他の藷知識は

対象とすることが出来ない{無智の自覚を欠いている故に)こと，に

あった。とニろでこの繰に愛智の意味する智と他の諸知識とを，無智

の自覚という契j機の有無によって峻別することは，愛智とf患の諸知識

に対するソクラテス・プラトンの一つの議本的な見方の犠に考えられ

る。そのわけは『悶家J に於ても依然としてその を崩してはいな

いと考えられるからである。却ち，この無智の自覚ということを

論的じ考えてみるならば次の撲に考えられるとみられるので、ある o f患

の諸知識で、はそれぞれの分野に於て，それぞれそれらの知識合成り立

たせている仮定或は基崎前提リγrJ8EOlS )が厳存しているのに，ぞれ

9 -
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らの諸知識を有つ人々はその制約に気ずかず無条件に智者だと考えて

いる。それに対して無智の自覚は，他の諸知識がそれぞれの仮定に制

約されていることを知る故にそれらの知識を真に知識だとはみない。

その制約を超えた彼方にこそ真の智がある、換言すれば「知るに値す

るもの」が把握されうる。愛智はこの様に凡る仮定を超えて知の対象

を求めるものなのだ。一一一この様に考えられるとすれば， これは確か

に『国家』で述べられている所の例の，無仮定の原理 (aρxキ占1JUπo-
⑧ 

t9E TOS )まで遡る弁証術(fftαλE JC TtJCザ)に近い考えであると云えるで

あろう。そこでは幾何学に代表される様な他の諸知識は仮定からそれ
オン

を原理 (dρxザ)として出発する(従って，それらの知識は「存在につい

て夢をJており， 目覚めて存在をみることができないJ 533B-C)の

に対して，愛智である弁証術(つまり，善のイデアの認識)は無仮定

の原理へ遡るものとして峻別されている。勿論『ソクラテスの弁明』

で言及されている愛智が直ちに『国家」での弁証術としての愛智と同

ーであると主張するつもりはない。然し『ソクラテスの弁明』での愛

智は少くとも，プラトン哲学の一つの峰である「国家』での弁証術

の方向を誤りなく指向していることは確かだと云いうると考えられる。

かくて，この様な面からの wソクラテスの弁明』にみられる愛智と

他の諸知識とを峻別する見方も w国家』にみられる弁証術と他の幾

何学に代表される様な諸知識とを峻別する見方も，基本に於ては一貫

するところのある見方だと考えられるのであるそ更に，如何なる知識

が人を幸福にするか(wカルミデ、ス.J174A 10-11) という，上とは別の

観点からの，愛智と他の諸知識との区別を wカルミデス』は示唆して

いると云えよう。即ち I善と悪との知識」は他の専問的諸知識，例

えは、医術(lατρt付)，製靴術 (σJCUτtJC~)等々とは異なるものであって，

後者は前者によって始めて善〈働くことができ，我々にとって有益な
⑫ 

ものとなることが示唆きれている (cf.174B 10 -Dl)oこの考えがやが

て『国家』に於て I真に存在するものであり，従って他の諸存在の

存在を基礎づけ・理性 (νOUS) によってのみ思惟されることができ・

ハU1
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北大文学部紀要

他の諸存在に対しては範型 (παρa(;ECY，f.1α) 的であり，従って他の諸存

在の志向するものであるところの善のイデア」の認識である弁証術と
@ 

幾何学に代表される様な他の諸学問とについての考えに展開してゆく

と考えられる。この様に，この観点からも矢張り~ソクラテスの弁明』

の愛智が善のイデアを指向している事実を我々は知るのである。

ところで先に我々は r思慮、」は「善と悪との知識」に他ならず~ソ

クラテスの弁明』で「無智の自覚」において指示されている「知るに

値するもの」は，何か「善と悪との知識」に指示されている様な「善」

であると一応考えた。このことは r善と悪との知識」は「警の知識」

に他ならないことを暗黙のうちに容認していることになる。だが果た

して「善と悪との知識」は直ちに「善の知識」だと云えるであろうか。

勿論ソクラテス・プラトンにあっては，究極的善に相対立する究極的

悪一一イテ守ア論に従って云えば「善のイテ*アJ (キ rouayα()ou !(;EG) 

( ~国家.! 505A) に相対立する「悪のイテゃアJ，が存在するとする考え

はない。イデア論が theoryである限り「悪」にも「悪そのものJ(αkb 

ro Xα付 ν)即ち「悪のイテ、ア，J (キ τOUXGXOU 1Mα) の存在が許容さ

るべきであるが， もともと範型(7fGρa(;Etγμα)として価値的性格を有

つイデアにはこの様な negativeなイデアの存在を許容することは出

来ないのである宅従って「善と悪との知識」と云っても結局は実質的

には「善の知識」のことではないかと速断する人があるかも知れない。

しかも『カルミデス』によれは、，この「善と悪との知識」は人の善〈

生きること (cf."ro EJ 7TjρarτEw"174B12 )を実現させる知識である

と主張されているから，それは取りも直さず実質は「善の知識」であ

るかにも考えられる。然し「善と悪との知識」はやはりあくまで「何

が善いものであり，何が悪いものであるかをひとに教える知識J (~ 

dmστ和7J"0くol(;Eν〉τ占dγαωνxαJτ占xαxov"174BlO)なのであっ

て，それを直ちに「善の知識」とするのはどうみても飛躍的で、あるこ

とは免れ難いと考えられる。このわけを示唆するのが『リュシス』に

みられる次の一つの見解であろうかと考えられる雪当篇では rカルミ

寸
-
4
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プラトンの基本的思考

「善J (或は f善いものJ)(ro cIya{)ov)⑧は

考委
愛し求められるもの (<jJEAov) とみられる冨から検討されている。

のうち217A 3 -221 D 6 の所論が我々の関心を呼ぶ。一一

デス』の場合とちがって，

という極く普通に経験する事実を検討縄気になって民考を求める，

してみると次の様な絡縁、が鳴らかとなる。持ち，購入は病気にかかっ

ている故に("Ota voao〆)健康になりたくて{つまり，健康のため

{つまり，藍衰の有っている医術)を求に(ぜVEXα uytdasつ)
し求める)のである O 身体〈σゐμα)は，病荒にかか

くもないものJ

いものJ (ro 7WXOV)，健康は

ものJ( rみ&1aω

くも悪くも

い状態になっている放に・潟ち悪いものくの綜

も(J)(J)今や子 (it;JEXα

し求める J( I)となる。

める(つまり，

(ro OVτf くもつてはいるものの，もともと

dγa{)oIJ o~r正 xaxóν )，

いものJ (τO &yα，J.oν) ， 痛人にとって

「を…般化すると，きでこの()oりである。

ないものが，

fγαρouσ付)>や故に (o"xro xax6v)， 

もの(必 a1a{)oりをと

という

τou &1α()ou)， 

人と の特殊な潤であれば，病人ところで¥

し求める活動はそされるため，になればそれで、島

そしてその怒りでは(1)の命溜めるであろう。

と

そうはいかないことが明らかになってくる。

しく 1)めにあてはまり，

してみると，して

(I) d
u
 

、.
1
u
w
 

いもの j はいもののために jの

し求められるもの j怒iぇ。りである。

グ〉

て次のfJtのであるF良り

ところカぎそし求めることになる。ものJ を階で、iま

というもののためにJ( 1 )からして，の場合，

くが，この様にして話的の段~際的系列とになる。件が付帯する

もののしかし無限にさ子かの諮ることは出米ないから，

いものJし求められるという条件のつかない場合のためにj

期ち「第一;こ(郎ち，党磁的に)愛し求められるものJ (11ρ必ずovoム
{する arat9oIJ)に到達せざるをえない。

の
4

1
よ

λov) (219Ddである



北大文学部紀望書

又地1i.善いものを愛し求める動機として公式化された いもの

の放にJ(e)t，占訪 問 xov) という条件も， F普いもののためにJ とい

う条件と同とし最後には消議せざるをえない。何故なら， し「懇

いものの放に」という条件が必ず善いものを愛し求める捺の条件と

なるならば， f悪いものの放に」という条件がなければ(即ち，惑が

なければ) ものを し求めるということもなくなるであろう。

というのも， その場合には， を希求する動機であるからであ

る。 ところが，欝いものを愛し求める欲求はm()u〆α)というもの

は，悪いものが存在しなくなると消識するといったものではない。

に愛し求められるもの」 としての (或は「本惑に愛怒れ

るものJ (τφbrtがλOV) とも云われる〕に到るところの善の段階

的系列のうち，究機の段階の前までは， 「悪いものの放にj という

fやが， いものを求める動機として， なくてはならぬものの識にみ

えたカヘ 第一に愛し求められるものとしての

その笑そうではなかった。従って，第一

てのこの はよ迭の様な条件なしで，

に到ってみると，

し求められるものとし

ただそれだけで，愛し

求められるものなのである。かかる究極目的としての に較ぺ

ると， ヶa&yα()6)は議わばそれの影像作治ωλα)にすぎ

ない (219D3)。

九そこの様に述べられているのである守 こには明らかに，我々の身

近かな呉体的な警いものとしての「諸響J から究極協約としての

まで、の， 替の段階的系到が示されていると共に， こで云われている

究極目的としての は，殆ど f毘家J での「普のイデア」 し、

ものと解される宅又かかる， に殺し求められるものとしての「善j

{吋 &ya8a)の場合，つまりよ掲け){τo kyα()ov)以外の

の命館iこ必ける ものJ (τO &ya8ov)の場合， その「善いものJ

は，第一に愛し求められるものとしての「蕃」 より次元の低いものと

して，又「惑いものの放にJ といった条件が動機として付帯寸るように

みられる次元のものとして されている えられる ο ゅの低次

13 



プラトンの基本的思考

の設鰭では，養と惑は関連的に語られ又存在ーしているのに対し，究極

的替の設締では「養」しか語られもしないし又それ以外に存在しもし

ないとされていると解される r替ど惑との知識」はこの低次の段時

に必げる「善J (τa &raDa) (と「惑J) Iこ r善の知識」はこの党盤的

?警J (τbるyαDov)に椋い応ずるとみることができるのではないか

えられる。してみれ法「善と惑との知識j は直ちに「善の知識j とは云

えないと考えられる。両者には次活〈乃査は段賭〉の違いがあるとみられる。

先に保留釣に述べたところの，無智の自覚において指示されている「知

るに{複するもの」が であるとは r善と悪との知識j の

というよりは，それそ超えた「警の知識」の
(手腕)①

れを指向するものであると考えられる。

である一一一或はそ

更に我々は，先にあげた『リュシス』の所論からして，一見日常的

には，人は惑い状態になっている故にドfitaxa710U 1TaρOVσlav fI or 

もふむ τox似 OV/1) ものを愛し求める様に見られるが， !l)と事

ろは，悪がある放に養を求めるのではなし惑に関わることのない・無

条件に替を希求する欲求 (EmDυμ/α)或は愛{作ωS，ψμα)(221 

の存在することが示されている仁人間はく単に〉京きるのではなし

く長きる(E&訪ν)(U'ク 1) トン.Jl48 B6)こと，これが大切なことな

なのだという，よく知られている際慰的主張は，この愛が人間の生め

恨底に存ずることを認めた主張なのである。この諜な欲求乃涜は愛を人

間に本来的にそなわっているとする見解はソクラテス台プラトンの思

@ 
想、の椴本的前提とえ考えられる。替の知織を人間が求めるのさと必然的と

みるのもこの壌本前提に立てばこそなのである。

以上で rソクラテスの弁明』で件の「知るに笹するものJ がどの様

な性格のもので、あり，プラトンの作品の初期の段藷では如何なる

を有ち，ぞれが然し更に何を指向しているのかをほぼ明らかにしようと

て来た。そして，知のこの機な対象を希求するよう自らにも飽人

にも毘車、することが「精神への気づかい」であることを明らかにして

米fニヂ

-14 



北大文学部紀要書

だが当 ソクラテスの ぞれに尽きるのではない。彼の

グ〉全貌は次の一範に表明されていると考えられる o

「あなたがたの一人一人会つかまえて，自分自身が，できるだけす

ぐれた者となり，思慮ある者となるように気をつけて，成分にとっ

て付属物となるだけのものを，決してそれ して うよう

なことをしてはならないし，また国家社会のことも，それに付属す

るだけのものを，そのもの潟体よりも先にすることなしそのf患の

ことも， これと i弓じ仕方で，誌づかうようにと，説話月することを試

みていたのです。J (36C 5巴… Dl，T訳)

上掲の主張には，これまで検討して来た，自f患の「精神ができるだけ

すぐれたものとなるように気づかう j という主張に止まらず rその他

のこと J (市凱入α) についても人間の場合と間じ仕方てコことがら

それ自体ができるだけすぐれたものであるよう，ぞれに持属するもの

に優先して気づかわなくてはならないとの主張がみられる o 誇わばこ

こでは「気づかいJ (JmμぷEiG)(勿論「ょくするよう気づかうことλ

の一般論を展開しようとしていることが知られるのでみる宅その

づかいj の一般論の提龍がどの様な をもつものかを更に検討する
アルケ一

、とが，~篇の主張の発端的〈部ち同時に基本的)である所以をより

鳴らかにすることになると考える。

ところで上捻引用での「その誌のこと J とは具体的にどの機なこと

を指しているのだろうか。人需の精神については詑に言ゑきれている

から，少くともそれ以外のことでなくてはならないであろう ο アリス

トテレス或はク々ノポンの，ソクラテスに鰐する誼諸に従って，ソク

ラテスのn今味検討の対象を，倫理的なことがら{吋 7}8miド 人詩的

のことく τaci vt9pGふれνα) に限定すべきで、もあろう に， f牛の

「そのfむのこと j については， |用の文脈から云って，次の様iこ

エーうことは出来る。却ち， それらは何であれ，人間が，それらがてケき

るだけよくあるよう気づかうことの出来る範囲内のことである， と。

15 



プラトンの基本的思考

この場合問えば rアルキビアデス・第一』の次の隷な主張は我々にそ

れに対する…つの示唆を与えてくれるとも考えられる。当篇127E9-

128D9 1こは，大体次の様な誌解が言者られている o

自己自身に気をつけることはαuτou ~mμ叫Eru!9al )と自分に付壊

するもの (raav切れに気をつけることとは相異なる。何故なら，

それぞれの場合の，正しく気をつける技術知 {τ匂νりがちがうか

らである。もっと分りやすい鈎をとると，人聞が迭に気をつける場

と足に付属するものドふんlノ丘)JI…52グロ τふν7TOOふν勺，1，列えば

はさ物(V7TOOヮμα)に気をつける場合とがある諜に， どんな事物に

ついても (~ðrouoû Jl 71ρaYfJ.ar08勺正しく気つ、かう (dρt9W8~mμト

λdσ()at )ということはあるのであうて，ぞれは，人が気づ、かうと

ころの事物愛よりよくする場合 (cf.、計αντぬれがλτlOJI 7Toci/' 

128Bりのことなのである。そしてその様な，正しい気づかいくるρ3キ
テクネ一

三庁明石λEWJ'ま，気づかう対象に関する技術知によるのである。足

くそのもの〉の気づかいは(つまり，是をよりよくするの;幻，身体

の他の部分会もよりよくするところの技術知期ち体育術(yuμ限引が

付)によるが，はき物の;ぢ令よりよくするのは製靴布!な(何Uて01れに

よる。そして体育争I'rでは「は冬物」をよりよくすることは出来ず，

製靴術を以てしては「足くそのもの>Jそよりよくすることは出来な

い。この機な具体例から推して当然， El己自身に気づかうことと白

日に付属するものに気をつけることとは違うのだ。

この様てよ である o そこには， どんな事物についても悲しく

かうということがあって，その場合，気づかわれるものはその気づ

かいによってよりよくされるのでいあり， その一例として「はき物へ

の気づかい j があげられている。ところで「足くそのもの〉への正

しい気づかいj と「足に付属するもの，構えばはさ物への正しい気

づかいj が共にありうるとすれば， は rIまき物くそのもの〉へ

の気づかい j のことではないであろうか。何故なら rはき物への

正しい気づかいj は「は巻物の仰であるかj を知ったーとで始めて可能

16 
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なのだからである (cf.128E)0 とすれば，上のこ非から推して，更

に「は冬物そのちのJ と「はき物に付属するものJ とがあることに

なろう。そしては冬物に正しく気づかう場合は，はき物そのものに気

づかうべきで rlまき物に付属するものへの気づかいJ を優先させて

はならないであろう。殺しこうしたIi'ア lレキピアデス・第一』の所

論の線上 した推識が許されるとすればIi'ソクラテスの弁明』

36 D，の主張での「そのf患のこと j の場合に， この rlまき物J の例

を関連づけて考えることが出来るかも知れない。然 Lf牛の36C，-Dj 

の主張はソクラテスの命を賭けた(文学的誇張がたといあるとしてお

使命なのであって，たとえ「その地のこともまミ々」と云われている場

もまき物の機なものを指しているとみるのは，いささか滑稽で‘

もあろう。この使命の主濃のもともとの意味は，勿論人間に関して，

自己自身即ち自己の精神とほ己に付属するものとを唆加し，精神への

気づ、かいを寝先することを核とするものであるが，読述の嬢に，この

えっちを.rその他のこと」にも拡大する， という主張なのである。従

ってと掲引用 (36C5- Dj)で，ソクラテスは「その地のこと J につい

て具体的に伺かを考えているのではなく rその也のことも，河じ仕

方で云々 j とは，寧ろ，人障に関して人聞の本費である自己自身母ち

精神への気づかいの譲先という考え方の普遍化を表明する投識を荷っ

た霞葉と解するのが，版文;こ却した解釈であろう。それなのに件の「そ

の勉のこと J を色々と検討したのは，議はこの主張 (36Cs-DIlにみ

られる， ものの見方の性格を明らかにしたいためで、あったのである o

fアルキピアデス象第一£の上捕の所論とそれからの推測とによって

えられるものは，その場合の「気づかい」 は，はさ物をつくることを
母島

その…鰐とする，無生物の制作〈初JησLS) の領域iこまで及んでいる

ということである。してみれば，件の主張 (36C5-D1) は恐らく

生物の制作を含む実銭 (7rρ吋LS) の領域におけることであると d今えら

れるのである。要するにこの三副長は，人閣の実践を範型としてそれを鑑に推

しすすめる考え方なのだと云える ο これがこの主張の器本的i主格の一つ

今，，
吋
E
F命



ブラトンのさま本約思考

である o

以上， 36C5-DJにみられる主張に関して明らかにされた内容が，恐ら

くその主張の実擦の内容であろうと考えられる。従って或は上に述べ

たアリストテレスやクセノボン にほぼ一致するかも知れない。

しかし件の主張は開かれた主張という部を持っていることな論者とし

ては強調したいのである。その理由は次の嫌である。即ち，件の主張

では， 気づかう主体は持関;こ選ばれた人ではなくl アテナイの一人々

々を指している。 f旦し気づかう狩象を出来るだけナぐれたものにする

には，対象についての知識をもたなくてはならない。その撲な知識を

本当の意味で正しく把擬する裁が愛智者であることは，これまで述べ

たところから鳴らかぞあろう{従って，ひとは識しも しなければな

らないという主張が Fソクラテスの弁明去にみられるのである)。とこ

ろが，愛智者は雪国家』に示きれているところによれば，極く少数の，
ブネンス

愛智的本性を有L，厳しし、選抜教育を受けぬいて来た者であり， 全存

殺の根拠となる警のイデアを認識する者ていあっ f男更にこの「気づか

いJ の主体はIi悶家J にみられる，この操な真の愛智者を超えて，
トス

形で、はあるが制作者(釘μIOUρros)( Ii'fイマイオス.!28 A6 

以下参照)成は，会天界をと駆けめぐるく不死なる〉魂 (oυxが([i'パ

イドロス ~246B6-C2) 或は，ゼウス神 (Zωs) ( rパイドロスJ 246 

E. 6)にもなりふその気づかう対象は万有 (rravr:a)にまで及ぶ

ことが出米るのである。つまり件の主張 (36Cs-D1) li，この様に，
ミュトス コスモロぞア

説話でいはあるが宇宙論にまで拡大される可能性をもっところの，関か

れた主張であると考えられる。実践{制作を含む)額域と云っても，

人間の笑践にのみ限定きれ終るのではない(担し人間の実銭が範型

とはなっている)ことがここで幾分なりとも明らかにされればそれで、

充分なのである。そしてfパイドンJの「ソクラテスの自信風物諾」にお

ける考え方にも，やがて述べる様に，入閣の実践を範型として，それ

を自然 COUOIS)の領域に拡大してゆくのがみられるのである。

ところで36C5 D1の主張は，考怒ら

-18 
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d77tμ正AUO/)αtlの主張に終始しているが，民主に設及した機に，当篇で、

は又「智を愛する J (φlAOO'OOUIJ ) という主張もみられるのて治ご

この詞殺がどの様に内的関連をもつのかをもう…護専ら両者"の関連と

いう面から検討してみることによって， 36Cs-D1(T)主張Jニ，上と

った局面が明らかになると考えられる。人賠の場合，概述の様に，よく

きょうとする根本的欲求があにそれを実現するには結局替の認識

に到らねばならない。この上昇過程が愛智であることは既に述べたと

ころである。ところが， この過程が又「精神ができるだけすぐれたも

のとなるよう気づかう J活動として把接されているので、ある G もっと

詳細に分析すれば次の様になると考えられる。或る人Aが，自らの精

神A'がで冬るだけすぐれたものとなるよう気づかう場合， A (とりもな

おさずA')によく生きょうとする根本欲求があることになり Aが，

A'がで、きるだけ寸ぐれたものとなるよう気つ。かうことは， そして又

人'ができるだけすぐれたものになろうとすることは，共に A，A' 

にとって本来的な在りだと云いうる。更に， Aが， f車人の自己自身

却ち精神Bができるだけすぐれたものとなるよう気づかう場合 Bも

人鰐の精神である故当然， よく生きようと守る根本欲求をもっている。

建って， AのBへの気っかカ鴻いは， A， A'グ〉場合と悶とし A，B 

にとって本来的な在り方だと云いうる。ところで入が rその舘の事

物 (ra抗入α)それ自体J Cができるだけすぐれたものとなるよう気

づかうことか手上凋じ様に本来的なこととして主張されるには，そ

のことがAにとって本来的である(それは勿論当然であるが)と共

Cがで、きるだけすぐれたものになること (Cのその樺な動き)が本来

的であるという前提がなくてはならない。ところが既に述べた嫌に，

36Cs-D，の主張は「気づかい」の寸窮命令主張しようとしているので

あるから，当然その前提は容認されねばならないのである。 ところ

でこの，気づかう主体の方からの観点、を，気づかわれるもの A'，B， 

Cの方に移し，それらを中心にした観点に立つ時， A'， B， Cがで

きるだけよくなろうとする動きとしてとらえることが出来ム (この
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ー場合，人間{鰐ち，T:， B)であれば，鳴らか を愛守る J

ゅはoσo桝III)という i活動となる。「うえづかい 1とf愛智J !::の関連1;1:，

この様な関連としてみることが由来ると考えられる。〉そして T:， B， 

Cの本来的に志向するものが警であるというものの見方が現われてく

る。即ち警を…切の事物の究極目的とする目的論的見方が成立する。

この犠な把握の仕方が FパイドンJ の所謂「ソクラテスの自諒風物

での所論に関わりをもってくるのである。

III 

Fパイドン』の所誇「ソクラテスの自信風物語」は余りにも瑚知の

ことがらであるが，その内答の詳細については生々の異見が提起され

ている。その史実牲の問題については勿論，この物語の窓味内答の分

析についても意見附ずしも一致していなし男但し，物語の大詰

る意味では甚だ簡単なもので為る。叩一一ソクラテスは表い頃所轄 g

然学{療典に期してまミえは「自然の研究J)に熱中し，個々の事物の

生成・消滅。脊夜の原器究明の期待を自然学にかけたが，その自然学

に失望せざるをえなかった。ところがアナクサプラスの理性 (lIo.i)s)の

説を知って，これこそ自分の期待した原霞論だと患った。 けれど、も理

性が万物の原開であるとの者援は偽りで，内実に於ては理性会その様

な原践として論とてはいないことが分ったo そこで践分は自分の納得

のゆく原因を求めて，えむなく第二;の航行 (fhJn:Epos1TλOUS) 

の策)を企てた。‘'‘・・・・・そしてソクラテスがそこで我々に展開して

みそてくれたのは所謂イデア原毘論である。一ーところで，殊に自然

学への失望から次善の策を企てたと語るに到るまでの聞に，批判の的

として持出されてくる色々の見解についての言廷は， したところ

思いつくままにあげられている諜にもみえ，鈍って人li，ソクラテス

の述懐の賊序に関わりなし議る意味では均分に競合よい様に，ぞれ
{争議主主1(2)

を整理配到して説明寸る嫌いがなしとはしなし九黙しながら，

造作に語られ始めているかにみられる内容杭実のところそれぞれの

絡で切意味を有っているのではなかろうかと疑われるのである。ぞれ

-20 
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を無持見した整理要約こそ， ここでのソクラテスの云わんとするところ

を逸することになるのではないか? この箇所のソクラテスの述懐を

たどりながら，改めてその内容を検討する所以である。
⑫ 

ソクラテスの述懐は次の様な順序で展開されてゆく，一一一

自分は若い噴 I自然の研究J (問ρiμσεω8 !aroρfα) と呼ば

れるあの知識 (σort(，α)もを求めることにひたすら熱中した。というの

もそれは，個々の具体的事物が何によって生じドotar! Y!YVEταt 

EKoarov") ， 何によって消滅し(、、otad (17TOλ入uταl11) ，何によ

⑬ 
って存在するか ("otar! Eστt勺， その各々のもののそうしたこ

との原因 (τo Ota d :αfdα) を知る， とするその知識が， 素晴

しいものと思われたからである。そこで，その所謂自然学で取扱わ

れている問題について色々検討してみた。例えば一一，生成(

yEvEat8 ) についてはこんな諸説があるが果して本当にそうなのか

?即ち，諸生物体 (τaSφα)が組識づくられてゆくための条件は，

「熱いものJ (τ占。Eρμの)と「冷いものJ( roψυ叩む)とが結合

して，一種の腐敗発酵 (ση間 Sφν)をかもし出すことなのだと或る人

達は云っていたが果たして本当か?又思考作用(、、4)ゆρovouμE〆)

は血液 (αIμα)によるのだろうか，それとも空気(針ρ)とか火(而ρ)

とかによるのだろうか?それとも全然そんなものによるのではなく

て，大脳 (EYK付α入08)こそが，聞いたり見たり嘆いだりする感覚を

働かせることの出来るものなのであり，それらの感覚(αfσ3刀(Jt8 )から記

憶(μν仰 η)と判断(oot;α)が形成され，更に記憶と判断が定着して，

そこから知識(Emσnルヮ)が生ずる，といった仕組になっているのか?

更にそれらのものの消滅 (rt{)Oρa) を考究したし， 更に天空地上

の諸事象(吋問ρ}τbuodραvovてE KOt吋ν y寺ν村内)をも考え

てみたが，結局は，自分はこうした研究には全く生来的に不向きだ

と思うに到った。 (96A6
ー C2) 

ここに描かれている諸説は，諸研究者が既に明らかにしている様♂当

時の自然学において論議されたものと考えられる o それはそれとして
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確かにそうであろう。だが問題はソクラテスがここで何を云おうとした

のかである。彼はこれらの研究には向かないと云ってはいるが， どう

してそうなのかは何も明らかにしていない。述べられているのはた

だ自然学説の諸例である。そしてそれらに一貫した，彼にとって向か

ない因子といったものは差し当っては見出きれない。自然学説と彼ヵ、

みなしているものがことの原因を明らかにしていないとの批判は寧ろ

次の行から次第に明らかにされてくるのである。従ってこの部分の大

半は省略して.も一向に差支えなかったと考えられる程である。それな

のに，では何故この様に自然学の諸説を列挙してながながと述べたの

だろうか? 以上のことが容認された上で，改めてここの叙述の効果

ある意味が求められるとすれば，それはここの叙述の役割をむしろこ

れまでの l魂の不死についての論議の心理的残像をここで一掃して，読

者(或は小対話の相手方と周囲の友人達)をして自然学の世界に誘導す

ることにありとすることであろう。何故ならこれが成功すればする程，

彼の自然学批判はより鮮明となり，第二の航行は又一段ときわだち，

それが魂の不死についての最終の証明を亦強めることになると考え

られる。 この部分にとってはこの役割が眼目であると解するのが適切

ではない.かと考えられる。

次にソクラテスは矢張り同じ様に，彼が自然学の問題とみなしてい
⑮ 

るところの事例をあげながら，次第にそれらの原因論の批判をはっ

きり打出してくる。ところで一体伺故先にあげた自然学説の諸例を

批判の対象とせずに.新たに別の事例を批判の的として提示してくるの

だろうか? その理由は，わざわざ新たに選ばれた諸例のうちに共通

してひそんでいるのではなかろうかと論者には考えられるのである。

彼の述懐は続く，一一

くその訳をもっと明らかにしよう。……〉

人聞が何故大きくなるのかいotaτ[clV!9ρωTTOSαugaVHα/' ) 

という問題については，、食物を摂取することによって，肉には肉かL

骨には骨がつくといった様に，他の部分も同じ様にして，そうしたこ
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とによって小さな人聞が「大きくなる J (、、03Tω γ今川σ3α rov

σμIXρOV Cfvt9ρω7TOVμEyavつということは誰にでも分り切ってい

ることだと自分も思っていた。 (96C7 -D6) 一一(1)

又背の高い人が低い人と並んで立ったら，背の高い方が丁度頭ひと

つだけ (Vdτ戸 τ~ XUpα入f') ，-より高い」 のだ ( "f1.EII;ωU  

EJuα/' )と考えればそれでいいと思っていた。 もっと明断な例

をあげると，十が八よりも「より多い」 ド7TAEOναdνα1") とい

うことの原因は， 二がそこに加わっているから い8dlro 8uo 

αdτOIs 7TρoσElναtつであり，二尺 (ro8f7TTIXu)が一尺(訪問-

XUαIov) よりも「より長いJ ("f1.EIl;oνEfvα/') ことの原因は，前

者が後者よりもその(即ち前者)半分だけ超過しているからい8la

d 和白Elα占τouU7TEpEXE山") であると，思っていた。 (96D. -E4) 

一一(II)

だがその様な説明では， 自分にはどうしても納得がゆかない。次

の例にはそのことがもっとはっきり現われていると思われる一一一。

ーにーを加えた場合，-二」となったド怠以 yEyOVEVつのは，もと

のーの方がそうなったのか， それとも く加えられたーの方がそう

なったのか> (一一ー(イ)J ，それとも，加えられたーともとのーと

れ一方を他方に加えることに因って い8laτ加 7TρOt9EσIV τou

ErEρouτφdτ4ρ〆)， ，-二」となった ド色投 tγむEτo")のか

〔一一 ロ 〕。又ーを分割した場合 (注.ーは空間的大きさを

もった存在と解される。)， ，-二」となる (:必ιγEYOぱ附つの

は分割 (σXUJIS)に因るのか(-(ハ)J。こうしたことが原因

だというのは(即ちロ)と(ハ)の場合を指す)自分には納得

がゆかない。というのは「二」となること怯段 Y(YVEσ九 ) の原

因が相反するもの('¥Evavτfαつだからだ。即ち， (ロ)の場合は「付

加」が， (ハ)の場合は「分割」が原因だからだ。(96 E 7 - 97 B 3 ) 

一一 (III)。

要するに一言でいえば， ものの生成・消滅・存在の原因は以上の様
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な仕方での研究では (" xara rouroll rOII r，ρO7rOIl ri}sμEr')OO'OU" ) 

分らないと考えられる。 (96C2-97B7) 

以上が，自然学とソクラテスがみなしている諸見解の原因論一ーとい
⑬ 

っても知識はそもそも原因の推理であるが に対するソクラテスの

批判的述懐である。

ここでソクラテスの批判が最も端的に表明されているのは (III)の

(ロ)と(ハ)の場合である。 つまり，同じ結果(即ち，ことなるこ

と)が相反する原因(即ち， .{寸加と分割)によって生ずる， という説

明では原因を・明らかにしたことにはならないとソグラテスは云うので

ある。そして，文脈からして少くとも彼は，この見解を以て(I)， (11); 
(III )全部にわたって批判したことにしようとしているかにみえる。

では果して事実そうなのであろうか(III )の(イ)の場合は(ロ)

と(ハ)に大体近いと云えるであろう。即ち，ーにーを加えた場合

「二となる j (結果)のは「もとのーの方が二となることによって」

( a )か，-<加えられた方のーがことなることによって>J ( b ) 

か，一一兎に角違った( (ロ)， (ハ)の場合の様に「相反する」わけ

ではないが) (a) と (b )であっても同じ結果即ち「二」が生ずる

ことになるのかにおかしいのではないか 1 この点をソクラテスは突

いているのだと解される。次に (II)の場合，上との関連に於てどの

様な意味が含まれているのだろうか。その検討のため所論を簡略に図

式化してみよう。

(結 果 )

(i) 人 (A，B) I AがBよりより大

の背の高きの|号'~.' (" f1.EIr;ων 
比較。 Idllα/') 

(ii ) 十と八の比較。|・十は八よりより多

~，ホ7r入ぜ011αEf

uα1 ") 

(iiil 二尺と一尺の|二尺は一尺よりよ

比較。 Iり長い ("f1.EI!;OIl

Et'uα/') 

A
q
 

つμ

(原因)

頭ひとつだけいα?nilrfi 

XEφαλf" ) 

二がそこに加わるから

(" O'ia ro O'uo αtlτOiS 

7rρoσEiνα1" ) 

二尺がー尺よりもその半分

だけ超過している故(、、 O'ia

rO万μfσEtGdTOGO77ερー

I EXEiνか)
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上の図式で知られることは，-結果Jが殆ど同じと云ってよいこと(即

ち， μEI?;ων一一但し厳密には同E/ων はμE/?;ωuと同一で、はないが

極めて親近的である)と，これに対して原因がそれぞれ違っているこ

とである。この二点が(III )と共通している点と云うことが出来よ

う。ところが留意きれねばならないのは， (i)， (ii)， (iiilは比較

の問題として共通的で、はあっても，それぞれ違った問題であること

である。今我々がソクラテスの云わんとすることを理解しようとす

る立場を離れて自由に考えるならば，上の問題については結果は同

じであっても原因が相異なるのは， (III)の場合以上に，我々には当

然のことではないかとも考えられるのである。然し若しこの様な把

握に立つならば，ソクラテスの考えから逸れてしまうことになる

であろう。何故なら，若しそうとすれば、，ここのソクラテスの所論

は全く意味がないことになろう。彼は (II)あ例を，原因を何ら明

らかにしていない見解として批判する為に持出して来たのだからで

ある。ではそれならば， (II)は相異なる原因から同ーの結果が生ず

る (III)の場合と全く同じ事例としてあげられているのだろうか。

「同じ結果」と云っても上に述べた様に「ほぽ同じ結果」であって，

全く同ーの結果を生ずる事例ではない。その限り， (II )は (III)

を支援する意義において弱いといわねばならない。従って (II)は

(III )と全く同ーのことがらとみなすわけにはゆかないであろう。

では一体ソクラテスは (II)で何を云いたいのか?我々はここで早

急な結論を下す爵に， (1)をも検討してみなくてはならないと考

える。ところが(1)の人聞の成長の問題は(III )の様には処理で

きない。何故なら，人聞が大きくなるいαUgaVETal") 原因として

「食物を摂取すること即ち食と飲によって ("ola，O E(J19U1V Xat 

m〆VE1V"96C8) 肉には肉がつき，骨には骨が加わって云々」とあげ

られているが，それらの原因は人聞の大きくなること(結果)の原

因ではあっても，ここでソクラテスは，大きくなることの諸原因間

の相異，即ち食と飲とが原因として相異なること，或は「肉には肉が

F
D
 

ヮ“



プラトンの基本的思考

っく」ことと「骨には骨が加わる」こととが原因として相異なると

いうことを主張することによって批判しようと( (III)の場合はま

さにそうである)はしていないのである。寧ろ，それら原因が一括

きれて，大きくなることの原因とみなされているのである。然し文

脈の関係からすると，既述の様に，ソクラテスは (I)，(II)の場

合をも矢張り彼の期待する原因論でないことを主張しようとしてい

るわけである。とすると (I)，(II)， (III)によって，ソクラテ

スはこれらの諸例では自分の期待する原因がえられないことを明ら

かにしようとしながらも， (III)ではそのことを明らかにしていなが

ら(そして(II )の場合はややそれに近くもみえながら)， ( I )の

場合には何らそのことを明らかにしなかったというわけなのだろう

か? それならば寧ろ(1)を，前の96A6- C2のグループに入れるべ

きだったのではないか? 然し文脈からして (I)以下は自然学の原

因論の批判が直接なされている(III )と一連のものと解しないわけ

にはゆかない。とすれば寧ろ解決は， (III)で批判が鮮明にされは

しているものの，実はもっと大きな，つまり(I )をも包含す「る批判

が構想されているのではないか?( I )をも包含するところのそれこ

そは， (III)に現われている批判の基底になっており，しかも(III ) 

に近いが(III )とは全く同一ではなく多少のずれのあるとみられる

( II )をも含むものなのではないか? という方向へ進むことで

ある o そしてそのことを解明する方途は (I)，(II) ，(III)を一

貫するモメントを見出すことにあると云えるであろう。 (III) 

では「二となる J (、、必~y{yv目白 i ") ということが共通してい

て，それの原因は色々でしかも相対立した性格をおびているこ

とは既に指摘した。(II )では既に検討した通り， 余りはっきり

したことは云えないが iより大きい J (、、μEItωνEfuαi") と

いうことが大体共通したモメントになっていた。この観点からみ

て，あげられている原因が相異なる点を批判しようとしているとみ

れば， (III)に近くなるとみることが出来る。では(I)はどうであろう

に
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か。 r人間が大きくなるJ という iこ-:>し、てここで、はソクラテス

はこ様の表現をしているのが注自ぎるべきと考える。初めにいocむ

古/在地ω17"08ぜ笠間trr{人間はやれこめて大きくなるか) (96 

C8 )と問題を提示しながら，後でそれを本yiYVEσ8似 合iノ伊U(ρOV

av19ρω17"OVμdγα〆(小さな人間が大きくなる)という形にまで
f ぜ い ん 〉 い t締役 jく事;

して来ているとみることが出米る。この後者の「大きくなるJ

("，今川σ3αC "f.1Eγα〆) ，これがまさに (IH)の「ごとなるJ

にそ乞yiγVEσ3絞っ， (II)の「よりたい(冶俗VE!V引っ

と共通したニモメントであることが知られるのである。

ではこのことは一体持を意味しているのだろう この96C7

97B3での訳述と先の96A6 Czでの叙述とで根本的に異名:るのは，

まさ予にいま上に述べた点なので、ある。そしてソクラテスの自然学批

判の最も基本的なことがらがここに述べられ始めているのだと考え

られる。ソクラテス;久我々が具体的〈感覚的)鏑々の薬物を何ら

かの窓味で把課する時，述語としての「形J (forma) を以でしか

しえないという，ソクラテス・プラトン官学にとっての一つめ基

本的な立場をここで、鳴らかにしようとしているのだと考えられる。

却ち上に述べた (1)， (II)， (III)の事紛jが示している様に，潤え

ば人間が「大きくなる」ド必caVEm/') ことを我々が把議寸る

ならば， 、必caVEra!." という記援の仕方で‘は事態の真相を荷ら明

らかにはなしえないのであって r大となる ("yiYVEσ:9ac'

f.1Eya〆)と しなければならないとソクラテスは自然学の係閣論

批判の背後でお主張しているのである。このことに隠さしては f!議覚

されるものの認識が厳密には，そのものの述認となる形〈上の例で

iま「大J (μEyα8) という )の把識をおいてない!

との訟永氏の鵠摘は首肯きれる宇

ところで，感覚される事物についての， ソクラデスのこの様な記

(これが，白熱学における把握の仕方と異なっているわけ

であるが)は，ただそれだけに局慰されるもので、はなかった。 100
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B1
以下に提起きれてくるイデア原因論がこの把握グ，仕方の中核になっ

ているのである。このことをもっと明らかにする為に前にもどろう。96

C7 -97B3
でのソクラテスの展開している原因批判は，前に述べた様

に，同じ結果に対して相反する原因があることを許容する自然学の見

解では，原因を本当に明らかにはしていないのだということであった。

この為に先ず明らかにしなければならなかったのは，我々が感覚的事

物を把握する仕方が，自然学における様な把握の仕方では，相反する原

因が同ーの結果を生ずるこむを許し或は逆に同ーの原因が相反する結

果を生ずることを許す(例えば「頭一つだけ」という同ーの原因によ

って相反する結果 (A(人)は Bよりもより大きい，或は a (人)は b

よりもより小さい〕を生ずる。 100E-IOlA)ことになる，まさにその

仕組を暴露し，因果関係のないこと(ソクラテスからみての)を明ら

かにすることであった。それが (1)，(II)， (III)の15t割だったわ

けである。そうすると， (I)はこの最も基底的な，-形」としての把

握の意味だけを明らかにしており， (III)はその基底の上に立って，

自然学の原因論が原因を究明していない事態を暴露するのが狙いであ

り， (II)は(1)から (III)へと盛りあがる途上に於て両者をより抵

抗感なく結ぴつける役割を果たしているとみるならば， (I)， (II)，

( III )を緊密な一体とみることができょう。

さてこの， 自然学の原因論の欠陥(ソクラテスからみての)をあば

き出すことが，結局ソクラテスの抱懐する原因論の地盤(即ち，彼の

原因把握の仕方)においてなされているとみられるのである。即ち，

この (1)，(II)， (III)の所論は， 自然学の原因論をソクラテスの

イデア原因論の把握の仕方を以て把握しかえる作業(特に(1 )につ

いての上論参照。即ち， ¥¥ augoVETJα/'からγiγVEar').αt…μEyav"への把

握の仕方の転換)であるということが出来る。この様にみてくるなら

ば， (II) ， (III)の事例も， Hackforth の主張する様に⑬はおかしい

ものではないと考えられる。何故なら，事物を「形」として把握しな

おすことがここでのソクラテスの最も根本的な狙いなのであり，その

様に把握しなおされた時に，自然学の主張する原因が如何に原因とし
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て当らないものかを明白にするのがソクラテスの意図だった筈だから

である。きてこの様に(1)， (II)， (I1I)にみられる，事物把握の仕方の

「形」としての把握への転換が，単にそれに局限きれるのではなし

イデア原因論こそその把握の仕方の中核をなすものであり，又それに

付帯して (II)， (III)の事例がその様な「形」としての把握をされる限

り，即ちその立場に立つ限りは，おかしいものではない， と考えられ

るところの有力な証拠は， (11) ， (III)で提起きれている問題がイデ

ア原因論を述べている箇所で再ぴより詳細により明確にとりあげられ

ているところにあると考えられる。即ちソクラテスは次の様に主張す

る。一一一

ある人が他の人よりも頭ひとつだけドザ X.ErpαA'!j") より大きい

( "/ldl;ωEfuαtっとか，逆により小さい方 (、、出ν EAUττw") が

その同じE頁ひとつだけ (れ τφαdτφτouτqf') よりづ、きい("Eλar-

τωっとか誰かが主張したとしても，それを容認せず，ただひたす

らに，より大きいもの(、、 roμEIl;o〆) の方が他方と較べてより大

きい ("/lEtl;o〆)のは他ならぬ「大J Cイデア〕によって(、、μEyE-

3白川、tlaτbμEyd)osつであり，又より小さいものい τ'oE入ατー

τo〆)は他ならぬ「小J Cイデア〕によって(、、中lXPOτr;rt":"tla 

rキνσμlXρdτ万四，)より小さい("Eλαrτo〆)のであると云い張るのだ。

それというのも，ある人が頭ひとつだけいτtiXErpα入fJ" )他の人よ

りもより大きいドμdc;ovα…EIva/') とかより小さい("EAaττω 

< Et'Vαl>" ) とか主張すれば，先ず第一に， より大きいもの (明白

μac;o〆)がより大きくある (" /lEtc;OV dvatつのも，より小さい

もの (、、 τbEλαTτo〆) がよりづ、さくある (" lλαττov <Elναl>か)

のも，ともに，同ーのものによって ドτφαdτφつなのか，という

反論を喫するし，次には，頭それ自体は小さなものなのに，それに

よってド τ月間卯入月中lXρcrouap") より大きな人 (mduμdl;w")

がより大きくある ("/lEll;ωEfuαl") ということは，一一一要約すれ

ば，ある人の大きいのはある小さなものによってであるということ

いroa/llXρゆロVlμ匂avrtva E/Vαl" ) は，確かに変ではないか，

という反論を喫する， という虞があるからなのだ。
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更に十が八よりも二だけ・即ちこのこと L寸原因によっていOU01V

.. xai oia rauT'TJv吋ναfτfα〆)より多いド 7TA.EIω Eんα/') と主張

して，そのことが「多J Cイデア〕によってい 7入手(hixai oiaτb 

7Tλ'i]lYosつであると主張しない限り，反論を喫する虞があるであろ

うし，又二尺 (τO Ot7TTJXU)が一尺 (ro7TTJXUα10V)よりもより大き

い(即ち，より長い)("f.1EftOV Eんαtつのはその半分によってい ~μÜJEi つ

であると主張して I大JCイデア〕による(〉Eγl:&/')のであると

主張しない限り同様で、あろう。( 100 Es -10187) ( (11)に対応)。

ーにーが加えられた場合，この付加が二となることの原因である

(れτ加 7Tρ6σt9Eσ'iV αtTfανEfuαirou OUO YEvEat9α/') とか，或は

分割された場合，この分割("r加 σx[mv")が二となることの原因

Cあるとか，語ることも警戒きるべきである。具体的な個々物が生

ずる唯一の仕方は，それぞれのものを成り立たしめている固有の本

質ドτijst'ofas 0&σhs txdστOU") にあずかるという仕方なのであ

って，今の例でいうと，二となることの唯一の原因は「二J Cイデ

ア〕にあずかること ド均ν同souaoosμEraσXEO"iレ")で，二に

なろうとする事物はこの「二J Cイデア〕にあずからなくてはなら

ないし，ーになろうとする事物は「ーJ Cイデア〕に ("f.10vaoos") 

あずからなくてはならないのだ。こう王張して，上にあげた付加と

か分割とかいったことを原因とみることを拒絶するのだ。( 101 89-

Cs ) ((III)に対応)。

ここに述べられている内容は，先に言及した様に，イデア原因論に

ついての叙述の一部なのであるが，事例は殆ど (II)， (III) そのま

まであり， しかも更に増補きえきれている。この様に， (II) ， (III) 

の所論は寧ろ 100Es- 101Csに於てより詳細明確に論じられてい

るということは，つまり ，(I)， (II)， (III)における事物の把

握の仕方の転換が，イデア原因論の背景なしに語られているものでは

一⑬
ないことを証拠立てているとエえる。従って (1)，(II)，(III) 

は，次善の策として語られているイデア原因論 (99D4以下， より直

接的にイデア原因論が提起されてくるのは 100B，以下)に，論歩と

しては直接続くものとみられるのである O
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(主主主主lGむ
かくて我々はここでイデア原限論について心饗な絞りに於て言及しな

ければならない。 100B!以下に展略されているイデア原掴論の骨子は

凡そ次の様なものである。先T.r美J(喚問入ovl，つJ替j ド4yα!9ov")

「大J("f.LEγαつ等その惣すべてそういったもの〔イデア〕が純粋に

それ自体で (Vb訪問。 a誌がつ存寂する，という基礎前提が立て

られる(100BS-7 )。次いそその前提からすぐ続いて導き出されること

がらは一一一「もし のもの.l(、5τO TO XαA611 t
f

) のほかに何か

美しいものいれ…円高λλoXCIえ61/
/
)があるならば，それはただ f美

そのもの」にあずかるからいおdすご μEτdxudxefνOU τOU XCIλou" ) 

こそ美しいのであって("xaλov dv似つ， ほかの原器によるのでは

ない。同じことは， どのようなものについても公えるり (100C3_ 6， 

F訳)という論なのでゐる。即ち.f9Uえば具体的な額々の菟しいもの

その様に美しくある(r美し」 は以内)というむを得る〉め

は「美そのものJ (r美」のイうダア}が際罰となっているのだ， しかも

そのことは一般にも云える，という主張である。そして具体的縄物と

イデアとの関係の仕方は理論的に充分には解明きれず，従ヮて，色々

の表現を以てその関係を示そうとしているが，然し5患に角，

も安全確実なド白山λかすαTOVつ見解として，あくまで固執して

らないとされている(100Cg-九九これがイデア原因論の原型であ

る。この立場に立つ限札極端にj;;えば，報反する原留からfii]…の結

果が生ずることもなく，同ーの原因から相反する結果が生ずることも

ないとソクラテスは考えるのである。

だが荷故相反する原因から問ーの結果が生と，或はj可ーの尿器から

報反する結果が生ずる場合，鰭々の事務の生成・消滅・存在の原鴎をと

明らかにしたことにならないのだろうか? この間いに対するソクラ

テスの解答が，自然学の原因論に対する披の批判の核心であり，彼の

抱懐する原密観の基本?もある。ソクラテスがぜデア原図論を最も安

な原因論とみなしていることについて

絞め所論の実勢は凡そ次の様である…一

~~ したカヘ

市

i
Q
叫
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「ぽくの強〈主張するのは，すべて美しいものは『美』によって美

ぃ、という，この点なの荏(、、8UC7XUρ!to，μα1....・H ・ 5τIrφxαλや

7Tavra ra xaλ占xaAa，")。なぜなら， これくらい安全な答えはな

いようにぽくには思えるから。ぼく自身に向って答える場合にせよ，

ほかの人に対して答える場合にせよね。この答えにしっかりとつか

まってさえいれば，けっしてまちがう心自己はないだろうし，ぽ〈自

身に対しでもほかの誰に対しても，このように答えておけば安全確

実だとぼくは信じる。」

「そうするとまた，大きいものを大きくあらしめているもの， より

大きいものをより大きくあらしめているものは w大』にほかならな

いわけだね。また， よりづ、きいものは「ノJ'.1によって， よりづ、きく

あるのだねいxatμEyE&1liρα raμEyaλαμεγ6λαxαl raμdtω 

μdtω xatσμIXρor甲Tt rh tλ&ττωtλarτω;")oJ ( 100D7一E6，

F訳)

然し何故イデア原因論はかくまでに確実で、あるのか，そして又これに

固執しなければならないのだろうか。この理由には相関する二つの面

があると考えられる。ーは，自然学の原因論がイデア原因論からみて

不確実だと考えられていることであり，他は，イデア原因論がそのも

のとして確実性を有っているとみなされているからである。先ず我々

は後者から検討しよう。イデア原因論が確実性を有っとソクラテスに

考えられているのは， まさにイデア原因論の局面においてのみであろ

うか? ，-或る美しいものが美しいのは『美』そのものによる」という

イデア原因論の見解は何か非常に明断な様でいて必ずしもそれ程明噺

ではない様に考え，られるからである。何故なら既に指摘した様に，100

Bl以下のイデア原因論では，イデアと個物(即ち，個物の「形J ) 

との関係は理論的に解明されていないからで、ある?ところがイデア原

因論はまさにその関係(その一つの表現をあげれば「イデアにあずか

る (μHEXEIV)J) そのものが問題となるのである。松永氏の，イデ

ア原因論の局面についての指摘は正しいと考えられる。そして，それ
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に関する理論的展開はプラトンの後期の問題であるとする同氏の指摘
@ 

も，その限りでは首肯される。然しそれなら，ここでのイデア原因論

に対するソクラテスの確信は何に依援するのだろうか。

「ぽくはただ次のことを，単純に，無技巧に，そしておそらくは愚

直に，固執する。すなわち，それを美しくあらしめているのは，ほ

かの何ものでもなしただかの『美そのもの」の現在 (π叩 oua&α)， 

もしくは共有 (XOlIIωlI[a) ，もしくは…・・いや， その関係の仕方が

どうであろうと，それはかまわぬ。その点については，ぼくはこれ

以上何も積極的に主張しようとは思わない。ぽくの強〈主張するの

は，すべて美しいものほ『美』によって美しいという，この点なの

だり (100 D3-8 ， F訳)

にみられる様に，イデア原因論が原因論としてまさに問題とすべきイ

デアと個物の「形」との関係の理論的解明を一応保留として，兎に角

イデアが原因であると確信的にソクラテスは主張しているのである。

そうすると，ここのイデア原因論は原因論としては理論的確信の根擦

を欠いていることになり，臆断にすぎないものとなってしまうであろ

う。それにも不拘，かかる確信が述べられている限り，そこにはイデ

ア原因論の原因論の局面に於ける根撮とは別の理由があると考える方

が至当であろう。論者としては，この理由はイデア論そのもののうち

に見出されると考える。

それには先ず，イデア原因論とイデア論の関連から明らかにしなく

てはならない。というのも，両者ではその問われる局面が少し異なるの

である。イデア原因論は具体的個物の生成・消滅・存在の原因を尋ね

る時 (olarf Y{YIIErαEXαστ011; olaτf dπd入λuταl; Ol企TfZσTl; )， 

始めて問題となってくる一一従って前に言及した様に，イデアにあず

かるということそれ自体が問題となってくる。それに対し，イデア論

の方は， ものの本質規定を尋ねる時 (τftστlV; )， 問題となってく

る。即ち後者の場合は I何であるかJ(τf hτω; )という間いに対し

て答えられる「本質」一一今『パイドン」での言及を参照すれば Iー

q
J
 

n
J
 



プラトンの基本的思考

言にしていえば wまさにそれぞ、れのものであるところのもの』 として

定式づけられる........本質(、、xai rφν 似入(01) EVl入ey守)cl7ravτων 

τキsodσ/αs 3 rVf'x(h刷 ExαστOVOV")J (65DI3-E" F訳)， 

或は「まさに何々であるところのもの

F訳)

(mrb‘αdrb B Eσ!"i ''') J (75D 2， 

と一般的に云われ，個物を超えて，それ自体として恒常的に存
@ 

在するイデアが存在することを知ることの方が問題なのである?然し，

この様に両者の問題とする局面が異なるけれども，イデア原因論はイ

デアE命を前J是としている。 『パイドン』のこの箇所のイデア原因論で，イ

デアの存在を先ず前提しているのはそのはっきりした証左である。さ

て我々は， イデア論が， 中期の「パイドン』以前， 既に初期対話篇に

展開されているのを知っている。 その蔚芽のみられる『エウチュプロ

ン』の所論に，上の問題の解明の手掛りが既にみられる様に考えられ

れる 191 wエウチュフ。ロン』 では既に述べた様に「敬慶」の何たるかが

間われ， その本質(的Jα)が求められている?そしてそれは， どんな
イテ7

行為においても， 自己同一的で変らない，一つの相〔形J(loEα) を

5 D 1-5， 6 E 3-7 i。 ところがその r敬虞」の

イデアは具体的な諸々の敬慶なことがらが敬虞であるとされる所以の

(cf . 有つものである

ものとみなされている。即ち， ソクラテスは次の様にエウチュプロン

に尋ねている

「きあ， それでは思い出してくれたまえ。 わたしが君にお願いした

のは，沢山の敬虞なことがらのうちのどれか一つ二つのことがらをわ

たしに教えてくれるように，ということではなくて，一切の敬虞なこ
エイドス⑮

とがらが敬慶であるとされる所以内まさにそのく一つの〉相そのもの

(、、txEJlノ0α占roro Et'OOS 中村ντατ会5σtα5σ，taEστtν 午を教えて

くれるように， ということであったd (6Dg-lI) 

この様に，敬慶とは何かを問題とするところの， イデア論の萌芽のみ

られる作品に於でさえ，敬慶のイデアと諸々の敬慶なことがらとの関

係は，、むEIIノoαdτbτO Eloos J;吋νてατbBσtα5σtdtστl11 11 という

表現で述べられているのである。 これを wパイドン』のイデア原因論
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ソクラテスが確実なものとして固執している命題「すべて美しいで，

ものは『美』によって美しい」ドτwxαλw 7Tavra訪問入axa入dつ
表現の形としては全く同一であることが知られよう。と較べるならば，

してみれば先に述べた wパイドン.ll100B1以下でのイデア原因論にお

イデア論の蔚芽の段階にさえ淵源しているける因果関係への確信は，

と

そしてそれは，上に述

ということが出来る。

以上から知られる様に，原因として

のイデアとそれにあずかるもの (τむμdkxτ(xa)⑫の「形J(結果)

の因果関係の必然であること(ねばならないこと)⑬を極めて理論的に

明らかにしようとしている。或る美しいもの(具体的個物)があれば，

必ず「美」のイデアがそれの原因なのである。

べた様に，諸々の美しいもの (Taxa入a)が美しくある所以の一つの

というイデア論の確信に裏づけさ

このイデア原因論の因果観は，

なるイデアが必ず存在する，

この様なイデア原因論の因果の把握における必然性からム

「美」

れている。

同ーの原因からるならば，相反する原因から同ーの結果が生じたり，

相反する結果が生じたりすることを認容する もっと一般的に云っ

としてしか把握出来ないというものの見方て，感覚的個物を「形」

因果の

必然性を何ら明らかにしない不確実なものであるとソクラテスは批判す

るのである(か tて先にあげたもう一つの面が答えられたことになる)。

の意味を理解しないところに成り立っている自然学の原因論は，

然しこれまで明らかにして来たイデア原因論は果してソクラテス

の主張する様に本当に安全確実な原因論であろうか。或る美しいもの

そが美しくあるのは「美」のイデアによるのだと主張する限りでは，

の前提として，感覚される個物の認識がそのものの述語となる「形」

の把握をおいてないことを容認すれば，確かに因果の必然性を明確に

既述の様に，

〔イデア〕の存在については，具体的な美しいものが，

〔生成〕現に美しくある〔存在〕にせよ，美しくな

イデア自体としてはその様なことに関わりな
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プラトンの基本的思考

@ 

< ，それ自体として恒常的に存在するということが基本的前提となっ

ていた。既に「美」のイデアにあずかっているもの(ぬ μeDeX，lXoll¥
からすれば，なるほど美しいのは「美」のイデアによるかも知れない。

然し「美」のイデアが存在しているにも不拘，或るもの〔個物〕は美

しくなり(又は，あり)，或るものは美しくないのはどうしてなのだ

ろうか? ，-美」のイデアが，美しくなる(又は，ある)ことの原因で

あるからには， しかも必然的原因であるからには， ものは必ず美しく

なる(又は，ある)のでなくてはならないのではないかノ一一一この

様な考えは，実はアリストテレスが『生成消滅論』の中で指摘してい

るところの，この箇所のイデア原因論に対する批判の要点に近いものな

のであるPこの批判に対しては，論者がこれまで言及して来た限りの

イデア原因論は弁明することが出来ないのである。ではソクラテス・

プラトンは，この様な批判が予測できず，上に述べた限りでのイデア

原因論にただただ愚直にも固執したのであろうか。換言すれば，因果

の「必然性」に不充分なところがあるから，かかる批判に弁明できな

くなるのであるが(というのは，アリストテレスの上の批判は「あず

かる」ことそれ自体に向けられているのではなく，因果の「必然性」

の方に向けられているのであるから)，その当の「必然性」を，これ

まで論者が言及して来た限りのイデア原因論においてのみソクラテス

・プラトンは考えていたのであろうか。我々はこの問題を検討しなけ

ればならない。

既述の様に，ソクラテスは自然学への期待からそれに失望するに到

った経緯を96A6-97B7で、語っている。失望の理由は，自然学の原因

論が因果の必然的関係を解明していないということにあった。ソクラ

テスのこの批判は既にイデア原因論の立場からの批判を包蔵している

ものであって，従って96A6-97B7の論歩は，直接的には寧ろ100B1

以下に展開されているイデア原因論に理論的には連結していることを

明らかにしてきた。ところが，ソクラテスの述懐の進行は実はその様に

直線的で‘はないのである。 97B8からは，それまでの思考の方向とは少
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し異なった一一謂わば97B7まで進んで来た論歩は97B7で一応中断さ

れて一一別の見解が述べられてくる。例のアナクサゴラスの理'性への

期待と決望のいきさつである。ソクラテスは次の様に述懐しているー

私は，アナクサゴラスの，万物を秩序づけ，万物の原因となるのは

理 性 (JJOUS ) である， との説を聞いてこれに期待をかけた。そし

てこう考えた，一一一ー

彼の所論が本当にその様なものであるなら，「いやしくも万物を秩序

づけるのが理性である以上，理性は個々のものをも，それぞれが最

善であるような仕方で，位置づけるであろう?と (Vdu戸 JJOUJJ

@ー
XOσμOUJJτα 7TaJJr，α (XOσμEtJJ) Xα EXqστOJJ rd)uα1 r，α0τTJ O7T刀

ðJJ~空vkf m 97C 4 →) 0 ・・……・ …H ・H ・-…H ・H ・...........・H ・....(IJ 

だから， もし誰かが個々のものがいかにして生じたり・滅んだり・

存在したりするかというその原因をみつけたいと思うなら，その事

物がいかなる仕方で存在し，或いはいかなる仕方で何らかの働きを

なしたり，なされたりするのが最善であるかを発見しなければなら

なし町、?の……ωの均経主主尽忠αb時台犯~ EIJJGI ~ a:Uo 

onOUJJ 7TaσXElJJ 号7TOIEル " 97C 8一D1)。 この考えを推してゆく

と，人聞が本来考察しなければならないのは，人間自身についてで

あっても@lその他のことについてであっても，ただただ何が最上で

の
あり最善であるかだけである いoおむ占λ入。 σX07TEIV 71ρo !7T;X Elν 

àv t9•ρdr1T4} )(α 7TEρ2 α'Urou hdvou Xα 7TEρl CゐU5λλων 占入λ'号

Irb Eozστov 1(Gt roβ正入7:1σrouM 97D 24  )。」

こう考えながら私は，自分の意にかなった仕方でいmτaVOUJJι 
μαuτφ"97D 7)事物の原因を彼が教えてくれるものと期待した。即

ち，彼は先ず大地は平たいものか球状であるかを私に語ってくれる

だろう。そう語ってから更に rその理由(原因)とそれがそうで

なければならないこと(必然性)とを説明してくれるだろう。それ

もより善いということを語ることによって一一一つまり、大地がその

様な形状である方がもともと善かったのだと語ることによってであ
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る (、、 ETrExoarr1σEaeJ.αir加 α/τJαν xαJ τT}lI avayx7Jv，、λEyovτα てえ

んEiVOVxai Ort αbτI'JV Ci.e. y方ν〕huuoubτowur7Jv ELva/ 

97 E 1 -3 ) 0 J ………'"・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…'"・ H ・..……・・ OIJ 

く要するにこれまで論じられて来た色々の事象の原因について，理

性が万物を秩序づけるとするアナクサゴラスの所論からすれば，一

言にして云えば)'これらにとって，現にある様なそういう状態にあ

るのが最善であるということい ht出入口στoναdrbdτωS ~XEiV 

k点必σ向 EXEiグ 98A8-B 1) Jだけを原因と彼はみなすだろう

と私は，思った@ ，だからアナクサゴラスは，それらの個々の事象に，

又万物に共通に，原因を配するに当っては更に突込んで，個々の事

象にとって最善なものと万物に共通の善とを説明するであろうと思

った。 (mtxdσTいOUVαdTφV6TrOOiOOνraτduαfrt'αumJ xotu万

ー、， ，ハ"、"、、、ー'
Trασ'i roιxαστωβEAτtστoν 守Jμ叩V Xαtτo XOiνον TrασiV ETrEX-

、ハ

Oiηγザσε(JeJ.α ay，α必ν グ 98Bl -3 ) 0 J………H ・H ・-…H ・H ・-…H ・H ・..(IIIJ 

……(97B 8-98B 6) 

彼にょせる期待は大きかったが， それがやがて失望に変って行った。

実際のところ彼は理性に事物を秩序づける原因を帰してはいず，空

気とかアイテールとか水とかを原因としていたのである・ H ・-(WJ

彼の所論は次の様な事例に最も近いと私には思われた O 即ち，或る

人が「ソクラテスはその凡ての行為を理性によってド νφ") 行う」

と主張しておきながら，個々の私の行為の原因を説明しようとする

段になると彼はこう主張するのだ。先・ず，私が今ここに坐っている

のは，私の身体が骨と臆などから形づくられ，それらの構造がそう

することを可能にするからである， と。彼はこの様な原因の説明に

終始し，真の原因ド τasφsd入料山 αldas"98E 1)をあげること

を 即ち，アテナイの人達には，私に有罪の判決を下すのが善い

いβEAriOV EIvαi" 98E 2) と思われ，大勢の判断がそうであるか

らして，私としても又ここに坐っている方が善い("sEAτiOV"98 E3) 

と思い， とどまって彼等の命ずる刑を受ける方が正しい("olxmo-
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τEρoν っと思ったということ」を，あげるのを忘、れているのだ。①と
ポリス

いうのも，-国外逃亡よりも，国が命ずるのであればどんな刑をもう

けることの方が正しく立派なことだいふxαtOrEρOJ./....・"'xaixa入-

A toll El'1Iαt " 99A2-3)と若し私が考えなかったら，思うに，この

くここにこうして坐している〉臆や骨は，最善を求める思いにはこ

ばれてい urrooocr;s供ρdμEIIατousEAdστov" 99A2)，とつくの昔

にメカ*ラかボイオティアの辺りに千子っていたことだろうからだ。」

(98B7-99A4) 

こういった種類のものを原因だと呼ぶのは全くおかしいが，然しこ

ういったもの，つまり，骨とか臆とか云ったものを持っていなけれ

ば自分の思うことをなしえないのだと云う人があれば，その人の云

うことは確かに本当だろう。けれども，私の行う行為を，理性に

よって行っているにも不拘，これら骨や臆などによって行うのであ

って，最善なるものを選ぶことによって句、。 τousd.darov al-

〆σEtJ" 99B1)ではない， とするのは甚だ軽卒な論と云わねばなら

ないだろう。というのは，-本当の原因と，それがなければ原因は原

因としての働きをなしえないところのものとは，別々であるい百人ー

入。 μdurftσrt roαfをtOUT9 5uτ(" ， 在入入o()，量 Èx~1 lJ O aνW 0(; 

roαj'τtoll oux av rror' El'r; atrtoll") J ということをはっきり出来

ないからだ0 ・…....・H ・-…...・H ・'"・H ・・・H ・H ・........・H ・........・H ・..…………・(v]

自然学者達は，この様な副原因 (σVllα/rtα)⑬に当るものを本当の

原因とみなしている様に私には思われる。例えば或る人は，大地が

天空によってこの位置に保持されているのは，大地をとりまく渦動

が原因だとする様にである。……「これら天地万物が現在，最善の

位置を占めるような仕方で置かれていることを可能にした力("吋ν

...r;pu ts OEOντEs点主史芝 αdτむ長岐照tOUναμtll ourω山 ν

XEIσ，19，αt " 99 C 1 -2) Jを探求しはしない。「善という，必ずまさしく

そうなくてはならないくように万物 (cf."eiπαUTdん99C4Jを結束す

るところの〉ものが，文字通りく万物を〉結束し統合を保つという
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⑪ 《
ことを，彼等は全く考えないい J)8 aAr;aωS TO ay，α品 11](αl aEoll 

σVlItJElνxαiσVIIEXEtll outJを11lofollτα" 99 C 5-6 ) 0 J 

この様な原因ド吋S TOtα白加 αfrfαs" 99C 7) を誰からも教わる

ことも出来なかったし，自分で発見することも出来なかった。それ

で私は，期待する原因のく理論的〉探求のため，苦心して「第二の

航行J (次警の策)(tJEUTEρ08 JT:AOU8) を行わねばならなかった。

. (99A4- D 2)。 (97Bs-99D2 ) 

以上97Bs-99D2の述懐にみられる様に，ここでソクラテスは，アナ

クサゴラスの理性原因説への期待と失望の経緯に纏綿して，彼の期待

する原因像を始めて我々の前に示している。そしてその箇所が自伝風

物語の山になっていると解きれる。何故なら，この箇所に続〈述懐は，

かかる原因像を理論的に探求しようとする「次善の策」が述べられて

いるのであり，そこでは，この箇所に示された期待される原因像が究

明きれ終った様にはみられないからである。(このことは後に論究。)
ヌース

きてアナクサゴラスの理性原因説もやはり「自然の研究」と謂われ

る知識に属する。それなのに，この理性原因説に関連して始めてソク

ラテスの期待する原因像が提起されるのは何故であろうか。この問題

を検討することは， 97Bsから，それまでの論歩が中断されて，別の見

解が登場してくる所以を明らかにすることにつながるのである。

先ず我々は，何故アナクサゴラスの理性原因説に，ソクラテスはこ

れ迄とは違って関心と期待をよせたのか，を問わねばならない。件の

アナクサゴラスの説は r理性(1I0US ) が万物 (πbτα)を秩序づけ

る (tJtα](0σμElll)J (97C1-Z) と云う内容である。ソクラテスは勿論

ものの生成・消滅・存在の真の原因を求めている故，原因としての理

性に関心を寄せたとは考えられるが，然し更に立ち入ってこうも問う

ことが出来る。一体ソクラテスはアナクサゴラスの理性原因説にどの

様な意味でこれまでとはちがって関心と期待とをよせたのだろうか。

「理性が、村ντα を秩序づける」という点なのか，それとも「理性が万

物を &α]( 1). σμ~.7j;する」という点なのだろうか。この箇所の冒頭の，
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アナクサゴラスの所論とソクラテスの期待する原因像との関係を示唆す

る一節が，そのことを明らかにする手掛りを与える様に考えられる。即

ち，万物を秩序づけるのが理性であるとするアナクサゴラスの主張に，

ソクラテスは，その理性は又個々のものをも最善であるよう位置づけ

るだろう， と期待するのである(上掲の要約的引用の CIJ参照)。

これにみられる限りでは，ソクラテスの最大の関心は「万物」にある

のではない。ソクラテスはここでも依然として最初の問題「個々のも

の (h何 回ν) 云々 J(96Agー10 )を固執しているからである。寧ろ「秩

序づける」にあると考えられる。即ち，-秩序づける」とアナクサゴラ

スが主張するのなら，-最善であるように位置づける」のであろう， と

ソクラテスは期待しているところに彼の強い関心が示されているとみ

られるからである o かくて上掲要約的引用 CIJの一節の意味するも

のは次の様である。ソクラテスは「秩序づける」ということをきいた

時，当然のことながら直ちに「最善であるように位置づける」という
@ 

意味をそこに読みとって共感したのである。そして事物を秩序づける

もの(原因となるもの)があるとすれば，そのものこそはまきに「理

性」であろうと彼は考え，アナクサゴラスの説に快哉を叫んだのだと

解される。だからこそ，アナクサゴラスが実際は「理性」を原因とし

ているとは云えず，-空気」とか「水」とか云ったものを原因として立

てていることが分ると，ソクラテスは失望せざるをえなかった(上掲

の要約的引用の CN)参照)。ということは，空気とか水とかは，事物

を秩序づけるものとしてふさわしくないと彼は考えているのである宅

ところでこの様なソクラテスの思考の歩みの分析を通して知られるこ

とは，この個所では，最初からソクラテスはものを動かす(生成・消滅
しか

・存在)原因とはものが然あるのが最善であるとする根拠といったも

のでなくてはならないという考えをいだいて，その様な原因の理論

的解明を模索していたのであり守そうした際にアナクサゴラスの万物

を秩序づけるのは理性だという説をきいて，それによーって自分のその

希望が満たされるものと思った， ということである。アナクサゴラス
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の理性原因説がソクラテスの蒙を啓いたのではなく，

第一に以上の様な意味で(他の意味については後に明らかに

される)，ソクラテスの期待する原因像を吐露する切掛になったとみ

アナクサゴラス

の説は，

られるのである。

次に，では何故この段階に於てアナクサゴラスの説を持出し，それを

自分の期待する原因像を吐露するという述懐の順序を踏んだ切掛に，

のだろうか?一一一この問題は前に提起していたのであるが，今それを

検討する段階に立ち至ったのである。先にも述べた通り，論歩は寧ろ

97Bsから100B1へ (100B1の叙述は，その序として99D4一100Asを

と云ってもよい)の推移の方がスムーズの様にみf99D4へ」有つ故，

それそれを敢えて論歩の転換をはかったからには，られるのである。

(話が論理的展開というよりはなりの理由があるとみるべきであろう

述懐といった形 「自分の経験したことを話すJ 96A2 をとって

いる故，勿論思いつき的な要素も話の進行に介在しているかも知れな

だがそれは，出来る丈理由を探してみつからない場合に限って考
。、
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ソクラテスが自然学の説く97 B 7までに於て，慮されるべきであろう)。

それの因果の関係の不確実さ原因について最も云いたかったことは，

(勿論ソクラテス・プラトンからみての不確実性ではあるが)であっ

イデア原因論の基礎になた。その不確実性をあらわにしようとして，

としての把握の見地(既述)がとられっている，感覚的事物の「形」

たわけである。従って， 97B7までの述懐の進行でソクラテスの最も

因果関係の確実な原因，即

真にそれぞれのものを動かす(生成・消滅・存在)原因を見出そ

うとする意図である。この様な，ソクラテスの原因探求の積極的な意

裏を返して云えば，云いたかったことは，

ち，

どの様に関連す図と次に展開されるソクラテスの期待する原因とが，

るのかを明らかにするにはソクラテスの期待する原因像をもっと明白

に検討する必要がある o

さてこの箇所でソクラテスの期待する原因像と自然学の原因論批判

自然学上の事例とソクラテスのは，上掲の要約的引用に明らかな様に，
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もち出した人聞の行為の事例の二種類の事例によってなされている。

先ず最初は，アナクサゴラスの理性原因説がソクラテスの理解する様

なものだとすればという前提に立って自然学上の問題が検討されてい

る(特に上掲の要約的引用の (IIJ参照)。ソクラテスはこう考える。ー

アナクサゴラスは自然の研究者にふさわししよく取り上げられる問

題について，例えば大地が平たいか球状かを語ってくれるだろう。そ

して更に，大地が平たければ平たいなりにその理由(原因)を説明し

てくれるだろう。だが理性が万物を秩序づけると主張している彼のこ

とだから，自分(ソクラテス)の理解が正しけれは、，彼はその原因を

「大地が平たくある方がもともと善かったのだ」という風に，そのも

の(つまり，結果として或る特定の形をえているもの)にとっての

「善」という仕方で説明するであろう。大地の場合のみでなく太陽や

月や其他の天体の諸現象についても凡て，そういう風に rそうある

のが最善である」という様に原因を提示するであろう。だからものを

動かす「真の原因J (cf. 98El) を求めようとするなら，そのものが

如何なる動きをするのが最善か，それを見出すことだ， ということに

なる(同引用⑤参照)。一ーところでこの様な原因把握の意味するもの

については，次に述べられているところのソクラテスの行為の事例を

みるならば，事態は我々にとってもっとはっきりするであろう。即ち，

ソクラテスの行為の原因は，自然学の原因論からすれば身体の骨や臆

の構造や機能ということになるが，それは謂わば副原因なのであって，

行為の真の原因を当てていない。ソクラテスの牢獄に坐していること

(結果)の真の原因とは，ソクラテスが脱獄せずにこの卒獄にこうし

ているのが最善だと思われたことなのだというのがソクラテスの主張

なのである(同引用の (VJ参照。)

ソクラテスのこの主張が，明らかに人聞の行為を目的々とみなした

上での分析であることは，直ちに我々にも分りはする。そしてこの行
@ 

為を，アリストテレス流(四原因説)に分析して，真の原因として，

「善」という目的因とそれを把握して(つまり「善いと思う」或は
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「最善なものを選ぶことによって」上掲要約的引用の⑦参照)行為に

移す「理性」という始動因(アナクサゴラスの理性原因説からの話の

展開として， これは予想きれうるとも云える)とが示されている様に

も解きれる(アリストテレスの見解にみられる目的因と始動因との内

@ 
的関連についてはここではふれない)。そしてアナクサゴラスの理性原

因説への期待と失望という話の展開からして，ソクラテスの行為の事

例でも「理性」という始動因に重心がおかれているのだと解釈出来な

くもない。然しながらこの様な解釈がこの箇所の所論に対して完全に

的中しているかどうかはなお検討を要するであらう。その審判者は矢

張りソクラテス・プラトンの言であると考えられる。!!パイドン』の

ここに事例として示されているソクラテスの行為の分析をもっと詳し

く展開していると思われるのは「ゴルギアス~ 467E -468Bに述べら

れている見解である。!!ゴルギアス」のこの箇所に，同篇の主題の展

開の途上に組こまれているがソクラテス・プラトンにとっては基本的

な一つの主張，即ち人聞の行為ド TOtEIlノウ cf.467 C 9， or " 7TtaTTEt lJ砂

cf. 467 C 5-6 )は凡て善を目指しているという見解 (468B7-8)が提示

きれている。この主張の説明に，実は「パイドン』のこの箇所のソク

ラテスの行為と同じ「坐る J (JCa8ijσ!9atl (!!ノ f イドン~ 98E， !!ゴル

ギアス~ 468Al) とか，又「歩く J (βαOlsEtlJ) (468A2) とかいった

行為について甚だ興味ある分析がなされているのである。そこでは，存在

するもの (Taovm.lは「善いもの」と「悪いもの」と「それの中聞のもの」

に分けられ (468E 1-3)， I坐る」とか「歩く」とかいった人聞の行為は「時

には善いものとなるが，時には悪いものとなり，また時にはそのどちらにも

、ならないものJ (" a f.lJlOTEμElJμEτEXEtτou ayar9ou， tlノlOTEoE TOU 
補注(Q.;

JCaJCOU， f.lJlOTE O'をOUiiEτEρOu" 467E-468A)であって，即ち「善くも悪

くもないもの」或は「中聞のもの」ド吋 μ~TE ayα品 μポτEJCαJCa" 467 E6， 

V占μEmtdH468A5)とみなされている。そして人聞はそれらの中聞の

ことを為す時は，それは善いことの為に ("EVfJCEJJτtbudγαt9wvっそうする

ド 吋 μETaCU・-・7ρaTτOUσlV!'} のであるが，反対に中間のことの為に
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(明 <tJJEJCEJJ>τWJJμEr，αgu")善いことをする(れ τaya.t9aく庁ρdτrouσtレ〉か)

ということはないとされている (cf.468 A 5 - B 1 )。ところがソクラテス

は，この「中聞のもの」は人聞の目的々行為として活動する時，即ち

「善」という目的の為になされる時 I善いもの」となるとみている

と解されるのである。ソクラテスはこう主張する。ホ τoaya{}.o JJ apa oω， 

JCOJJτεS JCαiβαoil;，oμEνgταJJ s，αo(1;，ωμEJJ， O/O，μEJJOI β4λτIOJJ dνα1， 
V rl 【ー

Xα ro EJJαντ10JJ EσtαμEJJ 0 ταJJ E στωμEJJ， rou αurou EJJEJCα.τOU 

&ya {}.O 0グ(468 B 1-.) (1してみると，我々が歩くのも，それは善を求

めて歩くのであって，歩く方が善いと我々?思うからなのであり，反

対にまた，立止っているのも，同じことを目的として，つまり善のた

めに立止っているのであって<立止っている方が善いと我々が思う

からなのである>oJ) 我々はこのソクラテスの言葉を検討してみなくて

はならない。先ずホ roayα{}.OJJ....OIWJCOJJHS"とホ ofdμEJJOIβEArtOJJ

dνα1 (SC. h，μtJJβα訂作tp)FFとは上の文章のなかでどんな関係にある

のだろうか τbdγロ{}.OJJ OlφJCOJJτE8 "1土、rouαdroa ruEXα，τOU 

ayα{}.O U '/と同じ意味と解さざるをえないことは contextの上から明白

であろう。そうすると、 τoayα{}.OJJ OlφJCOJJτESかは柄。fdμEJJOIβEAτIOJJ'

duα1 (sc. hμ(JJ sαOII;，EIIノ)ウと全く同じ意味とはとれない。ソクラテ

スは先に， βαOil;，EtJJの様な中間者は善いことの為に (mElノEJCEIノTφν

dγα{}.wνつなされはするが，逆の関係にはならないとわざわざ念を押

しているのである。ではい ofdμEν01βぜ入rtOJJ EtVα1 (SC.キU.IνβαOi-

I;，EIIノγの意味するものは何か。それは「歩く J(βαOiI;，EIJJ) という様

な，単にそれだけでは善くも悪くもない中間者とされている行為が目

的々(即ち「警の為にJ( "EJJEJW rou ayα{)ou勺，或は「善を求めて」

(''ro aγα{}.OJJ OUiJJCOIノτES"))である為には Iそうする方が善いと思

われる J (、、ojdμEν01 β話人τtOUEjuα1(sc.五μfルβαo(t;EIν)つという理

由づけがなくてはならない(これが I善くも悪くもないものくとし

ての「歩く」行為〉が時には善いものとなる J (上掲)場合)というこ

とを示している。従って，この理由づけれOiO;I.EJJOl 出入τtQJJ EIναt 

戸ヘ
υ

A
斗
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(sc. ~f.1lv saoitEI V)"があればその行為は呂的々であることい bua

roGdγα190[/づを示していると云いうるIrバイドン』の件の，ソクラ

テスの牢獄に坐している行為の事伊Hこたちかえってみると，その行為の

本当の原器は，要する iニホ 8n" ・.~μ Ol β訟でtoV....ÒÉÒOlf.TaI むt9á泳

瓦α均σt9at" (rここにきをっている方が善いと私には思われたこと J 98 

E2吋)だとみなされている。この文句は鳴らかに fゴルギアスsの前掲

求。fの:.tEVOIβぷTtOV韮lVGl (sc.和lvβ'aoltwlJに対応していると

解される。しでみると fコ、、ルギアスJ の上掲の一文の分析にもとづい

て rパイドンJ の件のソクラテスの行為について云えることは，彼の

、i1vt9aO'E閥均σt9alかという行為はそれ故詩的々であること，又ここ

では「替の為にJ (~))Elf.G roD &yat9oD)が fゴルギアス.JJ468Bl-4 で

の様に設業としては表現されていないだけだということで、ある。して

みるとIi'パイドン』でのソクラテスープラントンにあっては，人織と

しての行為はそもそも話的々でなくてはならないとみているのであり，

それの真の原劉としては，その持為の方を「より饗しj とする所j;J.の

という詩的関が「報性j とし寸姶動欝よりも前言語に持出されて

いるとみる

そし

でみる。

ついての，この識な分析によってえられた民

自然学の領域の挙憐にも当てはまるものとされている。

かくて97Bs-99D2にきさげるソクラテスの裳は日

に立つてなされているものとみることが出来る。~

する批判も97弘以前とこの欝汚?とでは批判の局躍が違っている{後

の場合，持;ニソクラテス

自然学者が人間の行為の療器とし るとされている

i設や磯能に対するソクラテスグ〉捻特と，段述の97B8以前の総

の原田に対するソクラテスの批判とを比較してみるならば明白であろ

う)のも， この麓所が毘的論的立場を建立捺しているところに湾出があ

ると考えられる。上論が審議強される所以である Q

以上の様に考察してくるならば，この節訴のゾクラテスの識待する
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原因像は理性原因論というよりは寧ろ善原因論と称して至当とみなさ

れる?そのことの至当性を最後に保証するものは，この箇所の「善」

の頂点に、，oay.α品 νxα oEOν" (，善という，必ずまさしくそうな

くてはならないくように万物を結束するところの〉ものJ)が真の原因

として提起されていることである(上掲要約的引用の①参照)~この

様にみてくると，ソクラテス・プラトンは始動因的モメントをここで

はむしろ「善」という目的因に淵源せしめようとしていると解される

のである。もっとも，この様に四原因的に分析することは，アリスト

テレスの原因論に拘束された見方とも云えるであろう。ここでソクラ

テス・プラトンは「真の原因」をむしろ「善」とみなしたとするのが

忠実な解釈と考えられる。従って『パイドン』のこの見解は『ティマ
デーミウールゴス

イオス」の制作者よりはむしろ『国家』の「善のイデ、ア」の方により

直接的につながってゆくと解される。このことは以下の分析によって

もっと明らかとなってゆくであろう。

では一体， 97B，までのソクラテスの原因探求の積極的意図(既述)

とこの善原因論との関係はどうなのであろうか。この問題を明らかにす

ることが又，先に述べた様に97B7までの所論から97B8以後の所論の

転換がなきれた理由を明らかにすることになると共に，ここでの善原

因論をもっと深く理解することに資することになると考えられる。ソ

クラテスはこの善原悶論によって「善」こそは因果関係の最も確実な原

因であることを示そうとしているのである。それは，彼が，期待する

原因のことを「必然性J (allay.切) (97 E 2)ともみなしていることに先

ず現われている(上掲要約的引用の (II]参照)。この「必然性」の意

味は「善」と無関係で、はない。何故なら，彼はかかる原因を「善とい

う，必ずまさしくそうなくてはならないくように万物を結束するとこ

ろの〉ものJ (" ，0 ayat9olI xai OEOll") (同引用の①参照)と述べて

いるからである。この一匂がこの箇所でのソクラテスの期待する原因

を最も端的に表明しているとみられる。してみれば，ここで云われて

いる原因の必然性とは，原因Aから必ず結果Bが生ずるといった，た
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だそれだけの意味での必然性なのではなし「結果Jが必ず「それが最

善だったから」という「善」による理由づけ(原因)にもとづかなく

てはならないという意味の，目的論的見地よりの， avaYlCTlなのであ

る。要するに「善」は針。νとみなされ，そしてその意味で「善」は

dU6γxη としての原因とみなされているのである。この様な意味の原

因であって始めて因果関係の内的に最も確実な原因である，何故なら人

間の行為(即ち目的々行為)の因果関係に徴してみるならばそのこと

が最も明らかに分る， それに反.して自然学の原因論はこの種の原因を

提示していない(このことも人聞の行為に徴すれば、より明らかになる)，

とソクラテスは主張していると解される。この様に目的論的基盤に於
しカ

て，真に「万物をまさに然あるべく結束する善」である原因というも
しか

のは，いついかなる場合に於ても，まさに然あるべき適切な結果を将

来する筈であるから，かかる原因にあっては，先に言及したアリスト

テレスによって提起された様な非難は，この後に展開されているイデ

ア原因論に対しては有効であっても?この善原因論の意図するところ

には通用しない。アリストテレスの指摘している欠点に対しては，ソ

クラテス・プラトンは善原因論で以て意図としては充分に応えている

とみられる。以上の考察によって， 97B8での所論の転換の意味が理

解出来ると共に，因果関係の最も確実な原因としての面からの善原因

論の意味も明らかになったと考えられる。

然し，ソクラテスの提起している善原因論はそれだけの意味に止ま

らず， もう一つ重大なモメントを包蔵していると考えられる。それを

明らかにする手掛りとして，先ず二つの事実をあげよう。第一に，最

初ソクラテスは，個々のもの (EXασrov )の生成・消滅・存在の原因を

尋ねた (96A叩)。第二に，この善原因論の述べられている最後では，

「善という，必ずまさしくそうなくてはならないくように万物(在Travτα)

(99Cけを結束するところの〉ものJ(原因)が「文字通りく万物を〉

結束し統合を保つ」と主張されている (99C5-6， もっとも，原文に忠

実には，かかる原因を自然学者達は全然考慮していない， という形で
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述べられているのであるが)。最初は「個々のもの」の原因が尋ねられ，

終りに「万狗」の原因が示唆されているが，この転向の事実を我々と

してはどう理解すべきであろうか。この問題を検討する前にもっと数

多くの客観的事実をあげるべきであろう。アナクサゴラスの理性原因

説とソクラテスの期待する原因像との関連を示す97C <1--6の一文(前掲)

にこの両方のモメントが並存している。即ち，アナクサゴラスは「万

物J(吋ντα)を秩序づけるのが理性だと主張する，それに対し，それ

ならその理性は又「個々のものJ(i!x.arrrov)をも最善であるように位置

づけるだろうとソクラテスは期待2する。この「個々のもの」は明らか

にソクラテスの最初の問題提起にみられる「個々のものJ (97 C4-6 )の

繰り返しと解される。更に rアナクサゴラスは，それらの個々の事象

に(mbdστ守)'f )又万物lこ(ホ 7Tδσ'1" )共通に，原因を配するに当っては更

に突込んで，個々の事象にとって最善なものド、 roEx.aστ守)sE:入τtσrov")

と万物に共通の善(、、 τOX.Olνov 77白 lV....O:yαe)ov") とを説明するだろ

と思った。 J (98 B 1-3) という一文にも「個々のもの」と「万物」とが

並存しているという事実がある。もっとも，この一文の前には太陽や

月などの個々のものが取りあげられている。従ってこれらを指して

「個々のもの」と云っているのは事実であろう。然し若し「万物」と

「個々のもの」の関係が，単に総体と部分の関係にすぎないとしたら，

何でこの様に r個々のもの」と「万物」とを並列させた， まわりくど

い表現をする必要が必ずしもあろうか?寧ろ「万物云々」で片付けら

れでもよいのではなかろうか。ここにもソクラテスの最初の聞いの「個

々のもの」とアナクサゴラスの所説での「万物」が尾をひいていると

みれば， この一文の蛇足ともくどいともみられる，両者の並列がより

意味あるものとして理解されるのではないかと考えられる。では一体

この「万物」と「個々のもの」の意味するものは何であろうか。

アナクサゴラスの「万物(7Tavτα)を秩序づけ，万物の原因となるの

は理性である」という主張は，タレスに始まるイオニアの自然学以来

の，少くともソクラテス以前の自然学に於ける，基本的な聞い「万物
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{村山Q:)の原理(む1.1;)(郎ち，原国 {αfrJG:dhouけは何かJ Iこ

対する典型的な答えの一つであると解されるのである?(勿論その上で，

嫡々のものに関して問うことは一向 えないο)これに反して， ソ

クラテスの関いはどうして「個々のもの{ゐασ切りが去々J(96A.-心

とされたのだろうか?一一一「生成・消滅について全般的;司令 Bλwsっそ

のj京国を建設まして論究しなければならないJ( 95E 9) (ぞれならは所

ゾグラテス封、前の初期自然学者還の様に「万物の云々」という発想に

なりはしないかとも考えられる)とソクラテスは意筑込んでいるにも不拘。

ところで， 97Bs以前の自然学の!京国論数判の基底には，援にイデア原

悶議の考え方の基本的なものが潜んでいたことは慨に明らかにして来た。

ところが， ソクラテスが最初に「個々のものの生成・諮減・存在の原

た時 (96A十 10)，その問いそのものに既にイデア論の基本的見

解(上とは思Ijの題関の)が謹んでいたた考えられる。ではこの，ソクラテ

スの「飽々のもの〔ふαστov )の生成・消滅・存在の原国は何かjという

間い (96A9-l0，97C6-7)と，彼の抱捜しているイデア原因論〈勿論その

蒸盤としてのイデア論合含む)とはどの様な罷孫があるのであろうか。

少くとも Fパイドン品に述べられているイデア原盤論からすればJ鰭々

のものの生成・清滅・存夜のJ~INJ を問う仕方以外ないのではないか。

その理由はイデア原因論一一一ひいてはイデア論そのものにあると考え

られるのでるる。 100B，以下で明瞭な形で臆隠されているイデア原

悶論で先ず前捷として立てられているイデアは「 ゃ F普』や f大」

や，そのf釦してそう云ったものJ(前 rlXQ:λOV ....Wl aym9らlJXα}的 γG

xα;込λ入α7Tavra" 100 B6-7)といった諸々のイデアである。この様な

イデア(按数)についての見解は前にも言2えした様に，既iニ当籍の前

の方で n大きさ s や T健康」やi'~g長さ』やその地，一言で云えば，

九てのく具体的〉事物のそれぞれが fまさにそれぞ、れのものであると

ころのもの』と云われ ;こ在るものト…""Jド…μeyE{)ovs

… Uyl旺fgs，tbX608p 瓦a? rゐu Eλ入ωレ dlJj λdγ守p d77dぞTων 古寺s

ouo'ias o rVrxaVEI haσrOlJ OV" 65D，c E，). flr美そのもの』
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そのもの』や自義sや『敬廃J. るに rまさにイ何々であるところ

のもの』という刻印を我々がおす九てのもの…J(丸山必τourou xαλou 

xα2α占τouτOU&γa&ou xat IJcxαJOUEGJOσ[OV xαl omoρλEyw， 

a7ra).lrων 0[8 Emぴゆ'paγc?;oμE&aτo '''aur占8 4'στ ・."75Cn -D2)， 

(更に78D3-4そも参照)という様に連べられている。以上の見解に明

らかな様に，イデアは原刻的には，凡での具体的な薬物がそれぞれ或る

特定め形あるもの(即ち，何々であるもの〉として我々に把擁される，

その当の「形」だけ.々の犠類があることになるであろう o (ぞうす

ると……? もっとも Fパイドン』の段階ではイデ、ア論についてのこの

様な反省、の方向に肉つてはいるのではないJ 上の引用の意味するもの

は，見に角 r美Jr養J ri正義Jr敬慶J r大Jr等J r健康J r強き J

々の色々の4テゃアが存在すると主張されていることである。この様に

色々のイデアの並存が認められているイデア論め設階では，万物(.，rollrα) 

の原因となるイデアという考えは出てこないと考えられる o もっとも

「凡でご美しいもの(吋U切吋 mλ6)は F美J (イデア)によって奨し

いJ，r凡て善いもの(吋U均 τaayat9a)は f萎J (イデア}によって

善い」等々とは云うことができる (cf.lOOD7)。黙しこれらの「凡て

( 7r&).I叩)美しいものJ. r凡て{村uτα)善いものJ 等々は「万物の

原理・原鴎j を問題とする自然学に於げる「万物J(時U吋)に比して

は寧ろ「個々のものJ (むαoτ0).1)fこ近いものと云えるでふろう。

物の生成・捕減・存定の版協は?J ではなくて「倍々のものの生

成・消滅・存夜の原詩は?J と問う発懇がなされる所以であると考え

られる。

イデア原因論と自然学~の壌国論と善原悶論とをこの議な角度からみ

る時，ソクラテスの携持している善原理論の意味するものが新しくお

に明らかになってくるであろう o郎ち，諸々のイデアの並存を諒捷とす

る Fパイドン』のイデア原田論では果たしえない，万物の原国(単数)

を明らかにしようとする，笈智の原因論としては当然の，課題を果だそ

うとしてソクラテスの提起しているのが警療、罰論なのだと考えられる
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(かくて，アナクサゴラスの「万物を秩序づけるのが理性である」と

いう説の「万物」にもソクラテスは関心があったということが明らか

となったであろう)。 即ち，この善原因論は，万物を問題とする自然学

の原因論に対抗してソクラテスの提起した，期待する原因像を描いて

いるという面をもっと考えられる o ぞれ故にこそ「善という，必ずま

さしくそうならなくてはならないくように万物を結束するところの〉

ものが，文字通りく万物を〉結束し，統合を保つということを，彼等

(自然学者達)は全く考えないJ (上掲①参照)とソクラテスは強く

云いえたのである。一切の事物の究極目的的原因としての「善」がこ

こに提起きれているのである o

この善原因論が，そこで展開されている限りに於ては，理論的基礎

っーけを有たず，期待的原因像の叙述であることは，所謂「第二の航行」

以下で方法論的に反省されたイデア原因論が展開されていることから

明らかではあるが，然しそのことは，ここの善原因論が全く何らの論擦

も有たない単なるヴイジョンにすぎないことを意味するものでもない
ミュトス

し，又ここの叙述が説話でないことも明らかである。従って我々は善原

因論の依嫁している何らかのロゴス的な理由を探す正当性を有つこと

になろう。善原因論の叙述(9788-99D，)は，アナクサゴラスの理性

原因説を中心とした部分と，その理性原因説を批判してソクラテスの

提起したソクラテスの行為の問題を中心とした叙述とに分けることが

できる(上掲の要約的引用でいえば(wJ以前とそれ以後)。前者の
Lか

場合では，事物の然あること一一例えは大地の平たくあること一ーが

最善であるとする理由は専らアナクサゴラスの理性原因説に依捜して

いるわけであるが， これに反して後者の場合，ソクラテスの牢獄に坐

しているのが最善であるとする主張の根擦は，アナクサゴラスの理性

原因説でもなく(アナクサゴラスの主張する「理性」は万物の原因で

はないとソクラテスによって既にきめつけられている)，他にもない。

ただただソクラテスの行為の分析にもとずいているだけである。更に

この後に述べられている自然の事象の事例での原因の問題 (998-C) 
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は，ソ.7ラテスの行為の分析の結果に依捜しているにすぎない。以上

の検討から云えることは，この善原因論に於て，その根捧となってい

るのはソクラテスの行為即ち入聞の実践であり，それを範型として他

の事柄をも把握してゆこうとする思考の歩みがみられるということで

ある?そのことは，ソクラテスの次の言葉にも裏書されている「…人

聞が本来考察しなければならないのは，人間自身についてであっても，

その他のことがらについてであっても，ただただ何が最上で、あり最善

であるかだけである J (上掲の要約的引用のの参照)?これと殆ど同

じ考えが Iに於て指摘した『ソクラテスの弁明.!I36C5-Dlにみられる。

この思考の歩みはそれ故 wソクラテスの弁明」と『パイドン』の「ソ

クラテスの自伝風物語」とにみられるソクラテス・プラトンの思考を

貫く一つのモメントと考えられるのである。

きて I万物をまさに然るべく結束統合する力を有つ善」なる原因を

く理論的に〉把握出来なかった?そこで苦心して次善の策を講じなけ

ればならなかった， とソクラテスは述懐している。この様にして以下

(99D4臼)に展開されるのが， ヒュポテシスによる考察 (lclnro()E-

σEωsσxEψ18 )或は理論的考察 UII入OrOl8σdψ18) と謂われている

方法である。そしてこの考察の実質的内容として展開されているのが，

既にその要点については言及したイデア原因論の原型である。この「第

二の航行」が荷っている課題は善原因論の理論的基礎づけであること
ヒユポテンス

は疑いえない。然しその為には最も確実な基礎前提に依揚せざるをえ

ない (cf. 100 A3-4 )。こうして提起されたのがイデア原因論の原型で

ある。それは，既述の様に，何よりも先ず「善」をも含めた諸々のイ

デアの並存を立てざるをえない論なのである。だがこ (l)様なイデア原

因論が，上述の使命を果たしうるかどうかは「ソクラテスの自伝風物

語」の箇所は勿論『パイドン』では明らかにならない。尤も 103-107 

にはイデア相互間の必然的結合と拒斥の論が多少は展開されているが，

それを以て善原因論を直ちに基礎づけることはできない。イデア原因

ハ
d

F
」

D



プラトンの基本的思考

論が善原因論を理論化するには，善のイデアを頂点とした諸々のイデ

アの hierarchyを理論化しなければならないからである。 Bluckがプ

ラトンはこの段階で「善のイテゃア」を抱懐していたとの見解の下に「善

のイテ。ア」が述べられなかった理由を色々あげているが司得的で、はない?

ここで纏実に主張しうることは，(1)存在を善によって基礎づけよう

とする善原因論は，ソクラテス・プラトンの根本モチーフである善の

探求にもとづくものであること， (2)但し，存在の把握に関してソクラ

テス・プラトンが確信していた理論はイデア論，ひいてはイデア原因

論であり，その際 theoryとしては，-善」をも含めて諸々のイデアの

並存から出発するしかなかったこと， (3)イデア論・イデア原因論は善

原因論の理論化を課題として荷わなければならなかったこと(という

のは，ソクラテス・プラトンの上述の根本モチーフの理論化はイデア
J 

論にたよるしかないであろうから)，以上の三点である。

以上の様にみてくる時，-第二の航行」の意味する「次善性」を，

内容的にみて，余りにも緊急的・当座のしのぎ的に解することは当を

失することになるであろう。それはむしろソクラテス・プラトン自身

の唯一の理論としてのイデア論，ひいてはイデア原因論の提起の途と

して，そのとるべき唯一の途だったと考えられる。然し万物を統合す

る善原因論の理論化を課題とする限り，それからみれば，-善」をも含

めた諸々のイデアの並存を提起する基礎前提から出発するイデア原因

論の原型は，一歩後退した意味で次善の策としかみられなかったもの

と考えられる?

結ぴ

以上の検討からえられたものは， (1).ソクラテス・プラトンは一貫

して人間の在り方を範型として(それ故目的論的見地)一般論を形成

しようとしていること， (2). その様な思考はそれ故常に「善」の探求

へと向っていること， (その結晶が『国家』での「善のイテボアJ)，である。
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注

① この見解に対しては全く異議はないものと思われる。

② 「史的ソクラテスとして知られている変幻自在な人物とプラトンとの関係に

ついては，その証拠に関する現状でl人見解の最終的一致はありそうもない。」

(cf. J. Gould;The Development of Plato~s Ethics， Cambridge， 1955， p・ix)

という見解は確かに尤もだと思われる。

③ 『ソクラテスの弁明~( Apol. )はソクラテス的対話篇として，その×クラテス

f象が史的かどうか， どれだけプラトンの修飾が加えられているか，に関して異

論の多いことはよく知られている。(この点については，P.Shore y; WhαtPlαto 

Sαid， Chicago， 1965， p. 461， note R. Hackforth; The Composition of 

Plato's Apology， Cambridge ， 1933， Preface などを参照。)

『パイドン~ (Phαedo)については差当って問題の「ソクラテスの自伝風物語」

の部分に焦点を絞っても，この部分の叙述の史実性に関しでさえ可成りの異見

がある。史的ソクラテスの自伝とする Burne1:-Tay lorに代表される見解 (cf.

J. Burnet ; Plato' s Phαedo， Oxford， 1925， lntroduction A. E. Taylor; 

Socrαtes， Peter Davies Ltd. ， 1935， p. 1[;5)又所謂 Burnet-Tay lor説に

基づくのではないが， この箇所は史的ソクラテスの自伝的面があるとする見解

(cf. 田中美知太郎氏「ソクラテス」岩波，昭32，pp. 61-64 : H. Gauss の

見解もここに入れてよいだろう。 Cf.H. Gauss Philsophischer Handkom-

mentar zu den Diαlogeη Plαtos， Bern， 195.3， II /2 S.58 -)から，史

的ソクラテスの自伝とみることに否定的な見解，更には，大体プラトン自身の

mental history とみることに傾く見解 (cf.R. Hackforth ; Plato's Phαedo， 

Cambridge， 1955， pp. 130-131: D. Ross Plαto' s Theory of Ideαs，Ox岨

ford， 1963， p.29: R. D. Archer-Hind; The Phαedo of Plato， London，1883 

96A， note ) ，或はプラトン自身の mentalhistory でも史的ソクラテスのそ

れでもなく，哲学の発展のスケッチとみようとする見解(cf.J. E. Raven ;Plα， 

旬、 Thoughtinthe Making， Cambridge， 1965， p.87)に到るまでのその

間になお見解の様々の variationが諸研究者によって主張されている。これら

の諸見解の分れる所以は大体，プラトンの資料・アリストテレスの証言・クセ

ポンの証言等を如何に処理し，それに更に自己の意見を加えるかにかかってい

る様にみられる。然し例えば Burnet-Taylorの見解に甚だしく対立する人々

でも， Burnetの所論 (op.cit.， Introduction )を悉く反駁することは困難

である様に私には考えられる。

④ これに関しては差当ってプラトンの『第七書翰」をあげれば足りるであろう。

⑤ この様な見方は，プラトンの思想を発展的に解釈する見方(従って又，プラ

トンの諸対話篇をその様に解釈する見方)に抵触するものではない。

⑥ Apol.では，ソクラテスの使命が神命であるとしばしば語ら1れているが，そ

れが単に神からの一方的な命令なのではなしその様なことがらを媒介としなが
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らも結局のところ彼自身の思索の結果であることは当篇の所所にうかがえるの

であるが，差当っては次の一節を引用しておけば足りるであろう。「私が智を愛

し， 自分自身をも他人をも吟味しながら生きてゆかなくてはならないと神が私

に命令して持場を与えて下きっているのに一ーとこの私が信じ，解したのだが

一一J(28E.-a)。

⑦ 28E4-6.29D4-b. 29D 6-E 3• 29E3-30Az. 30A7-B.. 31B4-5・
⑧例 え ば29D.-E3 

⑨ 直裁にその様に述べてはいず r精神を出来るだけすぐれたものにするよう

うに気をつかう」こと精神のすぐれであること(即ち，徳)J こそは金銭・

身体・評判や地位等がひとにとっ下善いものになる条件であって，前者が「一

番大切なことがら」なのだと云う形の主張のうちにみられる (29Ds-30B.)。

もっと直裁的な主張は『プロタゴラスJ(Proι)にみられるもので，そこでは，

ひとの幸不幸は凡て.(換言すれば，ひとの所有するもの凡て 身体も含めて

の在り方は)そのひとの精神がよくなるか悪くなるかの如何にかかって

いるとみられており，それが精神の，そのひとの他のどんなものよりも大切な

ものである所以こであることが示唆されている。(313A 6-9 ) 

⑩ 「自分自身が，できるだけすぐれた者となり，恩恵、ある者となるように気を

つけて，自分にとって付属物となるだけのものを，決してそれに優先して気づ

かうような二とをしてはならない。 J(36C5-7. T訳)

⑪ 「人間(自己自身)は精神 (ψUX~) にはかならない」という主張が明瞭に

理論的な形で主張きれているのは「アルキビアデス・第一一』である (128ElO 

130 C 3)。 そこでは，より直接的には自己自身とは何かJ(、、 τJFoftuμ主ν

αJτOl I{) を知らないで自分をよくする(結局，気っかい (JπtμEAEiα))

ところの技術知 (rEXVfj )がどんなものかは知りえない， という問題から始ま

って自己自身が何であるかが問われ，身体 (σwμ口)を使用する (x.ρ寺σθ配)もの

が精神にはかならないという理由から，結局人間(自己自身)は精神にはかな

らないという結論が導出されている。

この所論が Apol..Prot. (注⑨参照).にみられる，自己自身を精神とみなす

見方とどれだけ距離があるかの検討は保留にしたい。

⑫ 29D6-E3 • 30A7-B.. 36C5-7 (自己自身). を参照。

⑬ 31 B4ーしなお29E 3-30A 2• 30A7-B.参照。

⑬ 29D 6-E 3• 30A7-B.. 36C 5-7等を参照。なお"rppoνポσεω、smJ AλTJr9ε/αs" 

(29E ，)という phrase があるが，仰の甲山S と dλ ~ r9日α (真実)との関連に

ついては拙稿「プラトン『ソクラテスの弁明」篇にみられるソクラテスの使命

についてJ43-44頁参照(，哲学」第19集，広島哲学会誌，昭42)。

⑬ その好例をあげれば、 「饗宴J(Symp. )209A 3-4で、は魂 (ψux1 )の諸徳

として 、世ρo，νヮσtν xai占A入T)IJa.ρετ手ν" と云われて rpρdν甲σISはその一

つに数えあげられている(更に 184D-E)。 又『法律』 でも同様にして
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仰の叩σ叫 (σω世ρoσd川(節制) ) ， O山山0σd川(正義)， dJlo，ρεia (勇気)

の四徳が列挙きれ，手ρdνT)atS はそのうちの一徳とされている (631Cs一D1)。

以上でずρ6J1T)alsが精神の諸徳のーっと云われていることが明らかと考えるが，

なお『国家~ (Rep.)第四巻では周知の様に，170世ゐ(智)，O) l:tJlO，ρE[a，σω 

rj>poau川，OlxaLOau川を精神の三部分 (μぜρos) (即ち「思惟的部分 (l"~

入oyaux6J1 or争入Oy!l:;el"Cll手ψUXTtJ，r気慨的部分 (r9uμぬ or τO r9u 

μOElOEs or長。uμou.μεr9a) ，r欲望的部分 (E7r:tr9uJ.lia or l"6 Eπ山一

μητlXOJI ) )に関連づけている。そして何世ゐは結局理性(νOUS)による普のイ

デアの認識として，他の諸徳を基礎づけるものとみなされている (第五~七

巻参照)。 このRep.の見解はApol.の見解より更に精神を分析した後の見解

と考えられるが，然しこれによって，Apol.で精神の徳を直ちに「思慮」とし

た時，何を指示していたかはより明瞭になるであろう。

なお四基徳については cf.J. Adam; The Republic of Plato， Cambridge， 

1963， Vol. I ， p. 224， note. 

@ ソクラテス・プラトンにあっては(その主張に於ては)， σo世fα と伽ふ

ν叩σl.S とは殆ど同じ意味に使用されていたと考えられる。 Cf.J. Burnet ; 

Plato's Euthyphro， Apology of Socrαtesαnd Crito， Oxford， 1948， p. 

123， note. 
⑮ 199C -Eを山とした 190Dからの討議を参照。

⑪ 「カルミテ事ス ~(Chα rm. )は初期対話篇中極めて興味を喚起せられる作品で

ある(小篇ながら内蔵されている問題の芽が豊かてeあることには今は言及しな

い)。整然として反駁 (EAEy肝心に徹する論歩は他篇に類をみない(今は初期

の作品が問題となっている)程である。従って当篇の所論が全く不毛で、あるかの

感を抱かずにはおれない程である(この点同じ初期の『リュシス~ ( Lys.) と

似ている)。それ故当篇のうち何らか積極的な示唆のあることに言及するのはな

かなか困難である。

当篇の問題の核心li173A-176Aのあたりにひそんでいると解される。この

部分の所論を要約すれば大体次の様になろう。

専門的諸知識(例えば，医術(ial"角吋)，製靴術 (σXUl"lxry etc.， cf. 

174C) は必ずしもそれに従う者に善き生を約束する保証を有っていないこ

と。

善き生を保証するのは「善と悪とに関する知識」であること。しかもそれが

他の諸知識を善〈働かせるものであること，即ち普と悪との知識」がそれ

ら専門的諸知識を基礎づけるものであること。

かかる「菩と悪との知識」は，クリティアスの提示した「節制」ではないが，

然し我々を真の意味で禅益する知識であることを論ずることによって一一つ

まりクリティアスの「飾帯I]J規定の誤りを指摘することによって，節制こそ

「善と悪との知識」であることを暗示していると解される。
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我々としては，ここに「善と悪との知識」の問題がかくされた一つの主要問

題として示唆きれているのを知ると共に，かかる知識は他の専門的知識と異な

り，他の専門的知識は「善と悪との知識」をまって始めて正しい働きを示すこ

とも示唆されていると解きれる。

⑬ Cf. 14Dl-2. なおこのことの保証は『ラケス~(Lα ch. )(本文の上論参照)

や Prot. にもみられる。後者の主題は， (1)徳は教えうるか(319A-) ， (2)徳

は一つであるか(329Cー)， という二つの問題に分けられるが，両者は内的に

関連があり，(1)の問題の探究を (2)の問題の探究によって解明しようとしている。

結論はアポリアに陥っているが，正義・節制・敬慶・勇気といった諸徳がその

実一つの知識であるという示唆(このことが最も端的に・総括的に述べられて

いるのは，終結に近い 361A6- 82 であろう。)は当篇てーの一つの礎石である。

尤も，Lαch.， ChαT肌 ，Euthyphr.， Prot.で徳は知識 (E7TIστdμη)である

との示唆乃至は言及があるにしても，この四篇で意味されている E7rlστ手μ甲が全

く同一内容かどうかについては更に問題としなければならない。例えば Prot.

での「徳は tmMdμワだ」という主張に於ては，その t77rσ-d.μ平には当篇で論

じられている測定術 (μ口 pl吋 rEx川)的性格が強いのである。上掲の他篇での

ε'mστが甲には少くともそれぞれの篇で語られている限りでは，かかる性格が

示されていない。この様な問題には今は立ち入らない。広〈云って，徳は tm-

στ4μq だとすればここではそれで足りると考えられる。

⑮ 「正義」を主題とした初期対話篇として Rep.1に言及すべきかも知れない

が(ここでも勿論，知識への還元はみられる。 Cf. 350 C -D. ) ，然しこの

第一巻は，更に書き継がれて十巻にまで展開された Rep.全体の一部とみるの

がよりよいと考える。

⑫ 注⑮の後半参照。勿論初期の徳論と Rep. (中期)に於て展開されている徳

論とを直ちに結び、つけることは飛躍し過ぎるであろう。 ここでは初期の徳論が

Rep. での徳論の形成の道程の途上に位置していることを知れば充分でいある。

⑫ このことについては拙稿「プラトン「ソクラテスの弁明』篇にみられるソク

ラテスの使命についてJ(前掲)参照。

⑫ 23D4のゆtλoσo<jJuν(いす"avrωνrφν <jJlλoσocpouvrωνつの意味はそれと

ちがう。空中や地下のことがらの探究をし， 55い論を強くする人々の有ってい

るものを指している。

⑫ Rep.羽の所謂線分の比!聡(509D - 511 E )，並にVII，xiii -xiv (531 Dー

534E )，参照。

⑧ 無仮定にまで遡ることが愛智の特質であり，それに反して他の幾何学に代表

される様な諸学聞はそれぞれの有つ仮定(基礎前提)を疑わないかというと必

ずしもそうでないことは多言を要しないであろラ。この問題はそれ程簡単明瞭

な問題ではない。そしてそれを問題にすることはプラトン哲学批判ということ

になって来るであろう。従ってこの問題の検討はこの論稿の主旨の範聞を超え

58 



北大文学部紀要

る。ここではともあれ，本文で述べた見解が，ソクラテス・プラトンの，愛智

と他の諸知識とに関する一つの基本的見方であることが分れば充分で、ある。

⑫ Chαrm. に於けるこの箇所の主張には極めて興味深い示唆がみられる。本文

で述べた当篇の主張(174B1O一 DIlにみられる諸知識は，知識の対象の面から

の区別 (cf. 171 A3 -6 )が前提となっている。従って，ここでの「善と惑との

知識」と他の諸知識との区別には矢張り対象からの区別が基底として依然存在

していると考えられる(174B1ー10の論歩を参照)。次に，例えば医術は人を健康:
(1) 

にしはするが，然し「善と悪との知識」が何らかの形でそれに関わらなければ
「

医術も我々に利益をもたらしはしない(即ち善と悪との知識」を媒介にしな

い限り，医術は人に害を与えるかも知れない一一人を健康にする筈のものであ

るにも不拘)という主張がみられることである。この主張は，如何なる知識

(、ds……tふud77t何万μ(i)v")が人を幸福にするか? それとも知識は凡て同

じ様に人を幸福にするのか? という問題提起(つまりかかる見方からの知識

の検討)(174A1O-11)に対する解答である。

以上の主張から善と悪との知識」は，他の諸知識と区別きれ，後者の根底

にある普遍的・基底的なものであること，更に，善が他の諸知識の対象の様に

特殊なものではないことが示唆きれていると考えられる(なお 173E7-10をも

合せて参照のこと)。

@ ここでは「善と悪との知識」と他の諸知識との内的関係は充分理論的に展

隠されているのではなし単に absolute genitive を以て示されている

(れ τod yE rouτωνhoστa yiyνεσθ配 XαJゐψελU.1ωS a7TOλελol7ros 

占μdshmmkq宇(i.e.τ方S E7Tlστdμヮs ，~ olOev ro ay，αθ占νxatro 
一

x叩αxoων) &π;rou印σ甲加s 勺'17九4C-D)o。この関係がやがて Rep.に於てより充全に

論じられるとみるのは誤りではないであろう。

⑧ Rep. VI， xv (503C ff. )からVIIまでを 特に所謂太陽の比除・線分の

比喰・洞窟の比町議を参照。

⑫ この様な，イデア論の theory としての欠陥への一つの反省一一一つまり，イ

デアの領域に関する反省は，後期の『パルメニデス」に於て登場する (cf.130 

Bー D)。

⑫ Lys.は Chαrm. に似て極めて結論的成果の不毛を思わせる初期の小品であ

る。主題は端的に云えば親愛 (ψλゐ)の問題であって，直接「善」の問題が

主題ではない。然し当篇は初期の作品の中で最も「善」の問題を突込んで検討

している一一一或る意味で Rep.の「善のイ.デア」の一歩手前まで到達している，

と云える。

当篇の所論の分析並にその意図の問題については拙稿「プラトン・リュシス

篇の hopelessresult (a7roρiα)についてJ(I ) (II) (北海道学芸大学紀要，第

一部A，第14巻第 2号:第15巻第 2号)参照。

⑧ 一口に善 (ro&y，α()oν) と云っても，その指示されている内容はそれぞれの

Q
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プラトンの基本的思考

場合に於て相当の変化があるとみなければならない。プラトンでは，極 f我々

の身近かにある具体的なよいもの (τoa)'αr9611 : ，a aya.96.)から，善そのも

の(叫τo，o ayα出ν)或は善のイデア(奇 τ05dγα.9oDldEα)まで，その聞

に，存在の深化の段階で，或は又抽象化の段階で，色々の内容の ，oaya.9olI 

が語られていると考えられる。例えば以下本文で述べる Lys.での場合もそう

である。

⑩勿論当篇では世fλoν の意味は「愛し求められるj(beloved )の意味だけで

な く 愛 す るj(Ioving)の意味にも用いられている。前掲の Lys. に関する拙

稿参照。

⑪ この部分の所論の詳細は Lys.についての拙稿(前掲)( 1 ) pp. 7 -11: ( II ) 

p. 7参照。本文は当篇の論歩に忠実ではなしその大意を必要なだけ述べたに

すぎない。

⑫ これは単に私見ではない。例えば， cf. G. Grote ; Plato and the other com-

pαnions of Socrαtes ， London ， 18~5， Vol. 1， p. 523. 

⑮ このことについては更に，乙ys.についての拙稿(前掲)(II) p. 12注 2参照。
コ二ロス

⑧ 自己への配慮と他者への配慮、とが一つの活動として内的商連を有つのは，愛

(Eρωs )のしからしめるところである。プラトンのエロス論の検討は省略す

る(本稿の主題に勿論それは関わりはあるけれども，問題究明の視点からは中

心的位置を占めはしない故に)が，プラトンのエロスは結局，善美なるもの

(叩λOll x&')'a.9oν)への希求・価値愛であり(特に Symp.のディオティマ

の話を参照)，エロスが他人に向う場合にも(それがエロスの本来の姿である

が)，美わしく善き人 (oxaλos xayα.9os ) (特にその様な少年)に向うので

あって，その根底にはかかる美わしく善き人を通して善のイデアへの希求が存

在するとみられる。従ってプラトンの描〈エロスの人ゅんωTはね)ソクラ

テスは，専ら若く美わしき青少年を愛し問答するのであって，そこには Apol.

でのソクラテスイ象(，わたしが，歩きまわって千子っていることはといえば，ただ

次のことだけなの.です。諸君のうちの若い人にも年寄りの人にも，誰にでも，
たましい

精神ができるだけすぐれたものになるように，…・ と説くわけなのですj(30A

-B， T訳)にみられるソクラテスのイメージ)とは少しニュアンスの遠い

がある様にも考えられるが，この引用 (30A-B)にみられるソクラテス像は，

使命感に燃えることを強調する文学的作為なのかも知れない(当篇の内容を史

実とする Burnetや Taylor にしても，当篇を verbatimreport とはみない。

従って，たとえこの立場に立っても，上の様に述べたことは全くの誤りとは云

えないであろう。 Cf.J. Burnet; Apol.，p. 63)。 但し，神託の真意究明のため

の有名知識人歴訪は別問題である。

⑮ 引用 Apol.， 36Cs一Dl以下についての本文の所論に関しては，同篇につい

ての拙稿(前掲)pp.46-49参照。

⑧ Cf.Arist.; Metaphysica， A，vi， 987bl-4: M，xiv， 1078b17-19: 参
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考として Dep，αrtibu8 Animαl山間， A， i， 642a 28-30 )。

Cf. Xen. ; M emorαbilia， 1， i， 16. 

⑨ 市1]作と云っても，ここではアリストテレスの制作と実践の区別 (EthicαNi・

comαcheα， 1140a 1-6 : 1140a31 -b 7 )を念頭においているのではなし寧

ろ C加 T肌 162E7- 163Eでの所論にみられる「制作」と「実践」の意味(両

者をアリストテレスの様にソクラテスは区別していない)を念頭においている

のである。

⑮ この様な，Apol. とRep. との主張の相異は，史的ソクラテスとプラトンと

の主張の相異であるとみなし，ソクラテスは個々人の道徳的改善，その結果と

して完全な個々人から成る社会を構想し，プラトンは個々人の本性をあるがま

まに認め，それを最大に利用する社会組織の設立が Rep.での彼の意図である，

と主張するのが F.M. Cornford (The Unwritten Phil080phy and Other 

E88αy8， Cambridge， 1950: Plato' 8 Commonweαlth， pp. 47-67， esp. pp. 

58-59) であるが，これは興味ある問題ではあるけれども本稿の観点から逸れ

る問題である。

⑩ 詳しくは，Apol.についての拙稿(前掲)参照。

⑩ 上掲の同じ拙稿 p.48参照。

@例えば D.Ross Plαto' 8 Theory ofId eα8，Oxford， 1963， III， The 

Phαedo: J.E. Raven; Plα旬、 Thoughtm the Making ， Cambridge， 1965， 

Chapt. 7: R. Hackforth ; Plato' 8 Phαedo， Cambridge， 1955: R. S. Bluck; 

PlαtO'8 Phαedo， London ， 1955: 松永雄二氏「或る出発点のもつ思考J(九大

文学部創立四十週年記念論文集，昭41)':式部久氏 'Phαedoにおける Aεdτ叩 08

H入OUSj{西洋古典学研究班，岩波，1958)等比較的新しい若干の文献を見ても，それ

ぞれ細部になるときまって異見がみられる。これらや其他の文献については

論じてゆく途中その都度必要に応じふれてゆき度い。

⑫ 以下 Phαedoの叙述は諸訳(特に，藤沢氏， Bluck， Hackforth訳)を参考

に，原文から余り逸脱はしないが敷街を加え，簡略にもしながら，まとめたも

のである。なおこれ以降の Phaedoの叙述については同じである。

⑬ Hackforthはこれをマふ τ!yiyvεrαl.11 と区別して，目的因の観念を表現し

ている様だと注(上掲 Plato'8Phαedo， p. 122， note 2) しているがゆきす

ぎと考えられる。「個々物の原因を知る」時考えられているのはホolaTI yiyv← 

rα1 ;ヘホolar[ aπdλ入urαパヘ 、Ol占 r/Zσロ;。であって，ソクラテスの

求めているのは，後に明らかにする様に，個々物のそうしたことの本当の原因

なのである。

⑩ 我々は差当って J.Burnet; Plato'8 Phaedo， Oxford，1925: R. D. Archer-

Hind; The Phαedo of Plαto， London， 1883:或は上掲の Bluck，Hackforth 

の訳注書の注をみれば充分である。

⑮ 96C -97Bにあげられている，ソクラテスの批判の的となる諸見解について

噌
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は， Hackforthは自然学 (περ2両目ωsjσ1:0ρ[a の領域をも越えていると

みなしており (cf.Plato'8 Phαedo， p. 131 )，又96Dl-5 の見解を Archer-

Hind は，アナクサゴラスの説への言及とする一般の意見を排し恐らく一般

の常識的見解であろう」とみている。然しながらその様な批判検討は本稿の枠

外の問題である。今は寧ろソクラテス・プラトンの云い分をその通りに受け容

れておく。

⑩ 「メノン~ 98A 3-4 (αjτias λOyiσμ68)参照。

@ 前掲松永氏論文 p.77。この松永氏の論文は甚だ興味深く示唆に富んでいる。

論者は必ずしも全部同氏の所論に賛成するという訳ではないが，見解を異にす

る場合であっても同氏の所論に啓発きれるところ多大であった。

なお以下の本文の所論は，述語としての「形」とイデアとの関係の問題に立ち

入らなければ，所論のより充分な展開をしたとは云えないのは明らかであるが，

この論孜では触れなかった。この問題は改めて一つのテーマの下に考究したい

と考えている。

⑬ Cf. R. Hackforth; Plato' 8 Phaedo， p. 131. (II)の事例を彼は "unreal

problems "とし， (III )の事例についても，二となることの原因は「付加」で

も「分割」でもないく故に，誤っている問題である〉と常識は答える， とみな

している。これは小きな問題ではあるが等関視できない性質の問題である故

(というのも，彼の主張通りとすると，少くとも拙論の一部は無意味になるか

ら)， 彼の:t!t判をここに引用しt比判したい。

、、Othersare unreal problems the question whether A is tall:er 

than B ‘by a head' only appears a question of causality because of a 

confusion between two usages of the Greek dative case; the question 

whether the addition of 2 is the cause of 10 being greater than 8 is 

meaningless ， because there is no more a cause of 10 being greater 

than 8 than there is of Thursday coming after Wednesday. " 

、Thequestion raised at 96E -97 A about the 'cause of there being 

two' is， so far as 1 can see， not due， or a t all events not directly due， 

to Zeno's arguments and it is the kind of problem more likely to 

originate in a mathematical mind like Plato' s than in that of an unma. 

thematical thinker， even if he be a Socrates. The answer of common 

sense (though perhaps common sense should be mistrusted in mathe. 

matical matters ) surely is that (α) two cannot come to be by the 

addition of one to one because there could be no such addition unless 

there were two already in other words， there is no cαU.8 e' of thPI 

existence of numbers; and (b) division is no more than the separation 

of two (or more ) parts which already exist， though not as separate 

parts.グ
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上掲引用は， (II)，(III)(ロ)(ハ)，についての Hackforthの批判であるが，

この批判それ自体が全〈誤っていると論者は主張するのではない。寧ろこの限

りでは正しいのではないかとさえ湾えられるのである。但しその場合は，イデ

ア原因論を支えている「形」の考え方を離れた場合に限られる。つまり彼の批

判は，ソクラテスの意図とは全〈別の局面に加えられている。若しソク

ラテスの主張する「形」の考え方を容認するとすると，従ってひいてはイデア

原因論を認めるとすると， Hackforthの批判は当らないことになるであろう。

但しイデア原因論の考え方それ自体に対する批判は又別の問題として可能では

ある。

なお (III)(イ)の事例 lこHackforthは言及していないが，これは，原典に関

して Burnetの挿入を採らないことによって，そこに存在する問題を見落して

いると考えられる。原典に Burnetの如く挿入をみしなくとも， (イ)の事例があ

げられていることは明らかである。でなければ，、丹 τbtレ7ρoστEr9T/ouo yE-

yoνεν は全く意味不明な phraseになってしまうであろう。 Burnetの挿入

、〈骨 roπρoσur9εν 〉。については，挿入すれはことはより明確になるだけの

ことであると論者は解する。

⑬従って，Phαedoのこの (I) ，(II) ，(III)て、は，如何にソクラテス・プ

ラトンが自然学の原因論をその内部から批判して，それを超克して行ったかを

述べているようにみえる杭実はそうではない様に考えられる。寧ろソクラテス

・プラトンの抱懐するイデア原因論からの批判と考えられるのである。ソクラ

テス・プラトンのイデア原因論と自然学の原因論との対立の問題を詳しく検討

することは，本稿の範囲を越えるので別に考察しなければならない。

⑪ なお， cf. F. M. Cornford ; Platoα吋 Pα門間nides，London， 1950， pp.76 

-79. Cornfordは結局，Phαedoのこの箇所のイデア原因論に対するアリス

トテレスの批判J(De Generatione et Corruptione，II， ix と同じく，この

箇所での説明では始動因が何ら明らかにされていないく従って，生成・消滅・存

在の原因を明らかにするとしながら何も明らかにしていない〉と結論づけている。

ホNothingis said as to any ‘cause'， in our sense， which would make 

such an event take place as its effect." (p. 79) 

⑪前掲松永氏論文 pp.92-94参照.

⑫ Cf. Phaedo， 74A9-12， 78Dl-7 (主として)，;.イデア論そのものは又別に

論じられねばならない。

⑬ Cf. Phαedo， 74B2 Iそしてわれわれは等しき』とはそれ自体として，ま

さに何であるかということを，知ってもいるのかねて'\~ xal E7rlστdμεtS¥α 

αuro 3 ~στtν; ")0 J ( F訳)。、、αuro8 ~στω" (JlPちイデア)それ自体が

イデア論では問題なのである。このことは更に，イデア論の蔚芽があるとみら

れる Euthyphr.の所論から既にみられるものである。「いやこうではないのか。

つまり，敬慶というものは， どんな行為の場合であっても，いつも自己同一な
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のではないのか。他方，不敬虞というものも，いかなる場合でも敬慶に反対の

ものではあるが，それ自体としては自己同一でFあって，いやしくも不敬虞だと

きれる可能性のあることは何でも凡て，その不敬慶という点で，或る一定の相

( t'(JEロ)を持っているのではないか ?J(5D1-S)，

⑮ Euthyphr.を含めた所謂初期対話篇に於てイデア論が提起きれていたかどう

かについては異論がある。例えば，Euthyphr.には明日uroro ElooS'f，" f1l争

1(J，々 。(6 D10ー11)といった言葉が使用されているが，初期対話篇にみられる

この様な表現にイデア論を看取することに可成りの異見がある。 E.Zellerは

Euthyphr.のこの εlo08， io白をイデア論的に独立的存在と解することに反

対し普遍的概念」にすぎないと主張し (DiePhilosophie der Griechen， 

5 Aufl. II/I， S.525， Anm. 1 )，又 O.Apelt (EωA百phr.，Anm. 18)やW.

Lutoslawski (The Orig同 αndGro叩 thof Plαto' s Logic， London， 1905， 

p. 195， p. 199)， Wilamowitz-Moellendorff (Platoη 1， 5 Aufl.，Berlin， 

1959， S. 157)等は Zellerの見解の側に立っている。この見解の根拠は結局

アリストテレスの証言にあると解される (cf.Met. A， vi， 987b 1 ff. )。これに

対して J.Burnet (Plato's Euthyphr.， Apol. and Crito， OxL1948， p.31) 

や A.E. Taylor (Plαto， London， i952， p. 149)， D. Ross (Plα旬、 Theory

of Ideαs， Oxf. 1963， 'p. 12)はイデア論を読み取っている。この問題も俄には

決定し難い問題で、あるけれども，イデア論の蔚芽があるとみる Rossの見解に

従う。

⑮ 「エウチュプロン，君は敬慶なるものとはそもそも何であるかド ro.OOtoJ) 
ワン r

grt70r'2σr!〆)と尋ねられていながら，それの本質("rりν……，Oouσfω ・

αurouつをわたしに明らかにしようというつもりはなく・・J(llA7-8) 

⑬ ここでは E:loos とfδ白は同じ意味に使用されていることは諸研究書の指摘

するところでもあり，又本文での引用にすぐ続く文章では t'(JEaが使われてい

ることからも明らかであろう (cf. 6 DI1-E Il。

⑪ Cf. Arist. ; De Ge凡 etCorr.， II， ix， 335b12。同箇所の，Phαedoのイデ

ア原因論批判の用語を借用。

⑬ 今ここで「必然」と云っているのは，Phαedoでの次の様な意味に於てであ

る。「二というものになる原因として........あげることのできるのは二』にあず

かるようになるということ以外にはない。つまり，二というものになろうとす

るものは， どんなものでも必ず『二』にあずからなければならないのだ・・」

(、OUX~XεlS liλλ甲ντωbα1rtiCν rouoBo .yεvEσ3α1 a入入'号 τキντiisova-

òos μετáox日ν xal~lJιτoúτov μ口ασxûν rà μ4λλoνrα òúo 1[σ旬。α1，

x. r.λ" 101C 4-6 )。拙論でイデア原因論に関連して述べる因果の必然性

の意味は，特に断らぬ限り，この意味に於てのみである。

⑮注⑫参照。

⑩ Cf. De Gen. e t Co rr. 355b 18-24
0 

Wパイドン」のソクラテスのイデア原因
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論は「宜しきをえていない。何故ならそのわけはこうである。イデアが原因で

あるなら，そのイデアが常に連続的に生成を行わず，或る時には生成を行い，

或る時には行わないのは何故であるか一一イデアも，それにあずかるもの (ra

μEo.EKτIKa)も常に存在しているのに 。更に若干の場合には原因がくイデ

ア〉以外のものであることを我々が知っているからである。というのは，健康

をく病人のうちに〉植えつけるのは医者であるし，知識をく無知なる者のうち

に〉植えつけるのは学者である 健康それ自体や知識それ自体，又それにあ

ずかるもの〈自体〉も存在するのに。そして又技能によって実行きれる他のこ

とがらについても同じである。」 つまり、アリストテレスは，イデアに能動因

(π01ητはキ dτぬ)(即ち始動因， Cf. Met.ム， ii， 1013b23-25)が欠けている

ので，因(イデア)と果(イデアにあずかっているもの)の必然的関係がない

こと， JlPち特定の原因によって必ず特定の結果が生ずるという関係に欠けてい

ることを指摘しているのである。 Cf.PhLloponi Com叩 eπtarilαinLibros De 

Ge札 et Co rr. ( Commen tαT回仇 AristotelemGrαecα， Berolini， 1897， 

Vol. XIV )， pp. 285-286。なお，同じ主旨の批判が Met.A，ix， 991l:l3-5; 

M， v， 1080a 2 -4 にも述べられているが，上掲の De Gen. et Corr.の批判の

方が批判の要点をよりよく打出している。

⑪ R. D. Archer-Hindに従って "xoσμεtV"を削る方が， Stallbaum-wphlrab

(Platonis Phαedo， Lipsiae， 1875)， Burnet ， Bluck， Hackforth等々の見解

より，論歩としてすっきりすると考えられる。勿論後者の見解があるいは文献

学的に正しいのかも知れないし，又その見解に従っても，前者の見解との相異

が思想的に決定的相異をまねくわけではない。然し Archer-Hind(彼は Her-

mannの見解を採用しているのだが見るをえず)の読みの方が筋がすっきり通

るのは確かである。論者の考える理由としては ( 1 )アナクサコラスの見解

は、 νousEστtν a OIαx.oσμφνrεxα2πdντωναrrlOS 11 である， ( 2 )ソク

ラテスの問題としていたのはい EloEν即 τasalr[as住虫思タ olad刊行νετ即

位叉てて世間lola r/ &nQ入入vrα1X.αi olaτi El，，/'(96Ag-ω である， ( 3 )今

問題としている文章は，アナクサゴラスの νovsがソクラテスの期待する原因

であるとすればこうなる筈だと語っているところである，従ってすぐ続いて Vf

OUV !"iS ßoúλOlro 巾 αf巾ν ゅの制ゴ~O.!:'TÕη '1/y…tjd
Mλλpτα仁;;l'(J rl， X. 7:.λ と述べられていること，これらが一つの理由.

次いて官、τdνyενoDνx.oσμouν問。と Vdνrα X.OσμεJν かは重複した感を

与え，論歩としてはすっきりしない。

⑫ 97D2ホ περtαdrootxε/νou" の、 αdτoiJEXE[νoυ"を Burnet，Hackforth， 

Apelt，藤沢氏等に従って「人間」と解す。 Archer-Hind，Fowler， Bluck 

等はその前の、~É}{áστOU "を指すとみる。「人間」と解した理由を上記注釈家

は殆ど説明してはいないが，論者としてはこう理解する。即ち，若し後者の解

釈をとると、針。uEXElvou は 「具体的個物」 を指すことになるが，そ

F
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うすると，然し次の VερJτwνHλ入ωνHの、wν在λλων 。は何を指すこと

になろうか? 全く意味がとれなくなってしまうと考えられる。従って前者の解

釈が正しい。

⑬ 『ティマイオス」の用語を借用すれば。 Cf.Timαeus ， 46C 7. 

⑮ 「秩序づける J(}{oσμεん)ということが「善<J (は)r美わしく J(m入白)

という意味に直ちにつながる例として，アナクサゴラスの理性説に対するアリ

ストテレスの評価のくだりをあげることが出来る。「存在するものども(ra ([1/-

rα) の善くあり (EdEXεtν)美しくあり(四λゐs EXεtν) 或いは善〈成り

(εU y!γνεσθ配)美しく成る(四λふsy[yνεσ0α1 ) ことの原因が，まさか火

とか土とかその他このような物質であろうはずはなし・・・…そうかといって， こ
アウトマト〆 テュケー

れほどにも明らかな事実をまたもや自己(時とかf局運と惣手にゆだねるとい

うことも当をえたことではなかった。だから，或る人が理性を動物のうちにあ

るように自然のうちにも内在するとみて， これをこの世界のすべての秩序とF

列との原因 ("roναhtoν rouxoσπou Xal τお τacεωsπdσ加。)である

と言ったとき， この人のみが目ざめた人で， これにくらべるとこれまでの人々は

まるでたわことを言っていたものかともみえたほどである。 J (Met. A. iii， 

984b IIー18，出氏訳， (~アリストテレス，形市上学」アリストテレス全集第二

十巻，河出，昭31) r或る人」とはアナクサゴラスを指す。)

⑮ 注⑬の Met.の引用を参照。 νous に対するソクラテスの考えと同じ考えが

アリストテレスによってもよく表明きれている。即ち，存在者が「善くある」

ことの原因としては，火とか土とかではなしまさに νousがそれにふさわし

いものであるとアリストテレスは云っているのである。

⑬ だからこそソクラテスはこう述懐しているのである。「事物の原因をぼくの意

にかなったやり方で教えてくれるひとりの師を，このアナクサゴラスに見いだ

したと思って，心をおどらせたわけだ。 J(97 D 6←， F訳)。

⑫ Cf. Phys. II， iii. 

ソクラテス・プラトンには四原因の分析は見られないし，又アリストテレス

はこれを自分の創始であると誇っている様である。 Cf.Met. A. iii.~x，巴 sp.

m ， X. 

⑬ アリストテレスの見解にみられる， 目的因と始動因との内的関連を以て

Phαedoのこの箇所を見事に分析しているのは松永氏であるが(同氏の前掲論文

pp.80-84)， この様な分析によって真の始動因を「理性」とし，それに重心

をおく氏の解釈は，Phαedoのこの箇所を寧ろ Timαeus に近づける解釈とし

て，論者とは，その重心の置き方について少し見解を異にする。これについて

は後論をみられたい。 P加edoのこの箇所では目的因と始動因の両者が提起き

れているとの見解をとるのは D.Rossである (Platos Theory of Ideαs， 

Oxf. 1963， p. 29)。論者の見解は後論。

⑮ Cf. 468 B6 ホ oloμEνOl liμEl1/0νEfνal サμJντ口ura7TOほん η

ハ
hυ
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⑫ 更に上掲要約的引用のCD-⑤参照。

又真の原因を寧ろ「善」の方としていることは言葉の上でもあげうるowrb

在ρtστoνxαJτbβ正λτUJ，Oν"(97D3 )，点 ，o在μεtνoνxαiifτtα占τキν在μ日 νoν

hv rOlαu，甲νε1ναl "( 97 E 2 -3 )， "aτtβEA"σ，011 αbτa ouてωS EXEll/ Eσuν 

J)σ7Tερ l!XEl グ (98A8-B 1 )， "，o EJlaσ1:(1' β4λ"στoνxα}τO XOIνbν 

π岳山νayαOeν。(98B 2-3 ) ， "τb占i'frOOνJlfrleiEoν。(99C5)等は context

からみていづれも αlr!α とみなきれている。

⑪ 「善」という語に関して， この箇所 (97B8 -99D 2 )では，本文での要約

的引用からも知られる様に，最上級(最善明石λ1:(σ，0ν liplσ，0ν) cf. 97C 6， 

8. D3， 98A8， B2， 99A2， BI， CI)，比較級(より善い(在μ日 νoν:

β4λτlOν) cf. 97E2， 4. 98A5. E 2 -3)と原級(善 (ayαOoν) cf. 98 B 3. 

99C 5 )が使われている。ここでは然し文法上の最上級が最高善を，原級はそ

れより低次の善を意味しているのではない。"roayα品ν Jlfrl OEOII -" (99 C 5 ) 

は寧ろここで使用きれている最上級・比較級よりも真に「善」なのである。

⑫ 特に DeGen. e t Co rr. 335b 18-24にみられる指摘。注⑩参照。

⑬ 勿論，自然学(即ち哲学)はタレスから突如として始まったわけではないで

あろう。然し我々としては哲学の始めに関しては何と云ってもアリストテレス

の証言と見解に何らかの意味で従わざるをえないと考えられる。

「万物 (πallra)云々」という文句は所謂ソクラテス以前の初期自然学者逮の

所説に到る処でみられるものである。タレスは云うに及ばずアナクシメネス

(DK13，B2)，ピュタゴラス学徒 (Arist.Met. A， v， 985b25 )，へラクレ

イトス (DK22，B50， B80etc. )，パルメニデス (DK29， A12)，エンベドク

レス (DK31， B6 )等々にみられるが，詳しくは今は省略する。今の指摘箇

所からも知られる様に，所説に「万物J(必ντα)の語の用いられていることの

証言はアリストテレスのみならず他の人々にもわたっている。今はアリストテ

レスの Met，αphysicα のよく引用される箇所のみ引用しよう。「あの最初に哲学
. ヒュレー

した人々のうち，その大部分は質料の意味でのそれのみをすべての事物(¥'1[av-
ア ル ケ ー アルケ

向。) のもとのもの(原理〕であると考えた0 ・......しかし，こうした原理の

数や種類に関しては，必ずしもかれらすべてが同じことを云っているわけでは
フィロソフィア ヒュドノレ

なくて，タレスは，あの知恵の愛求〔哲学〕の始祖であるが水」がそれであ

ると言っている。云々J(A，，iii ，983 b6-21 ，出氏訳)。勿論証言のそれぞれ

には証言者の，資料に対する見解，表現の仕方が投影されていることは否めず，

これら自然(哲)学者自身の言葉とは必ずしも受取れないであろう。然しプラ

トン (Phaedoのこの箇所の他に，例えばへラクレイ、トスについて Cratyl.

402A 8参照)を始め色々の証言者がいづれも「万物J( ¥'7ravraよ ')Z-avτα
アルケー アイティア~

ra 011τα" )という語を用いている以上万物の原理・原因は何か」という

聞いは所謂ソクラテス以前の初期自然学者達の基本的な問いと解される。

DK=Diels-Kranz; Die Frαgmeηte der Vorsokrαtike r.7 
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(i) 1京湾里 (&px~ ) 1ま;家悶 (Qfrfq)の最もすぐれて訟をfα 乃2廷は αi'nov

なるものを指すことは. Arist.， Met.での用WUから明らかと云えるoCf.W. 

D. Ross ; Aristotles' Metap主主sics脹 Oxf. Vol‘ II， lndex verborum. 

この総綴についての縁側な検討は他臼を期したい。

⑬ Phaedoめこの箇所について松本厚氏も既に次の様lこ指摘されている ο「ソク

ラテスの行為の目的iま善に議うるとされ， このような目的論的原因がE当然(J)説明

にも重要求されるに至っている。 J(ri:主代中tをの釘然観Jp.322， r哲学大系』務

3~器，磁38)

⑮ 注織に示した様に「人間際身についてであっても」の解釈には異えがある。

だが議論議と反対の見解が仮に華経対正しかったとしても本文の所総が変買さそうけ

ることはない。

{③ 「後者めようなj家協 (llPt:;"万物をまさにしかるべく幸吉東統合する幾〕なら

lま，ぼくは，ぞれがどんなふうなものかじ、 r~s rOlaur7ls ab:Eas Ehr，7Jπoτ量

どX引 ")を学ぶために，識の弟子iこでもよろこんで"なったことだろうに。云々j

(99C告叫， n'O参照。この、加す01αurザsofdQ85774亨 7rorをむ在ま，

かかるJ祭阪の潔総的犯擦を意味していると解される。何らかの若造現ならば上てψ
ロコ.ス 日可

既lこ示唆されているし，以下で次緩め策として波書籍されているのが稜論約五考察

であることを考え合せると，そう理解するのが妥当の擦に考えられる。

Cf. 99E 5 昔、lsrovs λoyous Xατα世υγ品ντα を ν ~ 7(.E:.{VOlS σXO JrεJν

τwv 1)ντ出udλ ~O εlGV. "この AOy01 ま「殺ないしは議」とみる主主滋久氏の見

解は首脅される。 rphaedoにおける A叫τ印 osI1λOU8 グ西洋古典学研

究.J Vl)特に49夏著書娘。

@ Cf. R. S. Bluck ; Plαto' 8 Phaedo， pp. 15-16. 

⑬ f第二の統行J の3主義についての諸々の築えには今はふれない。

{補校)窃従っτ又「怒踏まj も乙抑・での「議」 についての論議をへては.，

れでは「警の知識J でなくてはならないことになる。

{補注)怨例え I;J:'，比較約新しいものとして EζGauss PhilosopえたcherH，侃 d-

ko鵠鵠e角的rz包 d伺 DialogenPlatos ， II / 2 (続出l，S. 58以下を参照きれた

い。氏の望書約はその好例であろう o

(補注)@ 論教はこの場合ソクラテスが故意lこ強引に V今同dα1rovσμ1-

xρov liv&ρ尉πoνμぜyav，.という絡のま長老見にでっちあげたと主張しているわけ

ではない。この事例の背禁がどの機なものであったにしても(その背景につい

ては Archer帽 Hind とBurnet系とは相対立する見解をとっている入とにかく

人間の威主義(叫が町σ3即)を "ytylJεσ8剖 rovdf.l.lXρov liv{jpωmν J1.手y併。

という形で述べえたという務実を携摘したのである。

(補注)告勿論イデア原因縁J という名称はソクラテス・ブラトンが用いて

いるものではなく，以下に述べられている考えに対して我々が使主主上{すしたも

のであることは断わるまでもないであろう e
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なお「イテ、ア論」という名称に関しても，それをソクラテス・プラトンが用

いたのではないことは同じである。

(補注)⑤ 田中・加来氏訳。プラトン著作集『ゴルキアス』岩波 昭39。

T訳 田中美知太郎氏訳(W世界古典文学全集~ 14 筑摩昭39)

F訳一一藤沢令夫氏訳(向上)

原典は1.Burnet ; Plαtonis Operα. Oxf.に拠る。

(1969， 3.) 
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