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はじめに

仮設(あるいは仮説､ hypothesis､以下｢仮設｣で統一)による探求方法は､

現在の科学における仮設演緯法(仮設から観察可能な帰結を推論し､それの検

証を通して理論の妥当性を調べる方法)に見られるように､今日なお科学およ

び歯学において､真理発見のための重要な役割を果たしている｡しかし､ニュ

ートンが帰納法を重んじ､ ｢われ仮設を作らず｣と述べたのに対して､ライプニ

ッツは科学における仮設の必要性を強調したという事実が示すように､真理発

見におけるその役割については､必ずしも意見が一致しているわけではない｡

この論争は古代にまで遡りうる｡そもそも仮設そのものが､古代ギリシアに

おいて科学､とくに医学と幾何学において用いられ､プラトン､アリストテレ

スを通して哲学的に整備された方法であった｡ hypothesis (仮設)とは､文字ど

おりは｢(さらなる探求のため)下に置かれたもの｣を意味する語であり､それ

ゆえ､下に置かれた基礎をどのように見るかによって､仮設法の信頼性に対す

る態度は変わってくる｡純粋に理論的な学問を標梼する幾何学においては､理

論的に確かなものとして設定される仮設は信頼祝される傾向にあるが､理論よ

り治療結果を重んじる医学においては､経験を重視する立場から､仮設推論に

基づく医療より､帰納的に確立された治療を重視する傾向も生まれる｡さらに

また認識不可能を主張する懐疑主義の立場からすれば､何の説明もなく認識の

土台に何ごとかを据えることは許容されることではない｡このように､各分野､

各哲学者における仮設法の評価は､それぞれの琴識論的な立場の相違に応じて

様々に異なり､仮設使用法の比較研究は､より広く､理論と経験､理論的認識

の可能性と有益性の問題に発展する可能性を秘めている｡

本申請研究が目指したのは､医学､数学､哲学等の古代の諸学問の各分野､

各思想家がとった仮設法-の態度を明確･正確に把握し､そこから得られた結

果を比較することを通して､哲学的探求における合理論と経験論､ドグマティ

ズムと懐疑主義の問題についても新たな知見を獲得することである｡

研究においては､二つの方向から仮設法の問題にアプローチした｡一つは､

プラトンにおける仮設法使用の実態である｡ここでは､ 『パイドン』における仮
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設法は､あらゆる探求に適用可能な方法であるという立場から､ 『メノン』『国

家』等の他の対話篇における仮設法使用の解釈に向かった.とくに関心の中心

に据えたのは想起説と仮設法の関係である｡その際､想起説をイデア探求に限

定せず､感覚に頼らないア･プリオリな考察法として捉え､それと仮設法の関

係を問題にした.また後代のユークリッド幾何学における仮設法の活用､懐疑

主義の側からの仮設法批判をも視野に収め､そこから振り返る形で､真理にい

たる方法としてプラトンが構築した仮設法の哲学的位置づけと､古代哲学史に

おける歴史的位置づけを試みたo

第二の方向は､古代懐疑論における仮設法-の否定的評価の研究である｡こ

の方面では､セクストス･エンペイリコス『学者たち-の論駁』第1巻一第6

巻翻訳を完成した｡同書では､懐疑哲学の立場から､文法術､弁論術､数論､

幾何学､星学(占星術)､音楽-の批判が行なわれる｡ ｢仮設｣ ｢仮説｣に相当す

るギリシア語hypothesisは､ ① ｢劇の梗概｣ ② ｢弁論術における個別的な諸問

題の探求｣ ③ ｢証明の原理｣の三つの意味をもっており､セクストスはこの三

つの意味を区別した上で批判にとりかかる｡この論法は､懐疑主義者の議論の

目的と密接に関係している｡すなわち､古代懐疑主義にとって実生活と密接に

関係し､その基盤となるような事柄は懐疑の対象とならず､特別の知を自認す

る立場が攻撃の対象となる｡それゆえ､セクストスにとって､言葉の意味を区

別し､批判対象を限定することは必須の作業であり､ hypothesisの意味の区別

もその姿勢の現われである｡ ′とくに③の意味でのhypothesisは､まさしく知識

の基礎を構成する原理(出発点)の役割をもつため､特別の意味でセクストス

による批判の対象となるのである｡

本研究成果報告書に収録した論文は､本研究の成果のうち､プラトンの仮設

法の実際を最も明瞭に表わすものである｡これはかつて`TheMethodologyofthe

Second Voyage and the Proof of the Soul's Indestructibility in Plato's Phaedo',

Oxford Studies in Ancient Philosophy, 18 (2000),■pp.41-100 として発表したもの

であるが､今回､もう一度見直し､註などの細かな修正を加えて､日本語でも

利用できるように翻訳した｡

平成17年3月
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『パイドン』における｢第二の航海｣の方法と魂の不滅証明

プラトン『パイドン』96-107には､プラトン哲学の中核をなす諸主題が集中

的に含まれており､それはまた､彼の全署作中､最も異論の多い箇所の一つで

もある.そこには､いわゆる｢第二の航海｣の探求法一自然哲学者の方法と

対比されるロゴスのなかでの探求法､および仮設法-､物質主義的原因論(1)

に対置される善原因論､およびイデア原因論､魂の不滅証明といった重要な諸

主題が集約されているのである｡しかも､ 『パイドン』95Eによれば､それら多

様な諸主題はすべて､生成消滅の原因を考察することによって魂の不滅証明を

遂行するという目的のもとに提出されている｡このことは､ 『パイドン』96-107

はある種の統一性をもつこと､またそのようなものとして解釈されるべきであ

ることを意味する｡この箇所をめぐる一連の探求のため､ソクラテス(あるい

はプラトン)は(2)､ 99D-100Aにおいて注意深く､ロゴスのなかでの探求法を

選び取る｡方法の選択が探求成功の決め手となるのである｡このことはまた､

96-107 の一連の議論の正しい理解のためには､ ｢第二の航海｣において採用さ

れる新しい方法を正確に理解することが必要とされる.ということも意味する｡

本章は､プラトンが新たに導入した方法(ロゴスのなかでの探求法と仮設法)

の解明を通して､この箇所の諸議論に新たな光を当てようとするものである｡
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1 ロゴスのなかでの探求方法

(a)魂の盲目へのソクラテスの恐れはアイロニーか?

ロゴスのなかでの探求法を採用するに先立ち､ソクラテスは自然哲学者が行

なう種類の探求に彼自身従事することによって､大きな当惑･混乱に陥ってい

た｡彼は､そうした探求によって魂の目をひどく損なってしまい､それまでは

知っていると思っていたこと(例えば､人が大きくなる理由)も分からなくな

ってしまったと語る(96C)｡彼は､自分の魂が完全な盲目に陥ることのないよ

うに新しい方法を工夫する(99D-E)｡このことは､ロゴスのなかでの探求法は､

魂の目を損なう危険からソクラテスを救うという意味で決定的に重要であるこ

とを示唆する｡

しかし､解釈者たちの間には､自然学的探求によって視力を損なったという

ソクラテスの主張をアイロニーとみなす強い傾向がある｡彼らは､ソクラテス

は自然学的探求によって目を傷めたと語っているが(96C)､目の損傷(-当惑･

混乱)は､自然学的探求からではなく､むしろソクラテスの哲学的反省から坐

じてきたはずであると主張する｡もしも`当惑の原因を自然学的探求に帰するソ

クラテスの主張がアイロニーであるとすれば､当惑･混乱したという主張その

ものもまた､アイロニーでありえよう｡それゆえGallopは次のように論じる｡

イデア論がすでに準備されていることを考えるとき､ ｢当惑した｣という彼

の告白は正直でないと考えられるであろう(3).

しかし､当惑の原因を自然学的探求に帰する点にアイロニーを求めようと､'あ

るいは当惑の主張そのものをアイロニーと認定しようと､もしもソクラテスの

主張がアイロニーであるとすれば､新しい方法として導入される｢ロゴスのな

かでの探求法｣は､その重要性を著しく減ずることになるであろう｡なぜなら､

ソクラテスはこの新たな方法を採用する以前に､同方法の助けを借りなくても､

最終的にイデア論に行き着くところのみずからの哲学的反省によって､魂の目
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の損傷に対する抵抗力をすでに身につけていたともみなされうるからである｡

しかし､Gallopらの主張は受け入れがたい｡もし仮に｢盲目｣がそのまま｢当

惑｣を意味するなら､確かに)自然学的探求によって目を損なったというソク

ラテスの主張はアイロニーであるかもしれない｡というのも､自然学的探求に

従事しながらまったく当惑を覚えることのない自然哲学者たちの例からも明ら

かなように､自然学的な探求は､それだけで当惑を引き起こしうるものではな

いからである(4)｡しかし､ ｢盲目｣が表わすのは｢当惑｣ではない｡それはむ

しろ｢無知｣を表わしており､そのことは､ソクラテスが魂の盲目､あるいは

同様の状態に言及する79Cおよび99Bから明らかである(5)｡なるほど､ 99B

では､自然哲学者たちを取り巻く闇に言及されており､魂それ自体の盲目とは

無関係であるように思われるかもしれない｡しかし､ ｢あたかも闇のなかにいる

かのように手探りしながら｣ (99B4-5)という言葉は､彼らが実際には闇のなか

にはいないこと､しかし何らかの理由で手探りに頼らざるをえないことを意味

する(6)｡その理由は彼らの魂の目の損傷にあり､またその損傷は､彼らの自

然学的探求に由来するものであろう｡彼らの魂の視力が自然学的探求によって

あまりにも損なわれたがゆえに､彼らは､原因が働く条件にすぎないものを真

の原因と取り違える無知(-盲目)に陥るのである(7)0 79C においても同様

に､盲目ないしそれに類似した状態は､自然学的探求ないしは感覚の使用がも

たらす無知を表わしている｡旺皐というのは､探求における諸感覚の使用がも

たらしたものであり､そしてまた､ ｢以前に｣ (79C2)の参照箇所である65Bに

よれば､この弦章の状態は､魂がどんな真実をも捉えていないような状態であ

る｡

しかし､われわれの立場に対して､盲目を｢無知｣よりもむしろ｢当惑｣と

して解釈すべき根拠として､われわれが経験しうる日常的な事態-ある日突

然､自分の目が見えなくなった人が､そのことに気づいて当惑するという事態

-が挙げられるかもしれない｡しかし､ソクラテスが語る盲目は､魂の盲目

であって､身体の盲目とは事情が異なる｡魂の盲目に陥った人は､魂それ自体

の視力を失うのであるから､
′自分がこうむった害に気づくことさえできなくな

る｡他方､たんに身体の盲目に陥っただけの人は､魂の視力の損傷は受けてい

ないから､自分の身体的な損傷に気づきうる｡そしてそれゆえ､混乱し､当惑

9



するのである｡もちろんここで語られているソクラテスの魂の盲目は､今述べ

た魂の盲目とは多少異なる｡というのも､彼の場合には､魂の視力は損なわれ

たものの､みずからの無知を自覚していた歴史的なソクラテスそのとおりに､

自分が受けた魂の損傷をなお認識しえているからである｡だからこそ彼は､み

ずからの当惑､および､自分が以前には知っていると思っていたことさえ分か

らなくなった状態を認識することができ(96C)､そして､自然哲学者たちが陥

った間違いを犯さずに済んだのである(99B)｡それゆえ彼がこうむっている種

類の無知は､たんに自然学的探求からのみ生じたものではなく､哲学的反省の

結果でもあると言うことができる｡

しかしそうだとすれば､ソクラテスがこうむっている無知を引き起こした真

の原因は､実際には｢自然学的探求｣プラス｢哲学的反省｣であることになる｡

ところが彼は､そのうちの一方｢自然学的探求｣のみをその原因として語って

いるように見える｡だとすれば､やはり彼はアイロニカルであるということに

なるのだろうか.否｡というのも､ソクラテスは､彼独白の｢無知｣を構成す

ろ~っの要素- ｢貫目｣ (無知一般)と｢知っていろと思--'ていたものが分か

らなくなること｣ (当惑･混乱) -を､後者を前者の結果として語ることによ

って(cf.ゐoTE,96C5)､明確に区別している｡彼が､ ｢自然学的探求｣が直接引

き起こしたとして語っているのは､そのうちの｢盲目｣ (無知)だけなのである｡

彼独自の無知- ｢知っていると思っていたものが分からなくなること｣ (当

惑) -は､ ｢盲目｣のさらなる結果として語られており(96C5-6)､このこと

は､彼自身､彼の｢当惑｣が､ ｢盲目｣に対する｢哲学的反省｣によって-す

なわち｢自然学的探求｣プラス｢哲学的反省｣によって一引き起こされたこ

とを意識していたということを示唆する｡ソクラテスは､無知を引き起こす恐

ろしい力を｢自然学的探求｣に帰している点でも真面目であるし､また､何を

真実として認めてよいか分からなくなり混乱してしまうほど｢自然学的探求｣

によって魂が損傷をこうむったと語っている点でも非常に真面目なのである｡

もちろん､ソクラテスの最初の状態は｢知｣の状態ではない｡それゆえもし

も彼が､ ｢盲目｣ (無知)になったと言うことにより､それ以前の状態が｢知｣

の状態であったということを暗示しているとすれば､確かに彼はアイロニカル

であることになるであろう｡しかし彼は注意深く､ ｢少なくとも私自身と他の人
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たちに思われたところでは｣ (96C4)という言葉をつけ加え､また｢以前に私

が知っていると思っていたこと｣ (c6)と述べることにより､聞く者が､彼が

以前に｢知｣の状態にあったという誤解をもたないような語り方をしている｡

しかし､それでもなお次のように言われるかもしれない｡もしも彼の最初の状

態が｢無知｣であるとすれば､ソクラテスが盲目にされたと言うとき､実際に

は彼は､ -つの｢無知｣から別の｢無知｣に移行しているだけである.ところ

が､彼は盲目にされて､より悪くなったかのように言う｡このことは､やはり

彼がアイロニカルであるということを意味しないだろうか｡しかし､これに対

しては次のように答えることができる｡確かに､盲目にされる以前の状態も､

またそれ以後の状態も｢無知｣と呼ばれるであろうo しかしソクラテスの見解

では､盲目にされた後の状態のほうが前の状態よりも確かに悪い｡例えば､ア

ナクサゴラスの魂の二つの状態一宇宙を支配する理性の役割を垣間見ること

がなお可能であった状態(97C)と､その後､理性を視界に捉えるための視力

を失い､物質的原因を用いるようになった状態(98B-C)
-は､どちらも｢無

知｣の状態である｡しかし明らかに後の状態のほうが､魂の視力はより多く損

傷をこうむっている｡だからこそソクラテスは､アナクサゴラスの轍を踏まな

いように警戒し､理性と善原因の役割を見失うことがないように気をつける｡

96Cにおいてほとんど視力を失いかけた経験に言及するときにも､また99D-E

において､盲目にならないようにロゴスのなかでの探求法-と逃げ込んだと語

るときにも､ソクラテスはみずからの真筆な意見を述べているのである｡

自然学的探求にはさまざまの要素が含まれるが､厳密に言って､そのうちの

何が魂の盲目を引き起こすのであろうか｡自然哲学者たちが手探り(触覚)で

探し回っている姿(99B)は､感覚の使用と魂の盲目との密接な関係を示唆す

る｡また99E2-4において盲目の原因とされるのは､目で物を見､それぞれの感

覚で物を捉えようとすることである｡だからこそ魂が盲目にならないために､

諸感覚から逃れて､ロゴスのなか-と避難することが必要になる(99D-E)｡し

かしこのことは､感覚を用いてはならないということを意味するわけではない｡

というのも､のちの考察において取り上げられる｢火が接近する際の雪の融解｣

は観察された事実であるということからも明らかなように､ソクラテスは､ロ

ゴスのなか-と避難する決定を下したのちにもなお感覚を用い続けているので

ill



ある(106A)(8)｡それでは､感覚使用の拒絶ではないとすれば､いったい何が

ロゴスによる探求法において新たに導入された要素なのであろうか｡
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(b)ロゴスのなかでの探求法とは何か?

ソクラテスが｢より大きくなること｣に関するさまざまの説明方法によって

当惑に陥ったとき(96D-97B)､彼は哲学的反省を行なってはいた｡しかし､そ

れはまだ彼の言う｢ロゴスのなかでの探求法｣ではなかった｡それゆえ､古い

探求法と新しい探求法の違いは､哲学的反省の有無にあるわけではない｡自然

哲学者たちにしても､感覚的観察からの一般化を行なうことによって彼らの理

論を打ち立てるときには､何らかの哲学的反省は行なっている(96B, 98Cl-2,

99B6-8).

ソクラテスの方法の新たな要素について考察する一つの手掛かりは､ ｢ロゴ

スのなかでの考察｣ (99E5)と言われるときの｢ロゴス｣によって彼が何を意

味しているかということである｡ ｢ロゴス｣の意味の可能性としては､ ｢命題

(proposition)｣ (9)､ ｢理論(theory)｣ (川)､ ｢定義(definition)｣ (ll)､ ｢議論

(argument)｣(12)が考えられる｡ところで､ソクラテスがその方法を斥ける自

然哲学者たちもまた､彼らの見解を｢命題｣ ｢理論｣あるいは｢議論｣の形で示

しているという事実は､ロゴスを｢定義｣とみなす解釈-とわれわれを導くか

もしれない｡この想定はまた､歴史的なソクラテスが｢定義｣探求に強い関心

をもっていたという事実､そしてとくに､ 100Aト3のソクラテスの次の言葉に

よって支持されるように思われる- ｢私は､諸々の有るものをロゴスのなか

で考察している人のほうが､現実の事物のなかで考察している人よりも､より

いっそう映像･似像のなかで考察していると認めるものではまったくない｣｡こ

の発言は､従来次のように解釈されてきた｡

現実の事物(自然的事物)が何ものかの似像であるように､ロゴスもまた

何ものかの似像であり､そして自然的事物はイデアの似像であるから､ロ

ゴスもイデアの似像である｡ところが､ ｢イデアの似像としてのロゴス｣は

定義を示唆する｡それゆえ､ロゴスは定義として理解されるべきである(13)0

しかし､99E-100Aを注意深く調べてみるとき､この解釈が支持されえないこ

13



とは明らかである｡日蝕観察者は太陽の映像･似像を､水やそれと同様の媒体

のなかで(主v tiSGTl吊TtVI TOtOJT(㌔, 99D7-El)考察するけれども,同様にし

てソクラテスは､物事の真実を､ロゴスのなかで考察しようとする(圭v主t(Eivo1;

oKO¶E了v T(bvるvTuV Thv占叫0〔lαV,E5-6)o このことは､ロゴスと水とが､探

求対象を考察するための媒体として対応していることを意味する｡この場合､

それぞれの探求が考察の対象として目指しているものは何なのであろうか｡日

蝕観察者は､太陽の映像を考察する(oKOITゐvTαl TflV Eit(dva a心TOO, El)と

語られているが､しかし､彼が探求の的にしている対象は､観察されている映

像ではなく､蝕の状態にある太陽そのものである(T占v f1入lOV 主K入∈I'TTOVTCX

O【由pouvTE;
KC(tlOKOITO山∈vol,D516)｡それゆえ厳密な言い方をすれば､日蝕観

察者は､蝕の状態にある太陽を､水に映した映像のなかで考察するのである｡

水のなかの太陽の映像は､暖昧で歪んでいるかもしれないが､しかし､太陽を

直接注視することによって視力が損なわれないように､日蝕観察者は映像に頼

る｡そして水という､物の姿を歪ませる媒体に頼るところから､彼は､現実の

事物のなかで考察している人よりも､よりいっそう映像･似像のなかで考察し

ている(gv E'IKdol ua入入ov oKO¶E了v吊Tbv主v
t'pyo1;, 100A2-3)と言われる.

ロゴスと水は､そのなかで考察を行なうべき媒体として相互に対応している｡

それゆえ､もしも日蝕観察者との類比を厳密に守るなら､ソクラテスは物事の

真実を､ロゴスのなかに映し出された映像･似像のなかで考察することにした､

とわれわれは言うべきであって､物事の真実を､単純にロゴスのなかで考察す

ることにした､と言うべきではない｡しかし､ソクラテスがただちにつけ加え

るように､この類比には何か不適切なところがある｡というのも､ ｢私は､諸々

の有るものをロゴスのなかで考察している人のほうが､現実の事物のなかで考

察している人より.も､よりいっそう映像･似像のなかで考察していると認める

ものではまったくない｣ (100Al-3)からである｡ソクラテスは､現実の事物は､

ロゴスが映像･似像であるのと同程度に映像･似像である(concretethingsareno

lessimagesthanarelogoi) (14)と言っているわけではない.彼の主張は､ロゴス

のなかで考察するからといって､現実の事物のなかで考察する場合と比べてよ

りいっそう映像･似像のなかで考察していることにはならないというものであ

る｡このことは､ロゴスのなかでの考察は､日蝕観察の場合の,水に映された
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太陽の歪んだ映像に相当するものを何も含んでいないということを意味する｡

すなわち､日蝕観察者が､水のなかに映った映像を通して太陽を考察せざるを

えないのとは異なり､ロゴスのなかで探求対象を考察する人は､現実の事物の

なかで考察する人と同程度に､直接かつ明瞭に探求対象を考察し､しかも､諸

感覚の使用によって魂の視力が損なわれる恐れなく､考察をなしうるのである｡

99E-100Aのテクストのうちに､ロゴスが､有るものの映像･似像であるという

ことを示唆するものは､何も認められない(15)0

歴史的なソクラテスが｢定義｣探求に関心をもっていたのは事実である｡し

かしこのことは､この箇所のロゴ大を｢定義｣とみなす解釈にとってはむしろ

妨げになるように思われる｡彼は､さまざまの徳の定義を求めたo しかし､プ

ラトンの前期対話篇に関するかぎり､ソクラテスが､満足しうる定義に首尾よ

く到達することはまったくなかった｡それゆえ厳密な語り方をするなら､彼は

定義｢に向かって｣進み行くなかで真実を考察したと言うことはできても､定

義｢のなかで(主v)｣ (99E5)考察したとは言えないことになる.彼が携わった

のは問答による吟味であり､彼は､対話相手が勇気､正義など何らかの徳の定

義とみなすものを含め､彼らの見解を｢命題｣の形で明らかにし､それを｢議

論｣によって吟味しようとした｡このことは､問･題のロゴスは｢定義｣よりも

むしろ｢命題｣あるいは｢議論｣を意味する可能性を示唆する｡

しかしまた､ロゴスを｢定義｣とみなさない解釈はすべて､次の困難に直面

するように思われる｡自然哲学者たちも､彼らの見解を｢命題｣ ｢理論｣あるい

は｢議論｣の形で提示したo それゆえ､-ゎれわれがロゴスを｢定義｣以外の意

味で理解するかぎり､自然哲学者たちも､ロゴスのなかでの探求法を用いてい

たことになる.しかしそれは､ソクラテスの発言一自琴哲学者たちの轍を踏

まないように､自分はロゴスのなかでの探求法を採用した-- (99D-E)と衝

突するのではないか｡しかしこれに対しては､ ｢定義｣を用いさえすればロゴス

のなかでの探求に従事していることになるのか､また､定義とは異なる意味で

のロゴスによって考察される探求はすべて､自然哲学者たちの探求レベルと等

しくなるのかと問い返すことができるo ロゴスのなかでの探求法において重要

な点は､盲目にならないように｢ロゴスのなかに逃れる(E'l;TO心;入dyou;

KQT叩UYdvTa)｣ (99E5)ことである.諸感覚に頼る人は､たとえ定義を用いて
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探求しようとしたとしても､ロゴスのなかに逃れたとはみなしえない｡つまり､

ロゴスのなかに逃れるとは､諸感覚がもつ目の損傷作用に対して自衛できる立

場に身を置くということである｡そしてそのためには､感覚によって観察した

ことをロゴスー｢命題｣であれ｢議論｣であれ｢理論｣であれ｢定義｣であ

れーのうちで定式化することを越えた何ものかが必要とされるのである｡

具体的には何が要求されるのであろうか｡手掛かりは､ロゴスのなかでの探求

法の具体的形として提出されている仮設法の説明のうちに見出すことができる｡

｢その都度､何であれ私がきわめて強力であると判断するロゴスを仮設として

立てた上で､原因についても他のすべてのことについても､何であれこのロゴ

スと協和するように私に思われることを､真とみなし､そうでないことを､真

でない､とみなす｣ (100A3-7)｡この発言の意味するところはのちに詳しく考

察することになるが､しかし現段階においても､感覚は､きわめて強力なロゴ

スが何であり､またそれと協和するものが何であるかを判断する基準にはなり

えないということは明らかである｡この種の判断を行ないうるのは､感覚され

た対象および思考された対象を批判的に調べることができる理性なのである｡

この理性を､アナクサゴラスは､最後まで徹底して用いつづけることができず､

結果的に､彼の宇宙論において 《理性》および善が果たす重要な役割を見失う

ことになった(98B8-C2) (16)｡他方ソクラテスは､みずからの理性を用いたが

ゆえに､原因としての善の役割を見失うことなく､牢獄に留まるほうがより善

く､正しいことであると判断しえた(98C-99A)(17)｡このエピソードは､考察

における理性の重要性を非常に具体的に示すものである｡ソクラテスの新しい

探求法を古い探求法から区別するものは､感覚の影響を逃れ､理性を判断の基

準として用いつづけるという､まさにその点にあるのである｡

このことは､すでに述べたように､探求においていかなる感覚も使用しない

という意味ではない(cf.106A)｡しかし感覚を通して､あるいは理性的考察に

よづて､あるいは感覚と理性を用いることによって構築された諸々の説明･命

題のうちで､いずれが最も強力であるかを決定する重要な局面においては､考

察者は､最終的裁定の基準を感覚に求めるべきではなく､理性に求めるべきで

あり､その意味で｢ロゴスのうちに逃れる｣ことが必要なのである｡

この解釈は､知に到達するためには魂と身体の分離が必要であるという『パ
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イドン』の主要テーマ(65A-66A)とも合致する｡ソクラテスが魂と身体の分

離の必要性を説くとき､彼は､自分が辿ってきた人生におけるみずからの探求

を振り返って発言しており､この発言が､ずっと昔に採用することに決めたロ

ゴスのなかでの探求法の一側面に言及するものであると考えるのは､きわめて

自然な解釈であろう｡魂と身体の分離について語り､理性そのものを用いるべ

きであるということを強調するとき(66Al-2)､ソクラテスは､感覚を完全に

拒絶するように勧めているのではない｡むしろ可能なかぎり､身体との共同を

回避するようにと勧めているにすぎない(65C8-9,66A3-5).また彼が禁じてい

るのは,純粋に理性そのものによって思考すべき過程のうちに感覚を引きずり

込んでくるということである(65.E8-66Al).

ロゴスのなかでの探求法において理性が果たす役割について､われわれの理

解を助けるために､今ここで､理性の役割が増大していく三つの段階を想定し

てみよう｡

(1)理性を用い､感覚的観察からの一般化､推論などによって説明を構築

する｡

(2)構築された諸々の説明を比較考量し､それらが相互に抵触し合ってい

ることを認める-しかしいずれかの説明に決定することはできない｡

(3)どの説明を採用すべきかを決.定するに際して､探求に感覚が侵入し､

考察を妨げるのを許さず､最終的裁定の基準として理性を用いる｡

ソクラテスが批判対象とする自然哲学者たちは､理性を用いて独自の理論に到

達したが､しかし到達した理論が真実であること･を疑わず､その点で(1)の段

階に留まっていた｡これに対して､ソクラテスがみずからの哲学探求の歩みを

回顧するなかで描き出す若き日の彼は､新たな探求方法を採用する前の時点で､

すでに(2)の段階に達していたが(cf.96E6-97B6)､しかしまだ(3)の段階に

は到達していなかった｡なぜなら､諸々の相反する説明の間で決定を下す際に､

みずからの理性に絶対的優位を与える意識的な一歩を踏み出してはいなかった

からである｡彼がこの時点ではまだ､ロゴスのなかでの探求方法を採用してい

なかったとされるのはそのためである｡
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(2)の段階におけるソクラテスと､ビュロン派の懐疑主義者を比較してみる

のは興味深いことであろうo ビュロン主義者たちは､現われるものと思惟され

るものが相互に､またそれぞれに抵触し合っているのを前にする(セクストス･

エンペイリコス『ビュロン主義哲学の概要』第l巻8-9,3l-3)｡しかし､彼らは

それらのいずれを採用すべきかの判断の基準として理性に訴えることはしない

(第1巻99, 128,第2巻32-3,57-69)｡ (2)の段階におけるソクラテスについ

ても､感覚よりも理性のほうを優先するという決定的な一歩を踏み出していな

いかぎりは､その状態はビュロン主義者のそれと同レベルにあって､いくら哲

学的考察を重ねても､抵触し合う説明の数をいたずらに増すだけで､解決の糸

口に至ることはないだろう.このような状況のなかで､彼は以前に知っている

と思っていたことさえ分からなくなってしまう(96C)｡彼は､言わばピエロン

主義者の行きづまりの状態に陥っているのである｡ビュロン主義者との違いは､

後者が｢判断保留｣を無動揺(平静)に通じるものとして喜んで受け入れたの

に対して､ソクラテスは行きづまりに不満を覚え､何とかしてそこから脱却し

ようとして｢ロゴスのなかでの探求法｣に訴えるに至った点にあるc もし仮に

ソクラテスがビュロン主義者に出会ったとすれば､彼らは､ソクラテスの目に

は､矛盾対立する議論(TOtl; &vTl入oyIKO心;入dyou;,90Cl)にかまけて時を過

ごしながら､最高の知者になったっもりでいる言論嫌いの輩(90B-C)として

映ったであろう｡

言論嫌いは､魂の盲目と同じように危険である｡それは､ロゴスの技術なし

に-すなわち､ロゴスのなかでの探求法をまったく用いることなしに-､

あるロゴスを真なるものとして簡単に信頼し､そのすぐ後でそれが偽であると

信じるようになるという経験を積み重ねることから生じてくる(9PB6-9)｡ソク

ラテスは､言論嫌いに対する警告を､シミアスが魂を楽器のハルモニア- (調

和､音階)に誓え(85E-86D)､またケべスが魂を､自分の衣服を手ずから織り

上げる機織り職人に誓えた(86E-88B)直後に発している｡シミアスのロゴス

は､それを聞くものを捕える不思議な魅力を具えていたが(88D3-6)､そのも

っともらしさは､主として､魂をハルモニア-として描き出すことの容易さか

ら来ているように思われる｡実際､ケべスは､彼の機織り職人､およびシミア

スのハルモニア-を指して､どちらも映像･似像(eiK⊂bv,87B3,D3)と呼んで
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いた｡この意味で､シミアスもケべスも依然として､感覚的･視覚的イメージ

に頼っており､ロゴスのなかでの探求法が要求するような仕方では､彼らの理

性を用いるに至っていない｡

もちろん､映像･似像(∈iK(bv)の使用それ自体が悪いということではない.

プラトン自身､彼の対話篇においてしばしば映像･似像(∈'lKゐv)を用いては

いる(18)｡しかし理性的反省なしにそれを用いる場合には､それは誤った判断

に容易に通じるであろう｡シミアス自身は､彼が用いる心¶dOEOI;, thoO紬∈vo;

という言葉遣いからも明らかなように(92D6,93CIO)､ロゴスのなかでの探求

法の一種一仮設法-一についてある程度の知識をもっていた｡彼はピエタゴ

ラス派であった､あるいは,ビュタゴラス派に関するある程度の知識をもって

いたと考えられる(19)｡幾何学の問題を解くときには､仮設法を用いたことも

あったにちがいない｡しかし彼は､哲学の探求においては､視覚的イメージと､

そうしたイメージのもっともらしさによって容易に左右され(92D)､仮設法の

正しい使用法を守ることができず､結果的に､理性を最終的判定基準として利

用しつづけることができなかった｡理性を最終的判定基準として利用しつづけ

るためには方法が必要とされるのである｡そこで次には､ 100Aff.におけるソク

ラテスの仮設法を調べることにより､仮設法の正しい使用法についてのソクラ

テスの考えを見ていくこ■とにしよう｡
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2 仮設法

(a)仮設法をめぐるRoweとvan Eckの論争

ロゴスのなかでの探求法と仮設法は､同一の方法である必要はない｡なぜな

ら､仮設法において仮設として採用されるロゴスは､きわめて強力と判断され

るロゴスであるが(100A3-4)(20)､ロゴスのなかでの探求法において用いられる

ロゴスには､そのような限定はつけられていないからである｡後者の方法で求

められているのは唯一､魂の目を損なう諸感覚の作用から自衛するためにロゴ

スのなかに逃れ､理性を最終判定基準として用いることである｡このことは､

ロゴスのなかでの探求法は､ソクラテスによるエレンコス(論駁)の方法をも

ーそれがソクラテスの理性の導きのもとに用いられるかぎりで一合みうる

ことを意味する｡しかし､仮設法がロゴスのなかでの探求法と同一ではないと

しても､明らかにそれは､ロゴスのなかでの探求法の一種である｡さもなけれ

ばソクラテスが､ロゴスのなかでの探求法に言及したのちに､何の断わりもな

く仮設法の説明にただちに移行する(100A3ff.)ということはなかったであろ

う｡

われわれは､ロゴスのなかでの探求法における｢ロゴス｣が､ ｢命題｣である

か､ ｢理論｣であるか､ ｢定義｣であるか､あるいは｢議論｣であるかという問

題を未決定のままに残しておいた｡しかし､ロゴスのなかでの探求法と仮設法

の密接な関係を考えるとき､少なくとも､二つの方法において｢ロゴス｣が同

一のものを意味することは明′らかであろう｡というのも､プラトンが､何の示

唆も与えないまま100Alと A4の間でロゴスの意味を変更したということはあ

りそうにないからである｡ところで､仮設法で用いられる｢ロゴス｣の最も有

力な候補は｢命題｣である.なぜなら､仮設として立てられたロゴスの一つは､

美それ自体が存在する､等の命題であると考えられるからである(100B5-7)(21)0

しかし､解釈者たちのなかには､ソクラテスが100B5-7で仮設として採用する

ロゴスは､ ｢イデア論(theTbeoryofForms)｣であると考える人たちもいる(22)0

仮設法におけるロゴスの意味を決定するためには､われわれは､仮設法に関す
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るソクラテスの説明を精確に見ていかなければならないであろう｡

しかしこれは容易な課題ではない｡なぜなら､ソクラテスが行なう仮設法の

説明は､きわめて概略的なものでしかないからである｡仮設法の解釈について

は､たんに｢ロゴス｣の意味について論争があるだけでなく､仮設法の手続き

の一つ一つをどのように理解すべきかということも､さらには､仮設法が具体

的にどこで用いられているかということさえも論争の的になっている｡例えば

Roweは､仮設法はすでに100B-101Eで用いられていると考えるが､これに対

してvan Eckは､ 102B3-D3 (ないしは102AIO-D3)になってはじめて用いられ

ているとみなす(23)｡今ここで彼らの解釈を検討する前に､ 100A-107B の議論

の要約を､一部はテクスト(和訳)も交えて示しておきたい｡

[方法A] 100A3-7

｢(I)とにかく私は次のような仕方で出発した｡ (2)その都度､何であれ

私がきわめて強力であると判断するロゴスを仮設として立てた上で､ (3)

原因についても他のすべてのことについても､何であれこのロゴスと協和

する(ou岬UV∈Tv)ように私に思われることを､真とみなし､ (4)そうで

ないことを､真でない､とみなす｡｣

[イデア論A] 100B-101C

[存在命題]何か美それ自体､等々が存在する(100B5-7)､

[原因命題] Fである諸々の事物が F であるのは､イデア F のゆえである

(loo°-101C) (24)0

[方法B] 101Dl-E3

｢(i)君は､仮設のかの安全さ[orかの安全なもの]にしっかりつかまり､

それに従って答えるであろう｡ (2)しかし､もしも誰かがその仮設そのも

のをしっかりつかまえるなら､ (3)その場合には君は[彼or彼がつかまえ

ていることを]放っておいて､仮設から出発した諸々のこと(Tad¶'主KEI'vTIS

占p叩OgvTa)が互いに協和関係にある(ou岬UVeT)か､あるいは不協和関

係にある(SL叩C.W∈T)かを考察してしまうまでは答えることをしないであ

ろう｡そして(4)君がかの仮設そのものの説明を与えなければならなくな

ったときには､君は同様の仕方で説明を与えるであろうーこの場合も､
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何であれ上位にある諸々のもののうちで､最も善いと思われる仮設を別に

立てることによって. (5)それは､君が何か十分なものに到達するまでの

ことである｡そして(6)君は､出発点[原理]と､そこから出発した諸々

のことの両方を同時に論じることによって､かの矛盾対立する議論を事と

する人々がやっているように､ごたまぜを作り出すことはしないであろう

ーもしも君が､諸々のあるもののうちの何かを発見しようと望むのであ

れば｡｣

[イデア論B] 102Bl-2

幕間でパイドンが提示するまとめ- ｢イデアのそれぞれが何かあるとい

うこと[存在命題】と､他の諸々のものはこれらイデアを分取することによ

って､まさにイデアそれ自体の名前をもつようになるということ[原因命

題]が同意された｡｣

[魂不滅の最終証明] 102B-107A (これについては後に論じる)

[方法c] 107B5-9

｢(1)たとえ最初の諸仮設が君たちにとって信用しうるものであるとして

も､それでもなお､それらはより明確に調べられなければならない｡そし

て(2)もしも君たちが最初の諸仮設を十分に吟味するなら､私が思うに､

君たちは､人間が付き従っていくことのできる最も遠くの地点まで､この

議論に付き従っていくことになるであろう｡そしてもしもかのものそれ自

体が明らかになるならば､君たちはそれ以上何も探求することはないであ

ろう｡｣

この要約において､イデア論は二つの単純命題一存在命題と原因命題-か

ら成り立っている｡それゆえ､ロゴスのなかでの探求の｢ロゴス｣が｢理論｣

を意味するか､それとも｢命題｣を意味するやという問題は､けっきょくのと

ころ､仮設として採用されているのは､これら二つの命題からなるイデア論で

あるか､それともそれら二つの命題のどちらか一つだけであるか､あるいは､

それら二つの命題のどちらもそれぞれ仮設として認められうるのか､という問

題に行き着くことになる｡

Roweの解釈は､基本線においてはGallopにまで遡る解釈であり､ここでは
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｢Gallop-Rowe解釈｣と呼ぶことにする｡ Gallop-Rowe解釈は､仮設法の応用例

を100B-101Eに認める｡同解釈の簡単な要約は､次のGallopの言葉のうちに見

出すことができる(25)0

Fである諸々のものはイデアFを分有するがゆえにFである､という仮設

の諸々の適用例は､この理論と｢協和｣するが､他方､それに代わる｢諸

原因(reasons)｣は､この理論と｢協和｣しない言明を生み出す｡かくして､

｢xはイデア美を分有するがゆえに美しい｣とか､ ｢xはイデア大を分有す

るがゆえに大きい｣は､当該のイデア原因仮設(Form-Reasonhypothesis)

と｢協和｣するから､真なるものとされるであろうが､それに対して､ ｢Ⅹ

はその色や形のゆえに美しい｣とか､ ｢xは頭一つによってより大きい｣は､

当該の仮設と｢協和｣せず､それゆえ真でないものとされるであろう0

この解釈によれば､最初の諸仮設のうちには､少なくとも｢イデア原因仮設｣

(すなわち､われわれの｢原因命題｣(26))が含まれるoしかしまさにこの点が､

この解釈の最初の弱点となる｡なぜならテクストでは､ [方法A]のすぐ後で仮

設として採用されているのは､存在命題のみだからである｡第二に､Gallop-Rowe

解釈は､原因命題が仮設として採用されたから自然哲学者たちの｢賢い諸原因｣

(100C10)が排斥されることになったという想定のもとに､賢い諸原因は原因

命題と協和しないがゆえに斥けられた([方法A4]参照)と考える(27)｡しか

し実際には､賢い諸原因が斥けられたのは､原因命題との不協和のゆえではな

く､ 『パイドン』でソクラテスが採用する原因の三法則との不協和のゆえである

(28)
○

原因の三法則

もしもxが､何かがFである原因であるとするなら(Fの反対はun-F)､

(法則1) xは un-Fではない(101A8-B2)､

(法則2) xの反対は､何かがFである原因ではない(97A7-B3,cf.101B9-C2,

C7-8)､

(法則3) xは､何かがun-Fである原因ではない(101A6-8)0
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Roweは､最初の困難を回避しようとして､ [イデア論A]は､まずは切り詰

めた形で､存在命題として導入され､のちになって原因命題によって増強され､

最終的に[イデア論B]としてまとめられたと考える(29)｡しかし､vanEckが

指摘するように(30)､原因命題は､存在命題の次に来るもの(Taさ帥;主K∈I'vots,

100C3)として取り上げられているにすぎない｡原因命題が､最初の仮設を構

成するという示唆を与えるものは何もないのである｡それにまた､まとめとし

て提出されている[イデア論B]はパイドンによる要約にすぎず､それゆえ原

因命題を最初の仮設の一部として認める根拠とはなりえない｡確かにパイドン

は､原因命題を容認されたもの､あるいは同意されたものとして記述している

が(102AIO,Bl)､それだけでは､この命題に仮設の地位を与える根拠に乏しい｡

というのも､ [方法A3]に従づて､最初の仮設と協和するがゆえに真として認

められたものもまた､容認されたもの､あるいは同意されたものとみなしうる

からである｡

Rowe は､原因探求の文脈においては､存在命題は､原因命題が原因の説明

として働くための条件として位置づけられるから､それゆえ存在命題と原因命

題の間に明確な線は引けないと主張する(31)｡しかし､ 『パイドン』においてこ

れら二つの命題が､別々の命題として一存在命題は､ 100B5-7 において､ま

た原因命題は､存在命題の次に来るものとして100C3-6において一導入され

ているのは､まぎれも無い事実である｡vanEckが適切に指摘しているように(32)

もしもわれわれが､これら別々の命題の間に明確な線を引くことを拒むとすれ

ば､われわれは､ソクラテスの警告に反して､出発点と､そこから出発したこ

との両方を同時に論じることによって､ごたまぜを作り出していることになる

であろう([方法B6]を参照)｡

この｢ごたまぜ｣という点については､ソクラテス自身､彼自身の方法とし

て｢ごたまぜ｣を作り出していると告白していること(97B6-7)､そしてその｢ご

たまぜ｣の正体が､彼自身が新たに作ったロゴスのなかでの探求法､および仮

設法であるということは､確かにそのとおりである(33)｡しかしだからといっ

て､ソクラテスが彼の探求方法のうちに､ある程度の｢ごたまぜ｣を許容し､

存在命題と原因命題の｢ごたまぜ｣を黙認することに決めた､ということには
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ならない｡というのも､ 97B6-7の｢ごたまぜ(∈7IK匂q'Jpc.))｣は､ 101Elの｢ご

たまぜ(q)tlpo10)｣と､少なくとも前者では能動相が使われ､後者では中動相

が使われているという点で異なるからである｡ソクラテスは､ ｢ごたまぜ｣をし

ないようにケべスに警告する際に､中動相を用いることにより､もしも矛盾対

立する議論を事とする人々が行なっているように､出発点と､そこから出発し

たことを同時に論じようとするなら､ ｢自分自身をごたまぜにする(混乱させ

る)｣ことになると言っているように思われる｡実際､90Cによれば､矛盾対立

する議論(TO心～占vTt入oyIKOtl;入dyou～)を行なって時を過ごす人々は､ロゴス

だけでなく物事のあり様においても､すべてが上を下-とひっく り返っている

(&vcA) KdTU OTP`q)ETCrL, 90C5)と考えるようになるのであるが､しかし事実

はと言えば､何もかもが｢ごたまぜ｣になっているのは彼らの魂のなかの状態

であって､そして彼らがこうした状態に落ち込んだのは､日頃から｢自分自身

をごたまぜにしている(混乱させている)｣ためであると考えられる｡これに対

してソクラテスの｢ごたまぜ′(∈iK市q'Jpo)｣は､アイスキュロス『縛られたプ

ロメテウス』 450行の｢ごたまぜ(t'q)upov ∈'LK市TTdvTa)｣を念頭において言わ

れたものであると､一般に解釈されている(34).同箇所でプロメテウスは､人

間たちについて,彼らは彼の教えを受ける以前には､見るべき目はもっていた

が空しくものを眺め(447)､万事を｢ごたまぜ｣にして時を過ごしていたと語

る｡人類のこの状況は､新たな探求方法を採用する以前のソクラテスの状況と

重なるものである｡ソクラテスの魂は完全に盲目になっていたわけではないか

ら､彼は､なお魂の視力を具えていたo しかし､その目を有効に使うことはで

きず､それゆえ彼自身の｢ごたまぜ｣を作り出そうとするのである｡それは､

まさにプロメテウスのような教師がいなかったためである(cf.99C9)｡彼の｢ご

たまぜ｣は､矛盾対立する議論を事とする人々が日頃から行なっている｢ごた

まぜ｣とは明らかに異なるのであって､彼が存在命題と原因命題の｢ごたまぜ｣

を容認したことを意味するものではないのである｡

最初に立てられる仮設が､単純命題一つだけではなく､複数の命題から成り

立っているとする想定が､解釈上の利点を含んでいるのも､確かにそのとおり

ではある｡というのも､ソクラテスは､最初の仮設から出発した諸々のことが､

互いに協和関係にあるか､それとも不協和関係にあるかを考察するように求め
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ているが([方法B3])､しかし､最初の仮設が単純命題一つだけであるならば､

そこから出発した諸々のことが､どうして相互に不協和関係に立ちうるか､理

解しがたいように思われるからである｡これに対して､最初の仮設が複数の命

題から成り立っているとすれば､そこから出発した諸々のことの間に不協和が

生じうることは十分に理解できる(35)｡しかし､複数の命題を想定することは

大きな困難を引き起こす｡なぜなら､それは方法の正確さを非常に低下させる

からである｡最初の仮設から出発した諸々のことの間に不協和が生じるとき､

欠陥がどこにあるかを見出すことが必要となってくる｡しかし､最初の仮設が

複数の命題から成る理論であれば､欠陥箇所の発見のためには､かなり複雑な

過程が必要とされるであろう｡欠陥は､仮設そのものに存するか､あるいは､

そこからの推論過程のうちに存するかのいずれかである｡そして前者の場合に

は､仮設を構成する諸命題のうち､どの命題に問題があるのかをさらに探求し､

決定することが必要になる｡こうした複雑さは､ソクラテスが彼の新しい方法

の有効性に寄せる高い期待と一致しないように思われる｡他方､仮設として採

用されるものが単純命題であるとすれば､そうした複雑さは容易に回避できる｡

しかし､その代わりに先に挙げた問題が生じてくる一最初の仮設として立て

られた単純命題から出発した諸々のことの間に､いかにして不協和が生じうる

のであろうか｡この問題には､のちに立ち返ることになる｡

しかしなお､Gallop-Rowe解釈は100A-Bの文脈によって支持されると主張さ

れるかもしれない｡ソクラテスはここで､ ｢自分が今語っていること｣ (100A8)

を､より明らかに説明しようと言っているが､その説明の過程で彼が言及する

のは､ ｢これまで休むことなく言及してきたこと｣ (Bl-3)､および｢何度も繰り

返して話題にしてきたこと｣ (B4-5)､すなわちイデア(B6)である｡もしも｢自

分が今語っていること｣が､ソクラテスが採用する最初の仮設のことを指すの

であるとすれば､イデア論こそが最初の仮設であるということになるであろう

(36)
0

しかしこの主張に対しては､一第一に､ ｢何度も繰り返して話題にしてきたこ

と｣がイデアを指すとしてもこ 続く100B5-7で存在命題が導入されていること

から明らかなように､ソクラテスの念頭にあるのは､厳密に言えばイデア論全

体ではなく､そのうちの存在命題であると答えることができる｡実際､ ｢われわ
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れのこれまでの議論において｣ (100B2)という言葉どおりに､ソクラテスは『パ

イドン』において､イデアの存在については,それまでに何度か話題にしてき

た(65D,74A-B,76D-E,78D,79A,D,SOB,92D)｡しかし､原因としてのイデア

の役割には､ 100C以前には一度として触れていないのである(37)｡それゆえ､

われわれが100A-Bの文脈から導きうることは､ソクラテスが｢自分が今語っ

ていること｣によって最初の仮設に言及するとき､彼は存在命題について考え

ているということにすぎない｡

さらにまた､ ｢何であれ私がきわめて強力であると判断するロゴス｣ (100A4

[方法A2])､および｢原因についても他のすべてのことについても｣ (100A5-6

[方法A3])という表現は､目下の探求にとって適切なロゴスであればどんな

ロゴスでも､きわめて強力であると判断されるかぎりは最初の仮設となりうる､

ということを示唆する｡仮設法は､あらゆる探求に応用可能な一般的方法であ

る｡ソクラテスは､存在命題が､その時の彼の探求にとって適切できわめて強

力な命題であると判断したにちがいない｡だからこそ彼は､それを最初の仮設

として採用した. 100Aff.においてソクラテスは､ ｢自分が今語っていること｣

(仮設法の使用法)を説明しようとするが(β○仙○岬l... Oaq'gOTEPOVEi¶EIV,

100A7)､また同時に､最初の仮設として存在命題を用いることによって､仮設

法による探求を進めていこうとする｡仮設法の説明において存在命題を導入す

るのはそのためなのである(38).

Rowe自身も､ 100A3-4の表現([方法A2])が､諸々の異なるロゴスの間で

選択の余地があることを含意するような表現であることは認める｡しかし､彼

はこの選択の範囲を､イデアと個物の関係を示す選択可能な種々の定式

(100D4-6)のうちに求める｡そしてそうすることによって､ ｢上位にある諸々

のもの｣ (101D7 [方法B4])の適切な解釈を見出したと考える- ｢上位にあ

る諸々のもの｣とは､彼によれば､イデアと個物の関係を示す選択可能な種々

の定式なのである(39)｡ Roweはまた､ ｢最初の諸仮設｣ (107B5 [方法c2])に

おいて複数形が用いられている事実も､これによって説明がつくとする(40)0

確かに､イデアと個物の関係を示す選択可能な定式には種々のものがありう

る｡しかし上位の仮設については､それらが満たすべき条件として､上位にあ

る諸々のもののうちで最も善いものであり､下位の仮設について説明を与える
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助けになるようなものであるということが語られている([方法B4])｡この条

件を､ Roweが指摘する諸定式は満たすのであろうか｡ [方法B4]において､上

位の仮設は｢上位にある諸々のもののうちで最も善い｣と言われており､ ｢下位

の仮設と比べてより善い｣と言われているわけではない｡しかしとにかく､上

位の仮設は､下位の仮設について説明を与える助けになるようなものでなけれ

ばならない｡そしてそのかぎりにおいて､上位の仮設は下位の仮設よりも確実

なものでなければならない｡しかし､イデアと個物の関係を示す選択可能な種々

の定式は､そのいずれも､原因命題よりもより確実であるわけではないであろ

う｡なぜならソクラテスは､ ｢それ[イデアと個物の関係の本来のあり方]につ

いては､私はもはや強く主張しない｡ただ『すべて美しいものが美しいのは美

のゆえである』ということだけは強く主張する｣と語っているからである｡こ

の最後の命題(原因命題)が､最も安全な答え(100D8)なのである(41)0

それゆえわれわれは､ Gallop-Rowe解釈を受け入れることはできない｡もし

もこの解釈を受け入れるなら､ 102B以降では､仮設法が実質的に使用されてい

る箇所はないと考えねばならないであろう｡しかし､テクストが示すところは

それとは反対である｡なぜなら､ (I)ソクラテスは魂不滅の最終証明を終えた

後で､さらに[方法c]において仮設法の補足説明を行なっている｡ (2)ソク

ラテスが107Ⅰ】7 ([方法c2])において｢この議論｣で意味しているのは､彼が

その後すぐに(107C2)魂の不死について述べることからも明らかなように､

魂不滅の最終証明のことである｡そしてこのことは､最初の諸仮設(107B5[方

法c2])のうちに､この最終証明と関係する一つないしは複数の前提が含まれ

ることを示唆する｡ (3)ソクラテスが原因命題を｢最も安全｣ (100D8)､ ｢安全｣

(El)と形容するとき､彼が考える安全性は､仮設法の手続きと何か本質的な

関係をもっているはずである｡ ｢仮設のかの安全さ[orかの安全なもの]｣ ([方

法Bl])という表現もまた､仮設法の手続きと安全性との緊密な関係を支持す

るo ところがソクラテスは､身体は火がそのうちに生じることによって熱くな

るといった､より洗練された答えも｢安全｣とみなすのである(105B-C)｡そ

してそのことは､より洗練された答えを導入する際にも仮設法が用いられてい

るということを示唆する(42)0

Gallop-Rowe解釈とは非常に対照的に､vanEckは､幕間(パイドンによる[イ
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デア論B]のまとめ)の後の102B3-D3 (あるいは､幕間も含めて102AIO_D3)

に､ロゴスのなかでの探求の最初の事例､すなわち､仮設法による探求の最初

の事例を見て取る｡彼は幕間に先立つ箇所は､ソクラテスが彼の新しい原因に

ついて提示する啓発的な説明にすぎないと考える(43)｡しかし､この van Eck

の解釈も容認できない.第-に､ Roweがvan E′ckを批判して主張するとおり

-そしてvan Eck自身も認めるとおり-､原因命題(あるいは原因命題の

諸定式) (100C4-6)は､存在命題(100B5-7)と｢協和関係｣にあると考えられ

る(44)｡だとすれば､すでに100Cにおいてソクラテスは仮設法を用いているこ

とになるのである｡

もしも100Cにおいてすでに仮設法が用いられており､そして[方法A3]に

従い､原因命題が存在命題との協和のゆえに受け入れられているとすれば､自

然哲学者たちの賢い諸原因を斥ける際(100C9-D3)にも[方法A4]の手続き

が用いられているということが考えられる｡しかし､ van Eckはこの可能性を

認めない一彼は100C9-D3を仮設法の適用例とは認めないのである(45)｡彼は

次のように主張する｡ソクラテスは賢い諸原因を提示する諸々の言明の偽であ

ることを｢議論する(argue)｣ことはしない｡ただ｢それらが彼を混乱させる｣

(100D3)がゆえにそれらを｢捨て去る(dismiss)｣だけである｡そしてvanEck

は､この点を､賢い諸原因を斥ける際に仮設法が用いられていないという彼の

主張の論拠とする｡

しかし､ [方法A4]の手続きは､何らかの言明が偽であることを｢議論する

(argue)｣ように要求しているのであろうか｡ソクラテスがここで言っている

のは､立てられた仮設と協和するように思われないものは真でないとみなす､

ということにす､ぎず､そしてそれは､そのものが偽であると｢議論する｣こと

とは異なるであろう｡何かを｢真でないとみなす｣ということは､それが偽で

あることを｢議論する｣というよりは､むしろ｢捨て去る(dismiss)｣ことと同

義である｡ソクラテスは賢い諸原因を､それらが一つないしは複数の何らかの

強力な仮設と協和しない､あるいは不協和関係にある(46)というまさにその理

由で｢捨て去って｣いるのかもしれない｡そしてこの不協和関係を､ ｢それらは

私を混乱させる｣ (100D3)という言葉によって指し示しているのかもしれない｡

われわれは先に､賢い諸原因が斥けられた真の理由は､原因の三法則と矛盾
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する点にあることを見たo このことは､三法則をソクラテスが仮設とみなして

いることを意味するのであろうか｡これは魅力的な想定である｡というのも､

もしも三法則を仮設として認めることが許されるなら､それらを｢上位にある

諸々のもの｣ (101D [方法B4])､および｢最初の諸仮設｣ (107B [方法c2])

のうちに数えることも可能になるかもしれないからである｡しかしこの想定を

受け入れるためには､なお解決すべき問題が残る-Gallop-Rowe解釈の吟味

において見たように､ 『パイドン』の議論のなかで実際に仮設として立てられて

いるのは､存在命題だけである｡三法則を仮設とみなすことは､はたして可能

であるのか｡この疑問に答えるため､次に原因命題の位置づけという問題を考

察することにしようo
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(b).原因命題の位置づけ

すでに見たように､ Gallop-Rowe解釈は､存在命題と原因命題をまとめて一

つの仮設とみなし､原因命題をその-仮設の一部とみなす｡しかし､この解釈

を受け入れることはできなかった｡他方､ van Eckは､存在命題のみを仮設と

みなし､原因命題､および原因命題の諸定式は､ ｢仮設に基づく原因の諸言明

(the α'lTt'cx statements based uponthe hypothesis)｣にすぎないとする(47)o 彼の

解釈は､次の事実によって支持されるように思われる- [イデア論A]を説

明する際に､ソクラテスが明確に仮設として扱っているのは存在命題のみであ

り(100B5-7)､原因命題については､それを仮設から発するものとみなし

(&pxo岬. &¶'主KEL'vov, 100B5;主KTOtlTCA3V, B8;
Ta占師;圭K∈t'voIS,C3)､また[方

法B6]においては､仮設と､仮設から出発した諸々のこと(Tゐv主ち圭K｡(vTl;

i)p叩いgVCA)V, 101E2-3,cf.101D4)とをごたまぜにしないように､シミアスとケ

ベスに忠告している(48)0

しかし次に示す理由によって､原因命題をも仮設として位置づけることは許

されるように思われる｡すなわち､ソクラテスはケべスに忠告して｢あの種の

洗練されたもの[自然哲学者たちの賢い諸原因]は放っておいて｣ (101C7-9)､

｢仮設のかの安全さ[orかの安全なもの]にしっかりつかまる｣ (101Dl-2[方

法Bl])ようにと語っているが､この箇所と対応する100C-Dにおける賢い原

因と原因命題の対比において｢しっかりとつかまるべき最も安全な答え｣とし

て提示されているのは原因命題である(100D8-E3)｡それゆえ､ 101Dl-2 [方法

Bl]の忠告において､ソクラテスが｢仮設のかの安全さ[orかの安全なもの]｣

という表現を用いるとき､彼の念頭にあるのが原因命題であることは明らかで

ある｡問題は.､ ｢仮設のかの安全さ[or かの安全なもの･(gKEt'vou T｡0

&oq)cx入oO～)]｣という表現のどの部分が原因命題を指すのかということである｡

この表現の理解の仕方としては､

(1)原因命題という仮設に含まれるかの安全な性格･要素､

(2)存在命題と原因命題からなる仮設のうちのかの安全な部分､すなわち
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原因命題､

(3)存在命題という仮設からのかの安全な帰結､すなわち原因命題､

の三つの選択肢が考えられる(49)｡これら(I)
-

(3)のいずれにおいても､

ソクラテスは｢かの(gK∈l'vou)｣という語によって､原因命題を最も安全な答

えとして提示した箇所100D-Eを振り返っているoただし(1)によれば､主KEL'vou

TOO doq)c(人oo;は､原因命題のうちに見出される安全な性格･要素を指してい

るが､ (2)と(3)によれば､主KEL'vou TOO&oq'α入oOsは､原因命題そのものを

指していることになる｡ところで､これら三つの選択肢のうち､まず(2)は容

認できない.なぜなら､それは､一つの仮設のうちに二つの命題が含まれるこ

とを容認することによってソクラテスが警戒を促した｢ごたまぜ｣を生み出す

ことになるからである｡他方､ (3)は､圭KEL'vouTOO丘oq'α入oo～Tq;心ITOOio｡c.';

(101D2)という表現にかなり不自然な読み方を強いるものである｡したがっ

て､残る選択肢は(1)ということになる｡

しかし､もしも(1)が正しく､そしてこの表現のうちのTfi;心¶oOgoEC.3;が原

因命題を指すものであるとすれば､どうしてソクラテスは､主KEI,v｡U T｡O

&oq)α入oO;Tfi;tlTTOOgoEC.)～ (仮設のかの安全さ[orかの安全なもの])という回

りくどい言い方をしたのであろうか｡もっと簡単に｢かの安全な仮設(主Ke(vTl;

T和&oq)a入oO～tl¶oOgoECA);)｣と言ってしまえばよかったのではないか｡しかし､

もしもここでソクラテスが｢かの安全な仮設｣と言っていたとすれば､ ｢かの仮

設｣として彼は｢すべて美し∨､ものは美によって美しい｣ (100D7-8)といった

特定の命題に言及していることになったであろう｡ソクラテスが､何かが美し

いことのみならず､また何かが大きいこと､小さいこと､多数であること､ 2

であること､ 1であること(101A-C)の原因の説明として依拠することができ

るのは､先の美に関する命題を安全で確実な仮設とならしめている安全な性

格･要素であり､それゆえ彼は､ ｢仮設のかの安全さ[orかの安全なもの]｣と

いう､一見回りくどい言い方をしたのである｡

しかし､原因命題を仮設として位置づけることは､それが最初の仮設(存在

命題)から発するものとして語られていたことと両立するのであろうか｡仮設

から発したものがそれ自体仮設であるということは可能なのだろうか0 [方法
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B4]は､存在命題の説明を､より上位の仮設を立てることによって与えなけれ

ばならない時がありうることを示している｡このことは､そうした折には､存

在命題それ自体でさえも他の上位の仮設との協和関係ゆえに真と認められる､

ということを意味する｡その時には､存在命題は､より上位の仮設から発した

ものとして位置づけられるであろう｡すなわち､仮設であったものが､上位の

仮設から発したものとして位置づけられるということはありうることなのであ

る｡このことはまた逆に､上位の仮設から発した命題であっても､仮設となる

ためのいくつかの条件を満たすなら十分仮設となりうるということを意味する

であろう｡その条件について､われわれはすでに次のことを確認した- ｢何

であれ私がきわめて強力であると判断するロゴス｣ ( [方法A2])､および｢原

因についても他のすべてのことについても｣ ([方法A3])というソクラテスの

言葉によれば､どんなロゴスであれ､目下の探求にとって適切な命題であり､

きわめて強力であると判断されるならば､最初の仮設となりうる｡ところが､

原因命題は実際そのようなロゴスである｡それゆえ原因命題は､たとえ存在命

題から発した命題であっても､さらなる探求のための仮設と十分みなしうるで

あろう｡

では､原因の三法則はどうであろうか｡それらもまた､確かにきわめて強力

なロゴスであり､また『パイドン』においては､原因の法則として､目下の探

求にとって不可欠の法則である｡それにまた､自然哲学者たちの賢い答えは､

まさに原因の法則と抵触するがゆえに斥けられたのである｡それゆえ､もしも

｢協和｣ ([方法A4])と｢不協和｣ ([方法B3])が｢整合｣と｢不整合｣を

意味するなら､これら三法則も仮設のうちに数えてよいことになるであろう｡

しかし､ ｢協和｣と｢不協和｣をどのように解すべきかということ自体､また異

論の的になっているのである｡
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(c)協和と不協和

まず｢協和｣については､これが｢含意｣あるいは｢演緯｣の関係に限られ

るものではないことは言うまでもないであろう(50)｡というのも､第一に､も

しも仮設法の使用が､仮設に｢含意｣されるもの､あるいは仮設から｢演鐸｣

されるものを見出すことに限られるとすれば､何ごとかを発見する方法として

の仮設法の役割は(cf. dvEUPfioEIV, 100B8;∈tlpETv, 101E3)､いちじるしく限定さ

れるであろう｡第二に､原因命題は存在命題と協和関係にあると考えられるが､

しかし前者は後者から｢演揮｣されるものではない(51)｡第三に､もしも｢協

和｣が｢演揮可能｣を意味するとすれば､ ｢協和しない｣ ( [方法A4])は｢演

緯不可能｣を意味すると考えられる｡しかしその場合には､仮設から演緯可能

でない命題はどんな命題でも真ではないとみなすように､ソクラテスが勧めて

いるということになる｡しかしこれは不合理である(52)0

この第三の点に基づき､ Robinsonは､ここで意味されているのは､仮設から

演緯可能な命題は真とみなし､仮設からそれの矛盾が演緯される命題は真でな

いとみなすということであると主張した(53)o しかし､しばしば指摘されてい

ることであるが､ ｢協和｣と｢不協和｣の対に対するそのような解釈は､まずそ

れ自体として不自然である｡それにまた､もしも｢協和(ou岬C.WEてv)｣が演緯

可能性(論理的帰結)を意味するとすれば､ 6pいaV (｢出発する｣ 101D4, E3)

もまた､演緯可能性を意味することになるだろう｡というのも､ ｢仮設から出発

した諸々のこと｣は､その仮設と協和関係にある命題だと考えられるからであ

る｡しかし､論理的な帰結を表わす一般的な語は､占pいaVではなくou岬m'v∈lV

である(54)｡

Robinsonは､例外的にここでは 6puT18gvTC(が論理的帰結の意味で用いられ

ていると考える｡しかし彼の主張は受け入れられない｡というのも､ [方法B3]

によれば､仮設から出発した諸々のことが互いに協和関係にあるか､あるいは､

不協和関係にあるかを考察しなければならない時がありうる｡しかしこの場合､

もしも｢協和｣が占pいaVと同じ関係を表わし､それゆえRobinsonが解釈する

ように,演緯可能性を意味するとすれば､ [方法B3]においてソクラテスは､
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一つの仮設から論理的に帰結してくる諸々のことが､互いの間で清輝可能であ

るかどうかを考察するように､ケべスに忠告していることになるが､しかしこ

の忠告は意味をなさない(55)｡他方､もしも[方法B3]の｢協和｣が｢整合｣

を意味するとすれば､ソクラテスは､一つの仮設から導かれる論理的な諸帰結

(占puT10gvTa)が互いに整合的であるか否かを考察しなければならない時があ

ることを認めていることになるが､しかし､そのような時があることを認める

ことは､ある一つの仮設から導かれる論理的な諸帰結が相互に不整合であると

いう可能性､すなわち､論理的に不可能なことが起こる可能性を認めているこ

とを意味するのである(56).

それゆえ､採用されるべきは､ ｢協和｣ ｢不協和｣を｢整合｣ ｢不整合｣の意味

で読む解釈であろうoこれが｢協和｣ ｢不協和｣の自然な捉え方である(57)｡ま

た｢仮設から出発した諸々のこと｣も､仮設との整合性ゆえに真とみなされた

諸命題と解すべきであろうo ｢協和｣ ｢不協和｣､および｢仮設から出発した諸々

のこと｣をこのように解する場合､一つの単純な命題から出発し､それとの整

合性ゆえに真とみなされた諸々の命題の間に不整合が生まれるということは実

際起こりうることであり､またそれゆえに､ [方法B3]で言及された協和関係

の吟味も意味をなすのである｡

しかしこれに対しては次のように反論されるかもしれない-この解釈によ

れば､ソクラテスは､最初の仮設と整合的な命題はどんな命題でも真であると

認めるように勧めていることになる(58)o しかしそれは次の理由によって不合

理であろう(59)0

(1)最初の仮設と整合的な命題のうちには､偽なる命題も含まれうる｡

(2)最初の仮設と整合的な命題のうちには､最初の仮設に対しては整合的

であっても､相互的には不整合な命題も含まれうる｡しかし､それらす

べてを真として認めることは不合理である｡

(3)最初の仮設と整合的な命題を何であれ真として認めることは､探求に

おいてわれわれを一定の方向に導くものではなく､ただ受容可能な命題

の山を築いていくだけである｡
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しかし､われわれは次のように答えることができる｡まず(3)については､

仮設法が､発見の文脈において用いられているということに注意すべきである｡

動詞dpLlaVが用いられていること(100A3,101D4,E3)は､探求者がある特定

の目標を念頭において､探求-と乗り出していることを示唆する｡そしてその

場合には､探求において採用される命題の範囲はおのずと限られてくるのであ

り､整合的であればどんな命題でも真として認めていかねばならないというわ

けではないのである(60).またそこからして､ (2)の困難も軽減されることに

なる｡それにまた､ [方法B3]との関係でのちに示すように､ソクラテスは(1)

と(2)に相当する状況を現に考慮に入れており､それらを仮設法におけるある

特定の目的のために積極的に利用していると解釈することができるのである｡

また､真として認められる命題の範囲を狭める要因は､発見の文脈だけでは

ない｡ここでもう-度､自然哲学者たちが提出する賢い答えをソクラテスが斥

けた理由を見てみよう｡それらが斥けられたのは､原因の三法則との不整合性

のゆえであった｡もしも｢協和｣ ｢不協和｣が､われわれの解釈どおりに｢整合｣

｢不整合｣を意味するとすれば､賢い答えは､三法則と｢不協和｣であるから

斥けられたということになる｡また､原因の三法則が､きわめて強力でかつ原

因の探求にとって最も適切な命題であるということ､すなわち､何かが仮設で

あるための条件(100A3-4)を確かに満たしていることを考慮に入れるなら､

そこから導かれる自然な結論は､三法則は仮設として位置づけられるというこ

とであろう｡そこで､三法則が実際に仮設であると想定してみよう｡その場合

には､たとえ｢協和｣ ｢不協和｣が｢整合｣ ｢不整合｣を意味するとしても､三

法則が限定要因として働き､それゆえ､最初の仮設と協和関係にある命題がす

べて真として認められるということにはならないのである｡こうして､問題と

して指摘されていた(1)と(2)はその大半の力を失うことになる｡

しかし､三法則を仮設として認めることに対しては､なお次の反論があるか

もしれない｡もしもこれを認めるなら､ [方法A4]の具体的手続きにおいて実

際に用いられた仮設は､ 『パイドン』のテクストにおいて仮設として導入されて

いる存在命題ではなく､それとは別の暗黙の前提(三法則)であることになる｡

さらにまた[方法A2-4]と[方法B4]では仮設は単数形で語られているが､

三法則を仮設と認めるなら､複数の仮設が立てられていることになろう｡しか
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しながらこの反論に対しては､われわれはまず､ソクラテスの言葉を注意深く

見る必要がある｡ ｢その都度､何であれ私がきわめて強力であると判断するロゴ

スを仮設として立てた上で｣ ([方法A2])､ ｢何であれ上位にある諸々のものの

うちで､最も善いと思われる仮設を別に立てることによって｣ ([方法B4])に

おいて､傍点をつけた語句は､きわめて強力なロゴス､あるいは最も善いロゴ

ス､そして目下の探求に関係すると判断されるロゴスであれば､いくつでも仮

設は立てられうるということを示唆している｡ 100B-Eにおいて､三法則が明確

に仮設に数え上げられていない理由については､ソクラテスの関心が､賢い諸

原因を斥けることよりも原因命題を導入することにあり､そのためには､最初

の仮設として存在命題のほうに光を当てる必要があったという点を指摘できる

であろう｡

このことと関連して､存在命題と三法則とが､仮設という資格においては同

等であるとしても､同レベルの命題ではないということに注意しておく必要が

あるだろう｡原因の三法則は､原因を探求するにあたってつねに遵守されなけ

ればならない法則である｡他方､存在命題は､三法則を遵守することによって

原因命題を導き出す出発点となる仮設である｡そしてソクラテスは､三法則と

存在命題のこの役割の相違に従って､ ｢･ ･

･と協和する｣ (ou岬CJVETv,100A5,

101D5)という表現と､ ｢･
-から出発する｣ (6pいaVa･TTd/gK,101D4,E2-3;cf.

&pxoucxld7Td,100B5)という表現を使い分けていると考えられる｡原因命題は

三法則｢と協和している｣けれども､しかし､原因命題が三法則｢から出発し

た｣と言うことはできない｡他方､原因命題は存在命題｢から出発した｣とも

語りうるし､また存在命題｢と協和している｣とも語りうるのである(61)0

ケベスは､三法則のこの役割をソクラテスほどには明確に理解していなかっ

たかもしれないoしかし､もしも彼がソクラテスの忠告に従い､ ｢最初の諸仮設｣

を十分に吟味し([方法c]を参照)､原因命題は安全な仮設として受け入れら

れ､賢い答えは受け入れられない理由を考察していったとしたら､必ずや彼は､

賢い答えが満たしえなかった三法則を､原因命題は次のような仕方で満たして

いることを発見したであろう｡

美(美のイデア)が三法則を満たすことは明らかである｡なぜなら
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(法則1)美は醜くはない｡

(法則2)醜は､何かが美しい原因ではない｡

(法則3)美は､何かが醜い原因ではない｡

そして彼は､三法則もまた｢最初の諸仮設｣に数えることができることに気づ

いたであろう｡
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(d)より洗練された原因の安全性

三法則はまた､ソクラテスが｢より洗練された諸原因｣を受け入れる際にも

用ノいられているように思われるo.しかし､この洗練さ･れた原因については､さ

まざまの解釈が展開されており､まず片づけておかねばならない問題がいくつ

かあるo ソクラテスが103C-105Eにおいて､より洗練された諸原因を導入する

議論の要約をまず示しておこう(62)0

theF以外で､ theun-Fを受け入れないもの

(Sl)th■eun-Fを受け入れないのは､theFだけではない｡雪/火も､tbeun-F

である熱/冷を受け入れることはけっしてなく､熱/冷が接近すれば､

雪/火は退却するか､消滅するかのいずれかである(103CIO-El)0

(S2)それゆえ､ tbeFだけが､つねにtbe Fの名前で呼ばれる資格をもつ

というわけではないo他にも､theFではないけれども､存在するかぎり

はtheFの特徴(いOPq,巾)をつねにもつもの[がある] (63) (103E215).

例を用いての説明

(S3)奇だけが､ ｢奇｣という名前をつねにもたねばならないというわけで

はないo3､5なども､奇を離れてはありえないような自然本性のもので

あるがゆえに､つねに｢奇｣と呼ばれなければならない(103E5-104B5)0

(s4)かくして､ theFだけがtheun-Fを受け入れないというのではなく､

theFではないがっねにtheFをもつものもまた､
theun-Fの形相(iSgc()

を受け入れることはなく､ the
un-Fが接近するときには､退却するか､

消滅するかのいずれかであるo 3は､ 3であり続けつつしかも偶になる

よりは､むしろ消滅するなり他のどんなことでもこうむる(104B6-CIO)0

theun-Fを受け入れないものの最初の定義とその説明

(s5)それらは次のように定義される(6pIO如∈Oa,104C‖)
-それらは､

何であれそれらが占拠するものに対して､それら自身の形相(･LSga)だ

けでなく､つねにthe Fの形相をももつように強いるものである

(104Cll-D3)0
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(S6)例を用いての説明-3の形相(iS`a)が占拠するものは何であれ､

3であるだけでなく奇でもあるのでなければならず､奇の特徴(L10Pq'巾)

と反対の形相(偶の形相)が3を訪れるということはない｡それゆえ､

3は､偶に与かることはなく(&L,01PaTOO&pTI'ou)､不一偶(avdpTIO;)

なのである(104D4-E6) (64).

第二の定義とその説明

(S7) theFだけがtheun-Fを受け入れないというのではなく､みずからが

訪れるどんなものに対してもtheFをもたらすものもまた､theun-Fを受

け入れるということはない(104E7-105A5)0

(･S8)例を用いての説明-5/10/ 《2倍》は､偶/奇/奇の形相を受け

入れることはない｡また2分の3や､3分の1は､《全体》の形相を受け

入れることはない(105A5-B4)0

より洗練された答え､および魂の&OdvcrTO; (不死)悼

(S9)火/ (雪/)高熱/I [単位]は､それらのそれぞれがそのうちに生

じるものが熱く/(冷たく/)病気に/奇になる原因である(105B5-C8)

(65)
○

(SIO)魂は､何であれそれが占拠するものが生きているものとなる原因で

ある｡そしてそれは､ theun-Fを受け入れないものの定義(s5,S7)を満

たしているがゆえに､死を受け入れることはない｡すなわちそれは不_

死(&OdvaTO～)である(105C9-E9).

まず最初に､ 104Dl-3 (S5)のテクストをめぐる一つの問題を片づけておくこ

とにしよう｡上述の S5の要約においては､
…Tdoxq(占拠する)および

&vcryKdらEl (強いる)の主語を&､目的語を6Tlとみなし､ ｢占拠する｣の主語に

相当するものが定義の対象になっていると考えた(66).しかし､解釈者のなか

には､ 6Tlを主語､ &を目的語にとり､ ｢占拠する｣の目的語に相当するものが

定義の対象になっていると考える人たちもいる｡この場合には､S5は次のよう

になる｡

それらは次のように定義される-それらは､何であれそれらを占拠する
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ものによって､そのもの[それらを占拠するもの]自身の形相だけでなく､

つねにtheFの形相をももつように強いられるものである(67).

しかし､この読み方は次の理由によって受け入れられない｡

(1)この読み方を採用すると､ 104D2の山Tdが説明できなくなる(68)o

(2) the un-Fを受け入れないものの二つの定義(s5の104Dト3の定義と､

S7の105A3-5の定義)は同じ内容の定義であるはずである｡というのも､

ソクラテスは､第一の定義の説明を求めるケベス(104D4)に答えて､

第二の定義を提出しているからである｡ところが､s7において定毒の対

象となっているのは､ S5の｢占拠する｣の主語に相当するものであり､

このことは､ S5のわれわれの解釈を支持する(69)0

(3)s5の定義における6,.av柑Tdox¶(何であれ､占拠するもの) (104Dl)

は､完全に同じ形で､魂が問題の定義に適っており､それゆえ丘Odva,o;

であるということをソクラテスが確認する重要な局面において(S10,

6TlaV･
.KOTdoxl], 105D3)､もう一度現われる｡そして､そこでは

a心巾(魂)が主語､6,.が目的語となっているoこの事実は､S5(104Dl)

においてもまた､ aが主語､ 6'lが目的語であることを示唆するo これ

に対してS5(104Dl)において6Tlを主語､ aを目胡語として解する人たち

は､ S5 (104Dl)のaと s6 (104D5)のaの一致､および後者においてa

が目的語である点に注目する(70).しかし､ソクラテスは､aを一致させ

ることよりもむしろ､6T.を一致させることを意識したと考えるべきであ

ろうo というのも､一般的に言って､何かあるものが定義に適っている

ことを確認する場合に埠(SIO, 105D3に相当)､その定義の表現をでき

るだけ変えないで再提示し､他方､ある定義の意味内容を説明する場令

には(S6,104D5に相当)､相手がより容易に理解できることに主眼を置

いて､しばしば表現を変える傾向にあるからである(71)｡

以上により､S5のわれわれの読み方は承認されたものとして､ソクラテスは

Sl-SIOにおいて､まず最初に一､ theun-Fを受け入れないものとして､雪､火と
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いう､のちに｢より洗練された原因｣と呼ばれることになるものを持ち出す｡

ついで彼が考えていることを明らかにするために､ 3 などの例を導入する｡そ

して最後に｢より洗練された原因｣に再度立ち返り､魂がdOdvaTO～であること

を証明する｡ 『パイドン』において魂不滅の最終証明のこの重要な局面で｢より

洗練された原因｣を持ち出すとき､ソクラテスがアイロニカルであるとは信じ

がたいし､また｢より洗練された原因｣の位置づけに関しても彼が混乱してい

るとは思われない｡しかし,解釈者たちのなかには､彼にアイロニー､あるい

は考えの混乱を帰する人たちがいる｡彼らが根拠とするのは次の諸点である(72)0

(1)ソクラテスは､より洗練された原因は安全であると言う(105B8)｡し

かし､より洗練された原因のうちのいくつかは､賢い原因(100CIO)に

劣らず機械的な原因である｡実際､ ｢より洗練された｣ (105C2)という

表現は､ ｢洗練されたもの｣ (101C8)と呼ばれていた賢い原因を思い起

こさせる｡だとすれば､より洗練された原因も､賢い原因がさらされて

いた危険から｢安全｣ではいられないことになるだろう｡ソクラテスは

アイロニカルであるか､さもなければ混乱しているのである｡

(2)魂/I [単位] (すなわち､余分の1)は､何かが生きている/奇であ

るための必要かつ十分条件であると考えられる｡しかし高熱/雪は､何

かが病気/冷たいものであるための十分条件でしかない(73)｡ところが､

ある人は別の人よりも頭一つ分超過しているから､より背が高いという

答えもまた､十分条件を特定しているにすぎない｡それゆえ､高熱/雪

は､ソクラテスが批判する種類の答えとまったく違わないように見える｡

すなわち､より洗練された答えによって､ソクラテスは賢い原因のレベ

ルに戻ってしまったように思われる｡

(3)より洗練された原因は､最初に導入された原因命題とどのように関係

するのか不明である｡

(4)より洗練された答えの一つ｢高熱｣は､類(病気)を説明するのに､

その類の種ないしは症候の一つ(高熱)に訴えるというおかしなことを

している｡

(5) 1 [単位]が奇数のうちに生じる場合には､奇ではなく偶をもたらす
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だろう｡

(6)高熱は病気の安全な原因ではありえない｡というのも､高熱の反対で

ある低体温(hypothermia)もまた病気の原因となりうるのであって､こ

れは三法則の法則2に反する｡

(7)より洗練された原因のうち､高熱とl[単位]は､
S2とs4で指摘さ

れた条件を満たさない｡なぜなら､それら自体は病気[病気にかかって

いる(ill)]でも奇[奇数(odd)]でもないからである｡

(8)ソクラテスが､ the un-Fを受け入れないものを｢それらが占拠するも

のに対して､それら自身の形相(TflVaBTOO'tS`av,104D2inS5)をもつ

ように強いるもの｣と定義するとき､彼はイデアのことを考えているよ

うに思われる`74)oこれはまた､ ｢3の形相｣-の彼の言及(104D5-6inS6)

が示唆するところでもあるo さらに､より洗練された原因のうちのいく

つかはイデアであると思われる(75)o しかし他方では､ (1)で見た･よう

に､より洗練された原因は自然哲学者たちの賢い原因に劣らず機械的で

ある｡

まず(8)を取り上げることにしよう｡第一に､より洗練された原因はイデア

であるかo例えば､ 1 [単位] (余分の1)はイデアとはみなしがたい(76)0 ｢占

拠する｣ものであるからといって､イデアであることにはならない｡なぜなら､

魂/火/雪/高熱/1 [単位]は､身体/物体/プシュークテール/身体/数を

占拠するが､だからといってそれらがイデアであることにはならないからであ

る(77)｡またそれらが占拠する相手に対して､それら自身の形相をもつように

強いるからといって､それらのそれぞれがイデアであるというわけでもない｡

というのも､xがyに､xの形相(iS`a)をもつように強いるということは､x

がyに､xと同じ外的な形や姿をもつように強いるということではなく､xがy

に､Ⅹと同じ力を発揮するように強いるということである｡そして､より洗練

された原因のそれぞれは､実際､次のような仕方で､それが占拠する相手に､

自分自身と同じ力を発揮する'ように強いるのである一魂は生命活動を行なう｡

魂が身体を占拠するoすると､占拠された身体(生物)も生命活動を行なうよ

うになるo火は燃やすo･火が可燃性の物体に移る｡すると､火が移った物体も
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他のものを燃やすようになる｡雪は冷やす｡雪がプシュークテールに詰められ

る｡すると､プシュークテールも､雪がブドウ酒を直接冷やすように､クラー

テールに浮かべられてブドウ酒を冷やす｡高熱は発熱をもたらす｡高熱が身体

に入り込む｡すると､入り込まれた身体も(おそらく感染によって)他の身体

に発熱をもたらすものとなるム1 [単位]は､二つの等しい部分から成る数を奇

にする｡ 1[単位]が二つの等しい部分から成る数に加わる｡すると､そうして

できた奇数も､二つの等しい部分から成る数を奇にするようになる｡

なるほど､ 104D6では｢占拠する｣の主語が3の形相(イデア)である｡し

かし｢占拠する(…TaOXE了v)｣という動詞は､イデアによる占拠も個物による

占拠も表現しうる一般的な語である｡それゆえ3の形相-の言及は､より洗練

された原因がイデアであるということを必ずしも意味するわけではない｡

SトS10においてソクラテスは､他のものを占拠し､かつtbeun-Fを受け入れな

いものを､theFそのもの(イデア)から出発して次々につけ加えていくという

仕方で議論を進める｡彼の目的は､ ｢より洗練された原因｣についてケベスに理

解させることにある(Sl,S2)｡この目的に達するために､彼は3その他の奇数､

また2その他の偶数を例として用いることにより(S3,S4)､他のものを占拠し､

the un-Fを受け入れないものの定義にまで至る(S5-S8)｡そして最終的に､よ

り洗練された原因はこの定義に適っており､ the un-Fを受け入れないこと､ま

た魂もそうした原因の一つであり､theun-F(死)を受け入れないことを確認す

る(S9,SIO)｡この一連の議論において､より洗練された原因に求められてい

るのは､問題の定義に適っているということにすぎず､イデアの資格をもつと

いうことまでは要求されていないのである｡

ソクラテスは､より洗練された原因を記述する際に､厳寧な言葉の遣い方を

している｡彼は､ 3の形相などについては､ ｢つねにthe Fそれ自身の名前で呼

ばれる資格をもつもの｣ (103E3-4 in S2)､ ｢つねにFと呼ばれなければならな

いもの｣ (104A2-3,A6inS3)､あるいは｢つねにFであるもの｣ (104Bト4inS3)

という言い方をするが､より洗練された原因については､こうした表現を用い

ない`78'｡彼はただたんに､雪や火のようなものは､ ｢the
Fの特徴(Hop?巾)

-熟や冷-をつねにもつ｣ (103E4-5inS2)､ ｢つねにtheFをもつ｣(104B8_9

in S4)､ ｢それらが占拠するものに対して､つねにthe Fの形相をももつように
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強いる｣ (104Dl-3inS5)､ ｢みずからが訪れるどんなものに対してもtheFをも

たらす｣ (105A3-4inS7;cf･-04E9-105Al)と言うだけである｡そしてここから

して､反論(7)はその効力を失うo高熱や1 [単位]が｢っねに病気(ill)や

奇(odd)と呼ばれる資格をもつ｣とか､あるいは｢つねに病気(ill)や奇(odd)

である｣という言い方をソクラテスはしない｡彼が高熱や1 [単位]に適用可

能とみなす言い方によれば､それらは｢つねに病気や奇をもつもの｣
(104B8-9

inS4)､ ｢それらが占拠するも′のに対して､つねに病気や奇の形相をももつよう

に強いるもの｣ (104Dト3 in S5)､ ｢みずからが訪れるどんなものに対しても病

気や奇の形相をもたらすもの｣ (105A3-4inS7)にすぎない｡そしてこれらの記

述は､事実､高熱と1[単位]に当てはまる｡なぜなら､それらがどこに生じ

ようとも､そこにはまたっねに病気や奇の形相が生じるからである｡しかし､

それら自身は病気(ill)や奇(odd)ではないのである(79)0

しかし､ソクラテスに､より洗練された原因をイデアとして位置づける意図

がなかったとすれば､どうして彼は､ 3などの形相を導入したのであろうか｡

それは､みずからが訪れるどんなものに対してもthe
Fの形相をもたらすもの

は､ the un-Fを受け入れることがないという原則を､ケベスに理解させるため

には､より洗棟された原因の例によるよりも､3などの形相(イデア)の例に

よるほうがはるかに容易であったからであろうo なぜなら､ 3の形相はそれ自

体奇であって､明らかに偶になりえないからである｡ケベスの理解を容易にす

るという目的のため､より洗練された原因そのものにただちに赴くのではなく､

3の形相という理性の対象を用いる点において､ソクラテスは､できるだけ感

覚を逃れて理性を用いるように勧める､ロゴスによる探求法に忠実に従ってい

ると言うことができるであろう｡

(4)については､ 『パイドン』においてプラトンが高熱を病気という類の種､

あるいは症候として考えていたかどうか疑わしいと言わねばならない｡なるほ

ど『ティマイオス』86Aでは､高熱は病気の症候あるいは種として考えられて

いると言うことができる(｢主として火の過剰のゆえに病気になった身体は､連

続的な熱と高熱を発する｣)o しかし『パイドン』においては､病気をもたらす

ものとしての高熱が問題であり.､ソクラテスが､病気の原因としての高熱を､

病気の症候ないしは種とみなしていたとは考えられない｡
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(6)については､ hypothermiaは比較的最近の語であることを注意しておき

たいo Liddell-Scott-Jones には心･,TOOEP山aの項目はない. tlTTOOEP岬iv亡Jと

心ITdOEPLIO;はあるが､それぞれ`heatalittle'と`somewhathot'を意味するにす

ぎない｡プラトンが病気をもたらす原因としてのhypothermiaの概念をもちえ

たかどうかは非常に疑わしい｡また仮に彼が､高熱と反対の症候を認識し､そ

の原因としての｢低体温｣の概念をもっていたとしても､それを『パイドン』

のこの箇所の病気の原因とすることはなかったであろう｡というのも､プラト

ンの念頭にある病気は､高熱が原因であることからも明らかなように､下痢で

も貧血でも低体温症でもなく二 熱病であると考えられるからである｡

(5)については､奇の原因として考えられるl [単位]は､二つの等しい部

分に対して余分な1であるということに注意しなければならない｡あるl [単

位]が偶をもたらす場合には､明らかにこの1 [単位]･は余分の1ではないの

である｡奇数はすでに余分のlをもっており､それにl [単位]を一つ加える

ということは､実際には､奇数を成り立たしめている余分の1を奪うことなの

である｡

(1)と(2)については､より洗練された諸原因が｢より洗練された｣と呼

ばれていても､機械的原因であったとしても､あるいはまた､十分条件にすぎ

ないとしても､だからといってそれらが安全性を欠いた賢い原因と同レベルに

なるとは思われない｡実際すでに見たように､賢い原因が斥けられたのは､そ

れらが三法則と不整合であるから､すなわち(われわれの解釈による｢協和｣

の意味において)三法則と｢′不協和｣だったからなのである｡このことは､ 3

の形相や､より洗練された諸原因は､三法則と整合的･協和的であるから原因

として認められたということを示唆する｡そして三法則は､原因であるものに

対して､非機械的であるとか､非洗練的であるとか､必要かつ十分条件､ある

いは必要条件､十分条件のいずれかであるといったことを要求するものではな

いのである(80)o確かに｢より洗練された｣ (105C2)という表現は､ ｢洗練され

たもの｣ (101C8)と呼ばれていた自然哲学者たちの賢い原因を連想させるかも

しれない.しかし､自然哲学者たちの原因は｢あの種の(TOtaJTa;)洗練され

たもの｣ (101C8)と呼ばれていた｡この表現は､彼らの洗練された原因が安全

でない理由が､それらの｢ある種の｣性格-すなわち､三法則と不協和関係
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に立っという性格一にあることを示唆する○他方､より洗練された原因は,

次のように三法則と協和的である｡

(法則1)火/雪/高熱/I [単位] /魂は､冷たいもの/熱いもの/健康な

もの/偶数/死んだものではない｡

(法則2)火/雪/高熱/1 [単位] /魂の反対は(そうした反対のものが何

であれ)､何かが熱いもの/冷たいもの/病気のもの/奇数/生きてい

るものである原因ではない｡

(法則3)火/雪/高熱/1 [単位] /魂は､何かが冷たいもの/熱いもの/

健康なもの/偶数/死んだものである原因ではない｡

もちろん､ある原因を受け入れるべきかどうかを決定するとき､三法則との

協和･不協和関係が､考慮されるべき唯一の条件であるわけではない｡原因命

題が真として受け入れられたときには(loo°-D)､存在命題との協和関係も考

慮に入れられていた｡同様にして､より洗練された答えが真として認められる

場合にも､存在命題との協和関係､さらには原因命題との協和関係も考慮され

なければならないであろうoそして実際､ソクラテスは､それらを考慮に入れ

ているoなぜなら､彼は104D9-12において､
3の形相が何かを奇にするとき､

それを実現しているのは､ 3の形相がもたらす｢奇の特徴･イデア｣ (DIO, 12)

であると明確に語っているからである(81)oそして､3の形相の場合に成り立っ

ことは､より洗練された諸原因についても当てはまるはずである｡すなわち､

火が何かを熱くするとき､それを熱くしているのは､火がもたらす｢熱の形相･

イデア｣であるoそれゆえ､ソクラテスが､より洗練された答えを導入すると

き(105B8-C2)､彼はかの安全な答えそれ自体によって答えているわけではな

いとしても､けっしてそれを無視しているわけではなく､むしろ､より洗練さ

れた答えの安全性をかの安全な答えの安全性に基づけているのである｡これが

(3)に対するわれわれの答えである(B2).

ソクラテスは105B-Cにおいて､より洗練された諸原因のうちに､かの最も

安全な答えである原因命題とは｢別の安全性(&入入nv･･･&oq)d入ElaV,105B8)｣

を見ていると語るoこの表現はしばしば`adifrerentkind
of safety, (別の種類
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の安全性)と訳されている｡土の訳は､より洗練された諸原因の安全性は､原

因命題の安全性と種類において異なり､原因命題の場合と別のところに由来す

るという印象を与える｡しかし､この訳は不正確であって､正確には｢別の安

全性｣と言われているにすぎない｡そして事実､より洗練された諸原因の安全

性と原因命題の安全性とは､数的には別であるとしても､その安全性を共通の

源泉一三法則と存在命題-から得ているのである｡

100A3-4によれば､最初の仮設はきわめて｢強力｣であると判断されるロゴ

スであり､ 100B5-7において､存在命題がそのようなロゴスとして仮設に採用

されるo他方､原因命題は､ 100D7-9において最も｢安全｣な答えとして受け

入れられる｡ところで､解釈者たちの間には､ ｢強力｣と｢安全｣を明確に区別

せずに､存在命題の｢強力性｣と原因命題の｢安全性｣を安易に結び付けて解

釈する人たちがいる(83)o ｢安全｣と｢強力｣が関係していることは､確かにそ

のとおりである｡しかしわれわれは､それらの関係の具体的なあり方を正確に

把握しなければならないo というのも-般的に､何ものかの｢安全性｣は､そ

れが何かきわめて｢強力｣なものに依存していることに由来するとは言えても､

必ずしも逆の関係は成り立たないからである｡例えば､一人の人が頑丈なボー

トにしがみつき､また別の人がその人にしがみついているとしてみようo この

場合､彼らの安全性は同じ種類のものである(ボートが沈むなら二人とも溺れ

るであろう).しかし､彼らの安全性は同一ではない.ボートに直接しがみつい

ている人は､もう一方の人よりも明らかにより安全である｡しかも彼は､彼に

しがみつく別の人も安全にするという意味で､強力でもある｡これに対して､

彼にしがみついている人は､たとえ安全だとしても､強力であるとはみなされ

ないであろう｡

ボートと二人の人の関係は､存在命題および三法則(ボート)と､原因命題

(一方の人)､および､より洗練された答え(もう一方の人)の関係に対応する

だろうo存在命題と三法則は､きわめて強力なロゴスであり､それらとの協和

関係ゆえに､原因命題も､より洗練された答えも受け入れられうるものとなる｡

それゆえ､原因命題とより洗練された答えの安全性は､同じ種類のものである｡

しかし､より洗練された答えは､原因命題ほどには安全ではない｡安全性の相

違は次の点にある｡第一に､原因命題は存在命題に直接結びついているが､よ
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り洗練された答えは､原因命題を介して間接的に存在命題と結びついているに

すぎない｡第二に､原因命題が､存在命題を認めないような諸命題と協和する

ことはありえないが､より洗練された答えは､存在命題を認めないような諸命

題とも協和関係に立ちうるo実際､イデアの存在を認めない人でも､高熱が病

気の原因であることは認めうるのであるo第三に､イデアが法則1を満たすこ

とは自明であるが-というのも､それぞれのイデアはFそのものであり､un-F

になることは絶対にありえないから-､他方､より洗練された諸原因が法則

1に合致しているということは､それほど明らかではない｡というのも､より

洗練された原因のうちのいくつかは､ Fであるわけではないからである｡例え

ば､高熱/l[単位]は､病気にかかったもの/奇数ではない｡しかし､それで

もそれらはun-Fではなく､それゆえ法則1を満たす｡このように､より洗練さ

れた答えは､その安全性において原因命題ほどには堅固ではない｡まさにそれ

ゆえに､それらはKO岬dTEPO;な(より洗練された･より繊細な)原因と呼ばれ

る｡しかしなおそれらは､魂のdOdvα,os･性を証明する助けとなりうる程度には

安全なのである｡

そこで次に､ [方法B] (101DトE3)に移り､われわれの解釈がそこにおける

説明と協和しているかどうかを調べてみることにしよう｡
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(e) 101D-Eの手続き

[方法Bl]で言及されている仮設を原因命題とみなしうるということは､す

でに指摘したとおりであるo

.しかし､ソクラテスが[方法B2-6]において仮設
法を説明しはじめるとき､その説明は一般的なものであり､たんに原因命題だ

けではなく､存在命題､さらにはどのようなことの探求であれ､そこで前提と

なりうるあらゆる命題に適用可能な方法として理解されるべきである0

ところで[方法B2]と[方法B3]に関して､次の間題にわれわれは直面す

ることになる｡

(1) [方法B2]の｢しっかりつかまえる(EwXOITO)｣ (101D3)は､どうい

う意味で理解すべきかo ここで要求されるように思われる｢攻撃する｣

という意味-しかし､ 2行前で用いられている同じギリシア語の意味

(しっかりつかまる､圭xduEVO;,101Dl)とは非常に異なる意味-で理

解すべきか､それとも､それとは何か別の意味で理解すべきか｡

(2) [方法B3]において､ソクラテスは問題となる仮設の正しさを調べる

方法を説明しているように思われる｡しかしそう考える場合､仮設から

出発した諸々のことが互いに協和関係にあるか､あるいは不協和関係に

あるかを考察すべしとの彼の忠告は､どのように解しうるか｡それらが

仮設それ自体と協和しているかどうかを考察するように求めているは

ずはない｡なぜなら､それらは仮設と協和しているからこそ､真として

受け入れられた命題であるから｡しかし､もしもそれらが相互に協和し

ているかいないかを考察するように求めているのだとすれば､その考秦

は､問題の仮設検証のためにいったいどんな役に立っのであろうか｡仮

設から出発した諸々のことの間に不協和が認められる場合､それらのう

ちに､じつは間違って導入された偽なる命題が混入していたという可鰭

性があるo そしてその可能性は､仮設そのものが誤っている可能性より

高いのであるo下位の諸命題間の不協和のゆえに､上位の仮設を疑問視

することは､矛盾対立する議論を事とする人々に向けられた批判｢ごた
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まぜ｣をそのまま犯すことであろう｡

これらの問題に関しては､ [方法B2]と[方法B3]が仮設の真偽を焦点にし

ていると考えるかぎり､解決不可能であるように思われる｡しかし､この箇所

で仮設それ自体が焦点になっていると考えることには何かおかしな点がある｡

というのも､もしもソクラテスが仮設の正しさを検証する方法を提示している

とすれば､彼は一方では､仮設に対する挑戦は放っておいて､もっとのちにな

るまで答えないようにと忠告しておきながら(101D3-4)､他方では､どのよう

にして挑戦に応答すべきかを教えていることになるからである(D4-5)o それ

ゆえわれわれは､この想定を捨てることにしよう｡これを捨てることにより､

先の問題に対する答えを見出すことが可能になってくる(84)0

仮設法が､発見のための方法であることはすでに指摘したとおりである｡ソ

クラテスは､ [方法B6]においてもこの目的に言及している(101E3)｡したが

って､探求者が[方法A2]においてきわめて強力なロゴスを仮設として立てる

とき､立てられるロゴスの選択は､ある特定の命題が真であることを証明しよ

うとする意図によって支配されている｡彼は､採用した仮設の安全性にしっか

りつかまることによって､探求を最後までやり遂げようとするであろう([方法

Bl])｡彼は､証明対象となる命題が､仮設と協和しているのを見て取ることに

より､ただちにそれが真であることを発見するかもしれないし､あるいはまた､

証明対象命題と最初の仮設の間に複数の協和関係を通して結合を確立する必要

がある場合には､いくつかの新たな命題が中間に必要とされることを見出すか

もしれない｡後者の場合は一魂の不滅証明はこの一例であろうー､多くの

忍耐が必要とされ､.注意しなければ､探求の過程で浮かんでくるさまざまの疑

問によって､本来の課題から逸れていくことも起こり うるだろう.そうした疑

問は､仮設を攻撃しようとする論敵から来るとは限らない｡彼の友人からも(あ

るいは彼自身からさえも)､証明はまだ終わっていないのに､採用された仮設が

どのように擁護されるかを知りたいがために､疑問は発せられうる｡それにま

た､仮設の安全性を強調しすぎることは､他の諸命題がたとえ仮設と協和して

おり､探求遂行のために必要であるとしても､それらの危うさに対する不安を

探求者に抱かせ､彼の目はそれらの必要性から逸れてしまうかもしれない｡解
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釈者たちが原因命題の安全性を強調するあまり､より洗練された原因の安全性

を無視するのはその実例であろう｡ソクラテスが友人たちに､誰かが仮設をし

っかりとつかまえているのを舞っておくように忠告するのはこのためである｡

ころんで誤る羽目に陥らないように原因命題にしっかりとつかまるのは賢明で

奉るが(100D9-El)､しっかりとしがみつきすぎるなら､目的-の接近は妨げ

られ､探求は阻害されるのである(85)oこれが先の問題(1)に対する答えであ

る｡

問題(2)については､ソクラテスが[方法B3]において話題にしているの

は､じつは､仮設の真偽を検証する方法ではなく､証明の対象となる命題が真

であることを確認する方法であると想定してみようo その場合には､仮設から

出発した諸々のことが互いに協和しているか(整合的であるか)､それとも不協

和関係にあるか(不整合であるか)を調べることは､実際､この目的に大いに

役立つ優れた方法である｡証明対象となる命題が真であることを､たんに最初

の仮設との協和関傾のみで確認しようとするなら､方法の信頼性は減少するで

あろう｡なぜなら､仮設の選択それ自体が､労苦なくして証明対象の命題に到

達したいという欲求によって左右されるということも十分ありうるからであるo

その場合には､仮設との単なる協和は､証明対象命題を真とみなす根拠として

は危ういものとなる｡これに対して､証明対象命題をも含めて､仮設から出発

したあらゆる命題が互いに協和していることが見出されるなら､証明対象命題

は､より高度の確実性をもって真とみなされうるであろう｡

例えば､魂の不滅性の最終証明において､ソクラテスは､すでに示したSl-10

においても､また以下に示すsll-13においても､さまざまの命題を提出する｡

そのうちのいくつかは､その強力性のゆえに､さらなる探求のための仮設の位

置を与えられるかもしれないし(例､原因命題)､別の命題はそうではないかも

しれない｡しかしとにかく､それらはすべて､魂は不滅であると主張する結論

をも含めて､最初の仮設(存在命題)から出発している｡もしもそれらの間に

何らかの不協和が見出されるなら､たとえ結論にまで到達していても､その証

明は失敗とみなされるであろ′う｡しかし実際には､これから見るようにそれら

の間には何の不協和もなく､したがって証明は成功しているのである｡

証明を終えたのち､ソクラテスは友人たちに向けて､最初の諸仮設をより明
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確に調べるようにと忠告する(107B5-6[方法Cl])｡この忠告は､内容的に[方

法B4]の忠告と完全に一致している一連いは､調べられるべき仮設の数(単

数と複数)の違いのみである｡ソクラテスはまた､もしも人が最初の諸仮設を

十分に吟味するなら､彼は､人間が付き従っていくことのできる最も遠くの地

点まで､この議論に付き従っていくことになるであろうとも言う(107B6-8[方

法C2])｡これもまた､ [方法B5]の｢君が何か十分なものに到達するまでのこ

とである｣とこ致している｡仮設の数(単数と複数)の違いについては､ソク

ラテスは基本的には､最初の仮設はすべて､より明確に調べられねばならない

と考えているが､ [方法B]においては､そこから他のことが出発してくる仮設

に照明が当てられているため､その特定の仮設(単数)を調べるよう促してい

ると考えることができるだろう｡

こうして[方法B]の諸手続きを明確化する試みを通して､われわれは同時

に[方法C]の諸手続きの明確化をも行なったことになる｡ [方法cl]で言及

される最初の諸仮設(複数)については､われわれはこれまでのところ､存在

命題､原因命題､また三法則がそこに含まれうることを確認した｡しかしその

いずれも､ 107B7 ([方法c2])の｢この議論｣が言及する最終証明と､とくに

緊密な関係をもつわけではない｡このことは､最終証明に特別に関係するよう

な一つ､ないしは複数の別の仮設が､最初の諸仮設のうちになお数え入れられ

うるであろうことを示唆するQ

最終証明の正当性についてはさまざまの疑問が提出されている｡しかしそれ

らの疑問は､われわれが､最終証明と本質的に関係する最初の仮設を十分調べ

ていないところから来ているのかもしれない｡実際､最初の諸仮設を調べるよ

うに勧めるソクラテスの忠告は､その場にいる彼の友人たちだけでなく､われ

われ読者にも向けられていると考えるべきである(86)｡それゆえ､最終証明と

関係する最初の仮設を見出そうとするわれわれの試みは､この証明の理解を助

けることにもなるであろう｡
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3 魂不滅性の証明

しばしば指摘されているように､ SIOにおいては､魂が｢不一死(&OdvcxTO～)｣

であるという結論は導かれているが､魂が｢不滅(av(b入∈Opos)｣であることは

まだ証明されていない｡もしもプラトンが､この時点で証明は完了したとみな

すなら､最後の証明には欠陥があることになるだろうo証明は次のように進む｡

(slO)魂は､何であれそれが占拠するものが生きているものとなる原因で

ぁり､そのようなより洗練された原因として､けっして死(8dvαTO;)

を受け入れることない｡すなわち､不一死(aOdva,o;)である(105C9-E9)o

(sll)もしも不一死なるものが不滅(&vd,入EOpo;)でもあれば､魂は不滅で

ある(105EIO-106Dl)0

(s12)しカ干るに､不一死なるものは不滅である(106D2-9)o

(s13)したがって､魂は不滅である(106El-107Aり｡

ゎれわれは､証明は虚偽であるという立場を最もはっきりと打ち出している

Keytの解釈を取り上げて批判していくことにするoKeytによれば､ソクラテス

はここで､多義性の誤謬(tbefallacyofequivocation､以下の(1)
- (3))と､

ぁる形態における合成の誤謬(thefallacyofcomposition､以下の(4))を犯し

ている(87)｡

(1) dOdvc(TO;はSIOにおいて､たんにaliveを意味するo

(2) s12は､ &Odvq'o;がaliveではなくimmortalを意味する場合に限っ

て真である(88)｡

(3)&OdvαTO;がs12でimmortalを意味することは､,dye
&OdvαTOV aiSIOV

るv [dOdvaTO;なものが永遠である場合に] (106D3)という表現から明

らかである｡

(4)実際に結論として導かれることは､魂がindestructibleであるという

ことではなく､魂を具えた身体､すなわち､人間全体がindestructibleで
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ぁるということである｡これまでのところで与えられている議論は次の

とおりである一何であれ魂を具えているものは､ aliveである;何であ

れaliveなものは､ &OdvaTO;である;何であれaOdvαTO～なものは､

indeslructibleである;したがって､何であれ魂を具えているものは､

indeslruclibleである｡魂を具えた身体ではなく､魂がimmortalであり

indeslructible であるという結論を得るためには､プラトンは

･indeslructible,と.immortal,という述語の適用対象を､魂を具えている

ものから､魂そのもの-と移さねばならないのである｡

しかし､ (l)
- (4)はいずれも容認できないoまず(3)について言えば､Keyt

が注目する表現(TdyEaOdvαTOV&iSIOVるv,106D3)を用いているのは､ソク

ラテスではなくケべスであり､たとえケべスがdOdvαTOVをdi8LOV
(永遠の)

の意味で用いたとしても､ソクラテスが106D5-7の彼の発言において､

&odva十○～を&t･SIOSの意味で用いていたことにはならないoむしろS12におい

てソクラテスは､次の諸点から明らかなように､
aOdvq,o～と､ dvd入∈Opo;

(indestructible､不滅) -&iSIO;と意味は同じ-とを一貫して区別している

のである(89)0

(a)もしもソクラテスが､両者の区別について明確でなかったとしたら､

aodva,ovなるものが､ &vdpTtOV (不一偶)なるもの､ aOepL- (不一熱)

なるもの､叫uKTOV(不一冷)なるものと同様に可滅的であるか､それと

も不滅的であるか､という新たな問題(105EIO-106C8)を提起すること

はなかったであろう｡

(b)何かが本質的にFである､あるいは､何かがtbeun-Fをうけいれるこ

とはないと言うために､ソクラテスは､限定句｢存在するかぎりは｣

(103E5inS2)､ ｢-
･であり続けつつ｣

(103D5,12,また104C3inS4)

をつけ加えるが､.こうした限定句は､魂は存在するかぎりはaOdvcxTO～

であるが､しかし存在することを止め､消滅するかもしれないという可

能性を認識していなければ､つけ加えることはなかったであろうQ

(c)ソクラテスは､最終証明の正当性は､ dOdvaTOVなるものが不滅でも
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ぁるか､ということにかかっていると三度も繰り返して語る(106B2,

c9-10,El)｡

(d)ソクラテスは､ avdpTIOV (不一偶)なるもの等について尋ねるときに

は､ ｢不滅な｣の前にKa( (also)をつけ加えないが(105EIO-106Al,A3,

8)､ &OdvGTOVなるものについて尋ねる場合は5回もKaiをつけ加え､

｢不滅でもある｣という言い方をするoこれは､ &OdvαTO～と｢不滅な｣

とが混同されないためと思わざるをえない(106B2,CIO,Dl,El,2)o

これらの理由により､ソクラテスの側に､
&OdvαTO～と｢不滅な｣ (あるいは

&iSIO;)の混同はありえず､ソクラテスがS12を受け入れたのは､
aOdvαTOS

の多義性によって欺かれたからではなく((2)に対する反論)､何か別の理由に

よるのである｡

Keytは､論点(1)について､その論拠を次のように説明する(90)o

プラトンは今や一つの定義を提出する-8dvαTO～を受け入れないものが

占OdvqTO;と呼ばれる(105E2-3)oこのとき､
&Odv⊂TO～は何を意味するの

であろうか.プラトンは､ 8dvぶTO;と&8dvαTO～の関係は､ evenとuneven､

justとunju.st､culturedとunculturedの関係に相当すると言う(105D13-E3)o

では､何がdeathに対してそのような関係にあるかo明らかにIifeである｡

それゆえdOdvα,｡～は､ここではたんにらcJ巾を意味するのであるo

しかし第一に､ 105D15とElの&vdpTIOV, a81KOV,恥ouoovをKeytのように､

uneven,unjust,unculturedと訳すのは誤解を生むもとであるoというのも､これ

らの訳はそれぞれ､ even (偶なる)､ just (正しい)､ cultured (音楽文芸的)の

反対を示唆するけれども､
&vdpTIOV, &SIKOV,恥ouoovは､ ｢偶/正義/音楽文

芸性の形相を受け入れることのないもの｣につけられた呼び名にすぎない

(105D13-El)｡したがって､われわれが採用した語法に従うなら､訳語として

採用すべきは､ ｢不一偶｣ ｢不一正｣ ｢不一音楽文芸的｣なのであるoそして､例え

ば不順なるものは､必ずしも′uneven(奇)であるわけではない｡ 1[単位]は､

偶の形相を受け入れることはけっしてなく､したがって不一偶であるが(cf･
S7
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and S9)､数ではないから奇(奇数)ではないのであるoそれゆえ､
&Odv｡TO～

がSIOにおいてたんにら叫ないしはaliveを意味しているというKeytの主張

は正しくない｡

ここからわれわれは､ (4)に対しても反論することができるo もしも

&odvαTO;がたんにaliveということを意味するなら､確かにトートロジー的に

｢何であれaliveなものは&OdvaTO;である｣と言うことができるであろうoし

かし､ &OdvαTO;の意味は｢死を受け入れない｣ということである｡したがっ

て､ ｢何であれaliveなものは&OdvαTO;である｣というのは自明であるわけで

はない｡というのも､確かに魂はaliv?であり､また｢死を受け入れない

(aodvcTOS)｣けれども､魂をもった身体という､やはり aliveなものが､

&od柑TO;でもあるかということは､ (4)に反して疑わしいことだからであるo

しかしこれに対しては､ちょうど魂が､存在するかぎりはaliveであり､ま

た｢死を受け入れない(&Odv｡'os)Jように､魂をもった身体もまた､魂をも

った身体として存在するかぎりはaliveであり､また｢死を受け入れない

(aodvaTO;)｣と主張されるかもしれないo しかしソクラテスが､ ｢theGを分

けもつことはない｣あるいは｢theGを受け入れることはない｣を意味するため

に､ ｢不一偶(dvdpTIO;)｣のような｢不一G(ムーG)｣語法を導入するとき(104E)､

それを､魂をもった身体のような､占拠される側のものに適用することを考え

ていたかどうか､疑問である｡第一に､ソクラテスがs6で｢不一G｣語法を用

いはじめるとき､彼はそれを､tbeFをもたらし､他のものを占拠する側のもの

に適用している(105A2-5)o 第二に､そして決定的なこととして､ 102D8-E2

においてrtheGを受け入れない｣という言い方を最初に導入し､その意味が｢the

Gが接近するときには､退却するか､消滅するかのいずれかである｣ことを示

したのち､プラトンは突然､ある人物の質問を差し挟むoそして､その人に答

ぇることを通して､ ｢theGを受け入れない｣可能性は､反対の形相をもち反対

の名前によって呼ばれるものには開かれていないことを確認する(103A-C)｡

すなわち､そうしたものは､仙eGが接近するときにはtheGを受け入れ､ un-G

からGになるのである｡そして71D-72A (反対のものの相互生成による議論)

から明らかなように､実際､魂を具えた身体は､theGが接近するときにはtheG

を受け入れ､ un-GからGに変わる.すなわ.ちそれは､死が接近すると､生きて
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いる身体から死んだ身体に変わるのであるoそれゆえ､魂を具えた身体は､

aodvaTO;ではありえず､ Keytの(4)の議論は成り立たないことになるo

なるほど､魂もまた､より準練された原因の一つであって､イデアではなく､

それゆえ､反対の形相をもち反対の名前によって呼ばれるものに属しており､

この点において､魂を具えた身体と同じ部類に属するものではある｡しかし､

ソクラテスはSトSIOの議論を通して､魂は､魂を具えた身体とは異なり､
｢the

Gを受け入れない｣という表現が当てはまること､またそれゆえ､theGが接近

するときには､退却するか､消滅するかのいずれかになるということを結論づ

ける($10)oしたがって､Keytの主副ま受け入れられず､魂不滅の最終証明は､

多義性の誤謬(the fallacy of equivocation)も､合成の誤謬(the
fallacy of

composition)も含んではいないのであるo

ではそうした誤謬を含まないものとして､われわれはこの最終証明をどのよ

ぅに理解すべきであろうか｡多義性の誤謬を認めなくてもよい仕方で

raodvα,o;なものは不滅である｣ (S12)を解釈する試みは､さまざまになされ

ている｡そのような試みの一つは､ D･Fredeによるものである(91)oすでに見

たように､106D2-4のケべスの発言は手掛かりとはなりえない｡Fredeは､
｢神､

生のイデアそのもの､また他に何かaOdv｡TOVなものがあるとすれば､それら

はけっして消滅しないということは､すべての人々によって同意されるであろ

ぅ｣ (106D5-7)というソクラテスの言葉のうちに手掛かりを求めるo彼女は､

｢神､生のイデア､また名前の挙げられていないものが共通にもっているある

特徴｣を求め､それらはすべて本質的に生きているものであるということを指

摘する｡そして証明を次のように再構成する(92)o

何であれ生きている(alive)ものは､本質的属性として生命をもっていよ

うがそうでなかろうが､死を受け入れること､すなわち死ぬことによって

のみ､存在を止めることが可能であるo [--]したがって､ ｢いつN･N･は

死んだ?か｣という問いに対して｢彼は死ななかった｡ただ存在を止めた

だけである｣という答えが返ってくるというようなことは､まったく考え

られない｡
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もしも生き物にとって消滅が､生命の喪失(死)であるとするなら､死を

受け入れないことは､不滅を含意することになるo それゆえ､次の推論は

正当化される｡何であれ本質的属性として生命をもっているものは､消滅

することはありえない｡というのも､もしもそれが死を受け入れることが

ありえないとするなら､それが存在を止めることはありえないのであって､

それゆえそれは､不滅でもなければならないからである｡

しかし､ Fredeの説明によって､頑固なケべスははたして納得するのであろう

か｡彼は｢議論は､それがあったのと同じ場所になおとどまっているように私

には思われる｣ (86E6-7)と繰り返すかもしれない｡というのも､彼は次のよう

に尋ねうるからである｡

何であれ生きている(alive)ものは､死を受け入れることによってのみ､

存在を止めることが可能なのであろうか｡ ｢いつN･N･は死んだのか｣という

問いに対して｢彼は死ななかった｡ただ存在を止めただけである｣という

答えが返ってくるというようなことは､まったく考えられないことなのだ

ろうか｡生き物にとって消滅は､生命の喪失(死)なのであろうか｡

明らかにソクラテスは､ &vcb入E】Opo; (不滅)と &Odv∝TO; (不死)を区別して

いる｡それゆえ彼は､ ｢存在を止めること｣ (消滅)と｢死｣を区別していたは

ずである｡したがって､あたかも自明であるかのように､生き物にとって消滅

は､生命の喪失(死)である､と言って済ませることはできない｡死とは何で

あろうか｡ソクラテス自身は｢誰も死を知らない｣と言う(『ソクラテスの弁明』

29A6_7)｡それゆえ､われわれはまず､死に関するわれわれの無知を自覚する

ところから出発することにしよ､ぅ｡そして例えば､哲学者を侮蔑するカリクレ

スのような人々に従って､身体的快楽なしで存在することは､死んでいること

であり､生きているとは､身体的快楽を求めて生きることであると想定してみ

ょぅ(『パイドン』 64B､ 『ゴルギアス』483B)｡その場合にわれわれは､ ｢身体

的快を感じている人､あるいはそれを追求している人-すなわち､カリクレ

スにとっての生きている人-は､彼の意味での死一身体的快の状態やそれ
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の追求を止めること-を受け入れることによってのみ､存在を止めることに

なる｣とか､ ｢身体的快を享受している人にとって消滅は､身体的快の状態やそ

れの追求の喪失である｣と言うべきなのであろうかo
｢いつカリクレスは､彼に

とっての生きている状態を止めたのか?｣と尋ねられたとき､
｢いや､彼がその

状態を止めることはけっしてなかったo彼はただ､存在しないようになっただ

けである｣という答えを返すことも､十分ありうることであると思われるので

ある｡

ゎれわれは死について無知である○それゆえまた､われわれは､それの反対

である生についても無知である｡この点で､ソクラテスが生のイデアに言及し

ている(106D5-6)のは注目すべきことであるし､またFredeの｢もしもこれ

[106D5-7]が､どちらかと言えば意味をもたないような訴えではないのだと

すれば､神､生のイデア､また名前の挙げられていないものが共通にもってい

るある特徴があるにちがいない｣とのコメントも､適切なものであるだろう(93)｡

ソクラテスは106D5-7の発言によって､生のイデアが何であるかを発見するよ

ぅ努力するように､間接的にわれわれに促しているように思われるoそして生

のイデアの発見は､われわれが､ dOdvαTO;なものが不滅である理由を見出す

助けに確かになりうるのである.なぜなら､ dOdvαTO～なものとは､みずから

が訪れるどんなものに対しても生(生のイデア)をもたらすがゆえに､死を受

け入れることのないものであったからである(105D-E)｡なぜaOdvqTO～なも

のは不滅であるのかという問題は､けっきょくのところ､いつでも生をもたら

すものはなぜ不滅であるのか､という問題に行き着くのである(94)o

第2節の終わりにおいてわれわれは､魂不滅の最終証明と特別に関係し､ま

たソクラテスがより明確に調べるように､彼の友人たちとわれわれ読者に勧め

る最初の仮設は､いったい何なのかということを問題にしたoわれわれは今や､

この間いに対する答えを得ているo ｢みずからが訪れるどんなものに対しても

Fをもたらすものは､ theun-Fを受け入れるということはない｣
(S7)､ ｢魂は､

何であれそれが占拠するものが生きているものとなる原因である｣
(SIO)､

r&odvαTO;なものは不滅である｣ (S12)は､いずれも最初の仮設であると考え

られる｡というのも､それらはまさしく､ソクラテスが最終証明のために用い

る命題だからである｡そして｣最終証明の正しさについて十分に納得するため

60



に､より明確に調べられるべき仮設は､とくに最後の命題なのであるo

最終証明の後でもなお､シミアスは､いくばくかの疑いを抱いている

(107A-B)(95)｡しかし､ソクラテスはそうした疑いをよしと認め､たとえ最初

の諸仮設が彼に(またわれわれ読者に)信用できるものであろうとも､それら

をより明確に調べるようにと､彼(われわれ読者)に勧める(107B4-6)o
ソク

ラテスの勧めは､最初の諸仮設が不当であることを意味するわけではないo
と

いうのも､それらを調べることによって､人間が付き従っていくことのできる

最も遠くの地点までわれわれが至りうると(107B6-8)､彼は確信しているから

である｡彼がわれわれに､最初の諸仮設をより明確に調べるように勧めるのは､

raodvαTO～なものは不滅である｣という命題が真であること､それによってま

た魂が不滅であることをわれわれが十分に確信するためには､この命題はなお

吟味される必要があるからなのである｡

しかし､なぜソクラテスは､最終証明にとって重要なこの命題を､調べるこ

となしに残したのであろうか｡別の言い方をすれば､なぜプラトンは『パイド

ン』そのもののなかで､ソクラテスにこの命題を吟味させなかったのだろうかo

プラトンが描き出すソクラテスの姿は､魂の不滅性について確固たる信念をも

っている人の姿である以上､プラトンが､ソクラテスはまだ答えを見出してい

ないと考えていたはずはない｡むしろプラトンは､ソクラテスの最後の日の描

写として､彼が彼の友人たち(そのなかには､プラトン自身も含まれるし､ま

たわれわれ読者も含めうるであろう)に､この問題を自分で考えるように･勧め

る姿を描こうとしたのであろうo しかし､なぜそうしようと思ったのかo ソク

ラテスがわれわれに残した課題は､われわれが自力で､魂の不滅性について確

信するようになることである｡この点と関連して､ケべスが､魂が完全に

dOdvcxTO;であり不滅である(cf･ 88B5-6, 95B9-Cl)ということを示すように

と要求し､それに対してソクラテスが長い熟考に入り､そしてそののちに語り

はじめる言葉は興味深いものである｡

ヶべス､君が求めていることはつまらないことではないo
というのも､生

成と消滅の原因の問題について､その全体を徹底的に調べなければならな

いからである｡そこでもしも君が望むなら､私は君に､それらの問題につ
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いて私がこうむったところを語ることにしようo そしてそれから､もし私

が語ることのうちで何か君に役立つように思われる点があるなら､君はそ

れを､君が語ることに関する説得のために用いることになろう(95E8-96A4)o

この忠告に関して､説得されるべきはソクラテスであると解釈されることが､

時としてある｡それによれば､ソクラテスはケべスに向かい､ケべス自身の見

解についてソクラテスを説得するため､ソクラテスの経験を利用するようにと

語っていることになる(96).しかしこれは間違っていると思われる.説得され

るべきは､ソクラテスではなくケベスである｡シミアスとケベスが魂の不滅性

について疑問を提出するとき､彼らのいずれも､ソクラテスが間違っていると

いうことを､ソクラテスに説いて聞かせようとしているのではないo
むしろ彼

らは､ソクラテスによって論駁されることによって(95A7-B4)､彼ら自身が真

実について説得されることを期待している(91C8,92A2-3)｡彼らにとってソク

ラテスは､彼らが言論嫌いになるのを防ぐロゴスの技術(90B6-9,D)をもった

探求者であり､説得するという仕事は､ソクラテスの仕事なのである(cf･

84D9-E2, 87A8,E6, 91B2-3, 92El, 107A3,A81B3,B5-6).ソクラテスは95E-96A

においてケべスに向かい､ケべスが魂の不滅性について納得するため､ソクラ

テス自身の経験を`参考にするようにと勧めている｡彼のこの勧めは､さらにま

た､われわれ自身､ソクラテスの経験から学ぶようにと勧めるプラトンの忠告

として理解できる｡それゆえわれわれも彼の勧めに従うことにしよう｡そして

そのようにするとき､なぜ&Odvc(TO;なものは不滅であるのかという問題につい

ても､また､ソクラテスはなぜこの問題をわれわれのために残しておいたのか

という問題についても､われわれの答えを､あるいは､少なくとも答えのため

のヒントを見出すことができるであろう｡
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4 住吉的表現としての｢第二の航海｣

ソクラテスの経験から学ばれるべき最重要のことは､おそらくは､善こそが

真の原因であるという見解であろう｡実際これは､善を追求しつづけたソクラ

テスの生涯からプラトン自身が学んだものであっただろう｡ここにおいてわれ

われは､ソクラテスが､彼のいわゆる｢第二の航海｣ (99Cff.)において善原因

の探求をあきらめたかどうかという問題に出会うことになる｡

生成と消滅の原因という問題の全体を探求するにあたり(95E9)､ソクラテ

スは求められるべき真の原因は善原因であるという確信を抱いていた

(97C-99C)｡この強い確信､またのちにプラトンが発展させる､すべての物事

の最高位に位置する善のイデテの思想(『国家』)､および目的論的宇宙論(『テ

ィマイオス』)のゆえに､何人かの解釈者は､ソクラテスの第二の航海のうちに､

善に関するプラトンの見解の手掛かりを見出そうとしてきた｡しかし探してみ

ても､ 99Dff.の箇所には善原因-の明確な言及はない｡何かヒントを見出そう

として､解釈者たちは､善のイデア-の何気ない言及や(100B6)､個物が目標

として目指すイデアの役割(75A-B)もいろいろ検討してみたが､しかしこれ

までのところ成功していないと言わざるをえない(97)0

他方､別の解釈者たちは､ソクラテスは99C8-D2において､善原因なしでや

って行くことに決め､その決意を表明したと考えている｡このことの証拠と彼

らがみなしたのは､一部は､善原因を奪われたというソクラテスの述懐であり

(99C8)､また一部は､ソクラテスが別種の原因､すなわちイデア原因を提示

している(99D ff.)という事実である(98).しかし第一の論点については､ア

オリストによる｢奪われた｣という言い方は､善を見出そうとする新たな試み

への期待を排除するものではないということが指摘されている(99)｡しかし第

二の､イデア原因が提示されているという事実は決定的であるように思われる｡

というのも､ ｢第二の航海｣という表現は｢次善の策｣を意味すると考えられる

が､ ｢原因探求のための｣次善の策(99C9-Dl)は､原因説明のためにイデアに

訴える次善の試みであって､善原因探求のための次善の策ではないように思わ

れるからである(100).実際ソクラテスは､探求の当初､原因一般を見出そうと
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望んでいたのであり(95E-96A) (101),そしてこの欲求は､イデア原因の発見に

ょって十分に満たされると思われるのであるo

ところで､この｢第二の航海(8EJTEPO;Tr入oOs)Jという表現は僅言的な言

い回しである｡しかしそれはどのような文脈のなかで用いられていたのであろ

ぅか.それには二つの用法があったo一つの用法は､ 12世紀の学者エウスタテ

ィォスからの次の引用によって例示される(102)o

次のことに留意されたい○パウサニアスに従って､順風がない場合に人が

オールに頼るときに､その航海が｢第二の航海(SEJTEPO～TT入oOs)｣と呼ば

れるなら､語られたような仕方でホメロスが説明する航海[『オデュッセウ

ス』第2歌の最後において､テレマコスのためにアテネが準備した､順風

による航海]は､ ｢第一の航海(TPdiTOS-･,T入oOs)｣と呼ばれるであろうo

ぁなたは次のことを知らねばならないo諺によれば､オールに頼る人たち

の航海は｢第二の航海｣と呼ばれるが､それは順風による航海が第一

(TPdTOU)であるという理由によるのである[『イリアス』第7歌4-7に

対する註]｡

これらの引用は､ ｢第二の航海｣は｢次善の策｣を意味するという解釈を支持す

るように思われる｡ ｢第二の航海｣は､そこに含まれる労苦のゆえに､第一の航

海と比べて価値的に第二なのであるoこの解釈はまた､プラトン(『ポリティコ

ス』300C､『ビレボス』19C)､アリストテレス(『ニコマコス倫理学』第2巻

I109a30一肌､ 『政治学』第3巻1284b3-20)によっても支持されるように思われ

る(103)0

しかし､ 『パイドン』に対する古註でも採用されている別の用法もある(loヰ)｡

より前の航海(TTPdTEPO;¶入oO～)で失敗した人たちは､第二の航海を安全

に準備するのであるから､ ｢第二の航海｣という諺は､何ごとかを安全に行

なう人々について語られる表現である｡
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この読み方によれば､ ｢第二｣というのは｢時間的に第二｣ということを意味す

るにすぎず､第二の航海が､より前の航海に比べて劣っているという意味合い

はまったくない｡むしろ第二の航海のほうが､その安全性において､より前の

航海よりもより優れていると考えられる｡

ところで､どちらの用法においても､第一の航海(11o5)は､明らかに順風に助

けられて進む航海であり､他方､第二の航海は､船乗りたちがオールで漕いで

進む航海である｡またソクラテスの第二の航海において､オールで漕ぐことに

は､ロゴスによる探求法と仮敦法が相当するということも明らかであると思わ

れる｡どちらの方法も､労苦を伴う点､また目標-の安全な接近を可能にする

点で､オールで漕ぐこ･とに似ている(仮設の安全性に言及する100D8,El,101D2,

105B7,Clの箇所を参照)0

それゆえソクラテスにとって､第一と第二の航海の違いは､目的地ではなく

方法の違いにすぎないように思われる｡しかし､第二の航海を次善の策とみな

すいく人かの解釈者は､第二の航海の目的地は次善の目的地であって､最初の

目的地とは異なっていると主張しているo例えば､ Murphyは次のように言う

(106)
0

われわれは､両方の航海が同じ港に向けて舵をとっていると考えるべきで

はない｡むしろ､遠くて危険な市場に行こうとして失敗した商人が､たと

え利益は少なくなろうとも､彼の船を､より簡単な目的地に向けて送るの

である｡

しかし残存する資料を見るかぎり､この僅言が､目的地の変更を含意するよう

な証拠は存在しない｡エウスタティオスが註釈をつけるホメロスのテクストに

ぉいても､オールに頼る航海と順風による航海の目的地は同じである0
『イリア

ス』第7歌4-7でも､ 『オデュッセイア』第2歌434でも､労苦多きオールで漕

ぐ作業に携わったり､あるいは携わろうとしている船乗りたちは､神が送る順

風によって思いがけず助けられて､最初から目指していたのと同一の目的地に

到達するのである｡プラトン『ポリティコス』と『ビレボス』においても､第

一の航海と第二の航海の目的地は同じである.
『ポリティコス』では､なすべき
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正しいことを完全に正確に指定すること(第一の航海､
294A-B)と､一般的な

法律に反する行為の禁止(第二の航海､ 300C)のどちらも,善き政体の実現

(293D)を目的としているoまた『ビレボス』においても､すべてを知ること

(第一の航海､ 19C2)と､みずからを欺かないこと(第二の航海､
C3)のどち

らも､価値ある人間になること(B8)を目指しているoアリストテレスにおい

てもまた､ 『ニコマコス倫理学』第2巻では､非常に正確に中庸を射当てること

(loワ) (第一の航海､ 1109a34)と､悪いことを削､限にすること(第二の航海､

a35)のいずれも､中庸に到達すること(a25,30)を目的としているoそして『政

治学』第3巻においては､法律家が陶片追放の必要のないような仕方で国家を

秩序づけること(第一の航献1284b17-19)と､必要が生じたときには陶片追

放のような手段によって､悪しきことを正そうと試みること(第二の航海､

b19-20)のどちらも､共通の善(b6)を目指すものなのであるo

それにまた､目指す港をより容易な所に設定したからといって､必ずしも､

航海がより安全になるというものでもないo
というのも､

交易の場合は､彼らは､ [--･]船を進める手段として通常､帆に頼り､そ

れによって積み荷のスペースは増えたが､それは同時に､彼らの安全が天

候に左右されるということを意味した(108)

からである｡ Murphyによれば､第二の航海に用いられる船は商船であるoしか

し帆に頼って進む商船は､天候に左右されるため､目的地を近くに設定しても

何の助けにもならない｡目的地が近かろうが遠かろうが､そのような船に頼る

ことは､ 『パイドン』古註が記す安全な準備とも､またエウスタティオスが記す

オールで進むことのできる装備とも矛盾しているoそしてまた､船の具えが十

分なされているなら､目的地までの距離は何の問題にもならないのであるo

では､第二の航海のための船はどの程度の装備を具えており､またそれはど

のような船なのであろうかoこの問題と関連して､
99C8-D2のソクラテスの発

言と､ 85C7-D4のシミアスの発言とがしばしば比較される(lop)｡ソクラテスに

よれば､
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しかし私はこれ[善原因]を奪われ､それを自分で発見すること(【心pE了v)

も､誰か他のものから学ぶこと(岬OE了v)もできなかったので､どのよう

な仕方で私が原因探求に向けての第二の航海を企てたか､君が望むなら､

それを示してみせようか(99C8-D2)｡

他方､シミアスによれば､

実際､これらの問題[魂の不滅性の問題等]については､人は次のいずれ

かを成し遂げなければならないのです｡すなわち､それらがどのようであ

るかを学ぶか(岬OE了v)､あるいは発見するか(∈心p∈了v)ということです.

あるいは､もしもそれらが不可能なら､諸々の人間的なロゴスのうち､最

善であって､また最も論駁しがたいロゴスを捉え､筏(急造の船)(‖0)と

してその上に乗り､人生の危険な航海を完遂しなければならないのです｡

もしもより確実な乗り物一何か神的なロゴス一に乗って､より安全に､

より危険なく進み行くことができないのでしたら(85C7-D4)｡

この両発言の対応に基づき､解釈者たちは､ ｢第一の航海｣は､他のものから学

ぶか､あるいは自力で発見することによって得られる完全な確実性であるとい

う結論を導いたり､また､ ｢第一の航海｣は､神的なロゴスという､串り安全確

実な乗り物を用いての進み行きであるという結論を導いたりしている｡そして､

これに対して｢第二の航海｣は､人間的なロゴスのうちで最善のものを筏とし

て用いる航海であると結論づける｡これらの解釈者たちによれば､ソクラテス

の新しい方法におけるロゴスは､シミアスが言うところの｢筏として｣のロゴ

ス､ ｢諸々の人間的なロゴスのうち､最善であって､また最も論駁しがたいロゴ

ス｣なのである｡また､ある解釈者たちはさらに進んで､神的なロゴスという､

より安全確実な乗り物は､知識-の直接的接近を可能にする神的なインスピレ

ーションであって､それは､仮の(仮設的)諸前提を用いた､人間に可能な接

近法と対比されるものであると考えている(111)｡また､.この世での人間の探求

が次善に留まるのは､人間が身体を具えているからであるという議論も行なわ

れている(cf.66B)
(112)0
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ソクラテスが第二の航海に言及するとき､シミアスの発言を意識していたこ

とは確かにそのとおりであろう｡また､99C9の｢学び｣のうちに神的なインス

ピレーションに助けられた学習が含まれるということも十分考えうることであ

る｡実際､第一の航海は､順風に助けられた航海であり､そしてわれわれが見

たように,ホメロス『イリアス』第7歌4-7､『オデュッセイア』第2歌434に

ょれば､順風とは何らかの神によって送られるものであるo しかしソクラテス

が､神的なイ.ンスビレーションや､他のものから学ぶことを､彼が新たに考案

した労苦多き接近法よりも､より善いものとみなしたかどうかについては疑問

を抱かざるをえない｡むしろSedleyが主張するように､85C1-3でシミアスに､

自分の考えはソクラテスの考えと同じかもしれないと語らせることによって､

プラトンは､シミアスの方法とソクラテスの方法を比較するように読者に促し

ており､そして二つの方法は実際には異なっている､と考えるべきであろう(l13)｡

シミアスとソクラテスの方法の相違の一つは､ Sedleyによれば､デルポイの

神託のような神的なロゴスは､シミアスにとっては安全なものであるが

(85D2-4)､しかし神託でさえもソクラテスにとっては､信じる前に吟味され

るべきものであった(『ソクラテスの弁明』21B-C)という点にあるo実際､神

的なロゴスは､神託であろうが､神的なインスピレーションであろうが､さら

なる吟味と探求を伴わないかぎり､ソクラテスにとっては危ういものであったo

それは､詩人たちに多数の美しいことを語らせはするが､しかし彼らを少しで

も知恵ある者とするわけではなく､むしろ彼らが､みずからの知恵について間

違った考えをもつ大きな切っ掛けになるのである(22B-C)oまた､テミストク

レスのような著名な政治家の其なる思いなしは､神的なインスピレーションか

ら生まれたものにすぎず(『メノン』99B-100B)､魂のうちから逃げてしまわな

いように原因の推理によって縛りつけられるまでは､ほとんど何の価値もない

ものであった(97D-98A)(l14)｡そのような逃げ出してしまう真なる思いなしの

例を､われわれはアナクサゴラスのうちに認めることができる｡彼が得ていた

理性-の洞察は､彼の元から逃げ去ってしまい留まることはなかったoそして

そのことは､それが､原因の推理によって縛りつけられることを必要とする､

神的インスピレーションとしての異なる思いなしにすぎなかったことを示唆す

る｡他方､ 『パイドン』における新しい方法は､原因の推理による真なる思いな
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しの縛りつけを助ける方法とみなしうる｡実際､ ･仮設法は､原因を探し求める

ために用いられる方法なのである(『パイドン』 99D-100A)｡

シミアスは人間のロゴスの′うちの最善のものを､ oxESt'G (筏､あるいは急造

の船)にすぎないものと考えた｡しかし､ソクラテスにとっては､彼の新しい

方法は ox∈Sl'Gのようなものではけっしてない.オデュッセウスの ox〔Sicxから

も明らかなよ うに､ ox∈Sia は実際のところ危険な乗り物である(cf.

KIVSuvEt)ovTCr,85Dl).カリュプソが､温かく穏やかな順風を送ったにもかかわ

らず､彼の命は危険にさらされたのである(ホメロス『オデュッセイア』第 5

歌 268,313-18)o しかし､解釈者のなかには､ソクラテスの oxESiaはオデュ

ツセウスの oxE8L'aよりもずっと頑丈であり､だからソクラテスは､彼自身の

新たな方法であるox∈S(c(に乗って第二の航海に乗り出すことができたと主張

する人もいるかもしれない(115)｡しかし､頑丈であろうがなかろうが､ ox∈St'a

であるかぎりは安全でない｡オデュッセウスの oxESia (sc.vaos､文字どおり

には｢急造の船｣)は､実際には筏ではなく､ほぞ穴接合によって組み合わされ

たボートであったと考えられる(116)｡しかしなお､それはoxESiQ (急造の船)

であって､オデュッセウスが難破したという事実から明らかなように､航海の

ためには危険なのである｡オデュッセウスの物語において興味深いこととして､

彼は急造の船を用いたがゆえに､安全のためにはカリュプソが送る順風(第一

の航海の方法)に頼らざるをえず､そしてこの助けは､まさに別の神(ポセイ

ドン)が送ってきた風のゆえに､けっきょく当てにならなかったのである｡

第二の航海の船は､急造の船ではなく､エウスタティオスのテクストが示唆

するとおり､オールとそれを漕ぐための人員を具えて､安全に装備された船で

ある｡このことと関連して､アリストテレスが､ 『ニコマコス倫理学』第 2巻

1109a30-5 で｢第二の航海｣という表現を用いて､オデューッセウスが乗組員た

ちに与える忠告｢あの煙と大波から船を離して進め｣ (ホメロス『オデュッセイ

ア』第12歌219-20)に言及している点は示唆深い｡オデュッセウスの船は､

帆とオールと人員が十分に具わった堅牢な造りの船であって(『オデュッセイ

ア』第12歌166-72)､アリス′トテレスが｢第二の航海｣という表現を用いたと

き､オールで漕ぐ準備の十分に整った船を考えていたことは明らかである(117)0

どう してシミアスは､人間的なロゴスに対して悲観的な態度を示し､それら
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のうちの最善で最も論駁しがたいロゴスでさえも､人生の危険な航海を行なっ

ていくための｢急造の船(oxE8iG;)｣
(85Dl)にすぎないとみなしたのであろ

ぅか. ｢論駁しがたい｣という形容詞(8uoEちe^EYKTdTαTOV,
85C9-Dl)と､そ

れが派生してくる元の動詞(圭入gyxetv,85C5)は,人生の航海を進めるための

ロゴスを準備する方法として1彼がエレンコス(論駁)の方法を考えていたこ

とを示唆する｡彼は､歴史的なソクラテスが常々用いていたこの方法を､ソク

ラテスの活動を実際に目撃することによってよく知っていたにちがいないoし

かし､ソクラテスのエレンコスの方法は､対話相手を論駁し､彼らに自分自身

の人間的限界を悟らせるところに成立する方法であるoしかもそれは､対話相

手がみずからの意見を表明しなければ前-進むことはできないoこのことは､

エレンコスの方法は､探求者みずからが先導して探求を進める体系的な探求法

とはなりえないことを意味する｡そしてまた､たとえあるロゴスについて､そ

れがいつでも反論されないことを探求者が見出し､そのロゴスを信頼しうるも

のとみなすとしても､そのことは､将来にわたってずっと､そのロゴスが論駁

されないことの保証にはならないのであるoシミアスが人間の能力の無さを強

調し､発見について悲観的態度をとるのは､エレンコスの方法のこうした特徴

に由来すると考えられる｡これに対してロゴスによる探求法､いやむしろ､さ

らに特定して仮設法は､ &vEUP巾∈lV (100B8)､ EBpE了v (101E3)等の語が示唆す

るように発見の方法である｡それはまた､それぞれの折に最も強力で最も安全

な仮設を用いる点で､オールによって漕ぐための装備を十分に整えた堅牢な船

に誓えられうる｡もちろん､人間が身体をもっているということは､この世界

における知識-の完全な到達を妨げるかもしれないoしかし､魂は不滅なので

ぁって､その魂が労苦をいとわず新しい方法を用いて探求しつづけ､そしてさ

らなる探求がもはや必要のない段階にまで到達するなら(cf･107A-ち)､いつか

身体から解放されたときには､ソクラテスが望むとおり､知識-の到達が可能

になるかもしれないのである｡

Heindorf以来､入dyou8EiouTIV6～
(何か神的なロゴス)の前に記された写本

中の接続詞吊(85D3)は､文脈から求められるのは｢すなわち｣という説明を

導入する意味であるが､しかしここでこの接続詞にそうした役割を担わせるの

は困難であるという理由で削除されてきたoしかし､この語を削除する必要は
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ないのかもしれない｡というのも､これを別の選択肢を導入する｢あるいは｣

という意味で解し､プラトンはここで､シミアスにそれとなく二つの選択肢､

すなわち何かより確実な方法(β∈PalOTgPOU6x仙cxTOS)と､神的なインスピレ

ーション(入dyouOEL'ouTIVd;)に言及させているのであり､そして前者はのち

にソクラテスによって仮設法として導入されることになる､と考えることもで

きるように思われるからである｡もちろんこの段階では､シミアスはこの新し

い方法について､人からのuc(0∈Tv(学ぶこと)によっても､自力でのEBpE了v
(発

見すること)によっても(85C718)､まったく何も知ってはいない.しかし彼は､

彼が理想とする方法､すなわち神的なインスピレーションによって､たまたま

それに行き当たったようにも思われるのである｡

第一の航海を助ける順風は､神が送'ってくるものである｡プラトン『ポリテ

ィコス』『ビレボス』､およびアリストテレス『ニコマコス倫理学』『政治学』の

上述の箇所においても､第一の航海は､人間には到達不可能な何か神的なもの

であり､それに対して第二の航海は､同じ目的地を目指す何か人間的な行動方

針であった｡それゆえ､神的な知恵と人間的な思いなしとを厳密に区別するソ

クラテスにとっては(『ソクラテスの弁明』23A-B)､死すべき者が第一の航海

を望み求めるのは､人間の則を超えたことであったはずである｡それにまた､

第一の航海を導く順風として､何か神的な啓示を受けることがあったとしても､

ソクラテスは､あくまでも第三の航海にこだわり､示されたことの真理を労苦

して調べようとしたであろう｡デルポイの神託について彼が行なったことも､

まさにその一例である(『ソクラテスの弁明』21-3)0

もしもソクラテスにとって､神が与える人間-の助けと呼ぶべきものが何か

あるとすれば､それは､人間に考察を促すものであったにちがいない｡例えば､

デルポイの神託も､彼を考察-と促すものであった｡アテナイ人は､アポロン

が遣わした｢ぶよ｣であるソクラテスによって自己の吟味-と駆り立てられた

(ただし彼らは､あまりにも鈍く､現実に探求を行なうことはしなかった) (『ソ

クラテスの弁明』30E)｡ソクラテスはその生涯を通じて､神が送る同一内容の

夢によって哲学を続けるように励まされた(『パイドン』60E-61A)｡そして最

後に､彼の友人たちは､現に牢獄のなかで､ソクラテスとの対話を通して考察

へと導かれているのである｡この点と関連して注目してよいのは､デロス島に
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派遣された使節の船がアテナイ-の帰国を風によって妨げられたために(『パイ

ドン』58B-C､クセノボン『ソクラテス言行録』第4巻8･2も参照)､死刑判決

ののち､ソクラテスはかなりのあいだ牢獄のなかで生きることを許されたとい
l

ぅ事実である｡速やかな航海を妨げたこの風は､アポロンーすなわち､その

神を称えてこの船が送られた神(58B)､またソクラテスが白鳥とともにその僕

として聖別されていた神.(85B) -が送ったものであろうが､それによって､

ソクラテスと彼の友人たちは､しばらくの間､共同的探求に携わることができ

たのである｡

第二の航海に対してソクラテスの第一の航海はいったい何であるかという問

題については､さまざまの解釈が提出されている`118'o
『パイドン』中のソク

ラテス自身は､ ｢第一の航海｣という表現を用いていないし､また第二の航海に

対比されるものの名を具体的に挙げているわけでもないから､
｢第一の航海｣の

正体を見極めるのはきわめて困難であるoしかし､われわれのこれまでの考察

から明らかになったかぎりでは次のことが言える｡もしソクラテスの念頭に第

二の航海と対比されるべきものが何かあったとすれば､それは必ずや､順風に

誓えられうる安易で信頼性に乏しい方法によって遂行される考察であっただろ

ぅ｡そうした方法として考えうるのは､感覚に頼る方法と､誰か他のものから

聞く方法である｡実際､ソクラテスは､先立つ探求(すなわち､時間的により

前なる航海)において､これら両方の方法に頼ろうとし､けっきょくそのため

に視力を損ない､先に知っていると思っていたことも分からなくなった(cf･

96C,99C819,D)｡もしもそれらの方法がたまたま何か真実-と導いていったと

すれば､確かにそれは神的なインスピレーションの賜物と言いうるであろうo

それゆえ､人間として一歩ずつ探求の歩みを進めていこうとするソクラテス

にとって､第二の航海が第一の航海に劣るということはありえないo確かにそ

れは労苦に満ちた道ではあるが､しかし労苦というのは､安全と確実性のため

に支払われるべき代償であるo ｢第二の航海｣という言い回しが､はたして古代

において､安全性の含意なしに単なる｢次善の策｣､ `pis-aller'の意味で用いら

れることがあったかどうかということも疑問であるo少なくともプラトンとア

リストテレスは､人間にとっての安全性というニュアンスとともにこの表現を

用いていた｡そして確かに『パイドン』においては､人間にとって感覚から離
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れてロゴスへと逃げ込むことが､盲目に陥る危険から逃れることを可能にする

点で､より善く､より安全な道なのである(99D-E)oもちろん､この僅言的な

表現が､ある場合には単なる｢次善の策｣の意味で用いられたという可能性も

排除できない｡とにかく､安全な道であっても､労苦をきらう人々から見れば

次善の策でしかないであろう(‖9)oしかし､もしもソクラテスがこうした人た

ちと同じ意味でこの表現を用いていたとすれば､その場合には､確かに彼はア

イロニカルであったと言わねばならない｡
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5 第二の航海と善の探求

ソクラテスによる｢第二の航海｣の用法についてわれわれが行なってきた以

上の考察は､彼の新たな航海の目的地は､新たな方法を考えつく以前と変わら

ず､ただ方法がより優れたものになっている､ということを示したoより優れ

た方法の採用は､以前には失敗した困難な課題に向けてソクラテスがもう一度

乗り出し､目的論的な原因の説明を試みたことを示唆するoしかし99Dff･には､

善原因-の明確な言及はまったく認められないoけっきょくソクラテスは､善

原因の探求をあきらめたのであろうかo

ゎれわれはここで､ソクラテスの第二の航海を構成するものがいったい何で

ぁるのか､ということをあらT=めて考えてみなければならないo第二の航海の

方法が､ロゴスによる探求法と仮設法から成り立つことは確かであるoしかし､

この第二の航海が実際に遂行された具体的内容については､じつはわれわれは

何も確実なことを知ってはいないoというのも､正確に言えば､ソクラテスの

第二の航海は､若きソクラテスがロゴスによる探求法を用いることにしたのち､

すなわち彼の生涯のある期間､この刑死の日よりずっと以前の時点で行なった

探求であると考えられるからである(120)｡例えば､イデア原因の発見は､この

第二の航海の道筋に位置づけられるかもしれないoしかし､
99Dff･においてわ

れわれが現に目撃するものは､基本的には｢どのような仕方で仰私が原因

探求に向けての第二の航海を企てたか｣ (99C9-D2)ということ､すなわち､第

二の航海そのものであるよりは､その方法なのである｡

もっと正確に言うなら､第二の航海とは､プラトンが『パイドン』のなかで､

｢ソクラテスが原因探求の新たな方法によってすでに遂行した航海･探求｣と

して想定しているものセあるこではプラトンは､次のどちらの前提に立って『パ

ィドン』を執筆したのであろうか-
(l)ソクラテスは第二の航海を通して､

善こそが真の原因であるという単なる確信を超えて､善原因の発見に向けて何

らかの進歩を遂げた､ (2)ソクラテスは第二の航海において､善原因なしで済

ませることに決めた｡ (2)の想定は受け入れられない｡というのも善原因は､

ソクラテスをして｢この種の原因[善原因]のあり様を学ぶためなら､私は誰
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の弟子にでも喜んでなろう｣ (99C6-8)と言わしめるほどに､彼が強く求めてい

た原因だからである｡ 『パイドン』は､ひるむことなく考察-と突き進む探求の

化身とも言うべきソクラテス(cf･『饗宴』 203D-204A,216A,D-E)の最後の日

を描く対話篇である｡ソクラテスはこの日､身体から解放された末に､善(65D7)

の理解をも含めて､彼が生涯をかけて追求してきた目的に､ひよつとして到達

しうるかもしれない段階にまで至っている(64A)oまた彼が第二の航海の探求

で用いた方法は､仮設法という､善の探求にも応用可能な優れた方法であった

･121,｡それゆえわれわれは､ソクラテスは第二の航海を通して､善に関するあ

る程度の認識にまで達していると考えるべきであるo

『国家』第6巻506B-Eにおいてプラトンがソクラテスに､自分は善を知ら

ないと告白させているのは確かにそのとおりである`122)oしかしだからといっ

て､ソクラテスは善の発見に向けて何の進歩もしていない､とプラトンが考え

ていたことにはならない｡というのも､この箇所でソクラテスが自分はもって

いないと主張する･知識は､どうして各事物がしかじかであるのが善いのか､そ

の理由を説明するためにソクラテスが求めつづけた､善に関する定義的な知識

だと考えられるからである｡だとすれば､ソクラテスが自分はそれをもってい

ないと言うのも当然のことであるoなぜなら､それを発見したと主張すること

は､歴史的なソクラテスの無知の告白に反するからであるoソクラテスは､
『パ

ィドン』における彼の生涯の最後の日にも､どうして各事物がしかじかである

のが善いかを教える､善の定義的な知識には到達しておらず､それゆえ､対話

篇の最後において物語(ミュートス)で満足しなければならなかった(123)oし

かし､この種の知識の欠如は､善に関するある程度の認識をもっていることと

矛盾するものではない｡ 『国家』においても､善に関する定義的な知識をもって

いないと語った後で､ソクラテスは､善についてある種の考え(,oO
yE

8oKOOvTO;長いOi,506E2)はもっていると語るのであるo

『パイドン』においても､プラトンは､善に関するある程度の認識をソクラ

テスに帰している｡というの′も､彼はソクラテスに､なぜすべての人間にとっ

て死ぬことが善いことであるのか､その説明をさせているからである(62Aff･)o

ソクラテスは､さまざまのものの生成消滅のうちでも､少なくともこの宇副手

ぉける人間の消滅(死)については､善に関する何らかの認識を得ているo
こ
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の消滅は身体と魂の分離であるoそれゆえ､この消滅が人間にとって善いもの

であるということを､確信をもって主張することができるように､ソクラテス

は､魂が不滅であることを証明するよう求められ(70A-B)､こうして『パイド

ン』における一連の魂不滅証明が始まったのであるo

ここで､これまでに論じてきたことをまとめてみようoわれわれは二つの問

題を未解決のまま残しておいた｡なぜ&OdvαTO;なものが不滅でもあるのかo

また､もしもソクラテスがこの重要な問題の答えを見出したのであれば､なぜ

彼は『パイドン』において､その間題を吟味しないままにしておいたのかo第

二の航海に関するわれわれの探求から､第二の問題に対する答えは明らかであ

る｡彼の友人たちが､自分で考察することなしにソクラテスから学ぶというこ

と､あるいは神からでさえそれを聞いて学ぶことは､善いことではないからで

ぁる｡ソクラテスにとっては､第二の航海の新たな方法によって､新たに探求

に乗り出すことが善いことであったoちょうどそのように､友人たちにとって

も､ソクラテスから学んだ第二の航海の方法を用いて､彼ら自身の探求に乗り

出すことが善いことである｡

第一の問題については､魂のaOdvαTOS性と不滅性を説得する試みを開始し

ょぅとするまさにその時にあたって､なぜソクラテスは､アナクサゴラスが注

目した理性の役割､および目的論的説明の必要性について語りはじめたのか

(97B8-99C8)､その理由を考えてみなければならないoそれは､善を考慮に入

れることなしには第一の問題に答えることができないからであろうoこう考え

るなら､アナクサゴラスが導入した理性-のソクラテスの言及も､
『パイドン』

においてある種の役割を付与されることになるoさもなければそれは､対話篇

全体の主たる探求とは何の関係ももたない､単なるエピソード､あるいは､目

的論的説明というプラトンの理想を暗示するためだけに挿入された挿話にすぎ

ないということになるだろう(124)o魂の不滅を確信するためには､善を考慮に

入れて､なぜaOdvαTO;なものが不滅であるのが善いことなのか､その理由を

考える必要があるのである｡そしてプラトンの見解では､ソクラテスはこの問

題に対する彼自身の答えをすでに得ていた｡

ではその答えとはどのようなものであるかoまた､ソクラテスはどのように

してその答えに到達したのか｡プラトンは､ソクラテスはすでに答えに到達し
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たとみなす｡しかし自分自身については､プラトンはみずからを､最初の仮設

をより明確に調べるようソクラテスから忠告される仲間の一人に(107B)数え

ていたにちがいない｡しかしなお彼は､ソクラテスが勧める探求の道の方向性

について､何らかの見解をすでに得ており､そのヒントを『パイドン』のうち

に残しているように思われる｡ソクラテスが語る友人たち-の告別の言葉によ

れば､彼らは､ソクラテスが現在および過去の議論を通して残していった足跡

に従って生きることにより､みずからの魂の世話をなすべきである(l15B)o

『パイドン』の議論を最初からもう一度読み返すことは､確かにソクラテスが

その議論を通して残していった足跡を辿る一つの方法であるだろうo

そこで､なぜ&8dvα,o;なものが不滅でもあるのか､あるいは別の言い方を

すれば､なぜ魂という､みずからが訪れるどんな相手にも生をもたらすものは､

不滅であるのか､その答えをもう一度『パイドン』のうちに求めてみようoそ

の時われわれは､生とは魂によってもたらされるものであり(105D3-4),そし

て魂の本質的な活動は､理性の活動であることを見出す(e･g･
65C, 66A-67A,

79C-D,80E,83A-84B).なるほど大多数の人々にとっては､生の別の諸側面一

食べること､快楽､苦痛-が､人間の生を構成する本質的なことであるかも

しれない｡このことのゆえに彼らは､哲学者をほとんど死んだものとみなすの

である(64B,65A)oしかしソクラテスにとっては､人間の生は､理性の活動の

うちに存している｡けっきょくのところ､理性の活動こそが､魂が身体にもた

らすものであり､食べること等々はすべて､身体がそれを養うものを必要とす

るところから､われわれに課せられてくるものである(66B-C)(125)oソクラテ

スが想起説による魂の不滅証明を提出するときも(72E-78B)､また魂とイデア

の親近性の議論を提出するときも(78B-84B)､証明の対象とされる魂は､明ら

かに､理性的な諸活動の主体としての魂であるo人間の生を真に構成するもの

が何であるかという問題に関する大衆の見解と､彼自身の見解を対比すること

によって､ソクラテスは､彼の友人たち､および『パイドン』の読者に向かっ

て､どちらの立場を選択し､またどちらの忠告に従って生きていくのか､態度

決定を迫っていると言うことができよう｡そして彼が魂の不滅証明を提出する

その相手は､彼の見解を受け入れ､より完全なる探求のために彼の足跡に付き

従っていこうとする人たちなのである｡
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そこでわれわれもまた､魂の最終証明を理解するため､生は理性の活動のう

ちに存することを認めることにしようoその場合に､みずからが訪れるどんな

相手に対しても､生(すなわち､理性の活動)をもたらすところの魂の運針こ

っいて､われわれは何を語りうるのであろうかoアナクサゴラスが導入する理

性について『パイドン』97C-99Bが語るところから示されるように､理性の活

動は､善の実現を目指すところに成立しているoこのことは､その不滅性が問

題とされる魂とは､それ自身の生､すなわち理性的な諸活動を通して宇宙のう

ちに善を実現するために､宇宙的な理性と共同する魂であることを意味するo

そして証明のこの段階において､魂の不滅性の究極的な原因一魂の不滅性を

説明する究極的根拠-として､善が登場するのであるoというのも､すべて

のものが､善､すなわち結びつけるものによって､結びつけられ､一つにまと

められているからである(99C5-6)o善によって一つにまとめられた宇宙におい

ては､宇宙的な理性の共同者としての魂は､不滅であるのが善いことであるに

ちがいないのである｡

ソクラテスは､善がもつ最高の力と､それが保証する魂の不滅性について十

分に確信していたはずであるoしかし彼は同時に､彼の確信を知識に変える必

要を感じていたにちがいない｡そしてこの目的のために､各事物は善の導きの

もと､どのようにして生成し､また消滅するのかを探求しつづけた｡だとすれ

ば､プラトンをも含めて､ソクラテスに付き従っていこうとするわれわれは､

善原因のさらなる探求をなお一層求められることになるoそれはまさに､善に

ょって支配される世界において魂が不滅であることを､われわれが､到達可能

な最高限度まで十分に確信するため､また､ソクラテスの足跡についていくこ

とによって､われわれが到達するようにとソクラテスが願っていた認識に近づ

くためである｡したがって､われわれがソクラテスの忠告に従って最終証明の

最初の諸仮設を調べていくときには､われわれは､彼の導きによっておのずか

ら､善原因の探求-と向かう自分自身の第二の航海に乗り出すことになるo
『パ

ィドン』以降のプラトンの哲学活動もまた､まさにそのことを行なおうとする

彼自身の試みであったと考えることができるのであるo
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註

(1)ギリシア語のa･tTt,aに対する訳語として､ ｢理由･根拠(reason)｣と｢原因

(Cause)｣のいずれがふさわしいか､という問題は､解釈上の大きな問題であ

る｡本章では｢原因｣という訳語を用いるけれども､しかしこの訳語の採用は､

この間題に関する何らかの立場にコミットするものではない｡また｢ロゴスの

なかでの探求法｣という表現のなかの｢ロゴス｣が具体的に何を意味するかと

いうことは､本章の論究のなかで取り上げられる｡

(2)96-107の議論は､ソクラテスの自伝的回顧によって導入されているけれど

も､言うまでもなく､この議論で示される思想は､プラトンがソクラテスから

学んだことに基づいて発展させたプラトン自身の思想である｡しかし本章の論

述においては､誤解が生じないかぎり｢ソクラテス｣の名前を用いる｡

(3) Gallop(1975),172.藤津(1996),5,'田中(1981),281も参軌

(4)Roweは､ 96C3-5-の註において次のように言うo
｢ 『この探求』 (QUTn巾

oK叫l;,C5,すなわち､自然学者たちが奨励する種類の探求)は､彼が同じ接近

法を他の領域で適用しようとしたときに諸問題の発見-と導いたという意味に

おいて､問題の状態を引き起こした｣ (Rowe(1993a),232;cf･Annas(1982),314)0

われわれはこのRoweのコメントから､自然学的探求それ自体が諸問題の発見

(すなわち当惑) -と導いたという印象を受けるかもしれない｡しかし､厳密

に言えば､当惑の源は､ ｢同じ接近法を他の領域で適用しようと｣したソクラテ

スの試みであり､そしてその試みは彼の哲学的反省から来ていると考えられる｡

(5) ｢われわれは次のことも以前に語った｡魂が､身体を利用して何かを考察

しようとするとき､ [---]魂は､身体によってけっして同一状態にとどまるこ

とのないもの-と引っ張られ､さまよい､混乱し､あたかも酔っ払ったかのよ

うに弦章を覚える｣ (79C)､ ｢そのもの[それなしでは原因が原因でありえない

もの]を､多くの人々は､あたかも闇のなかにいるかのように手探りしながら､

別の名前を用いて『原因』と呼んでいるようにわたしには思われる｣ (99B)｡

解釈者たちのなかには､ 99D-E (ロゴスのなかでの探求と､水に映して行なわ

れる日蝕観察の比較)に基づいて､盲目状態は､イデアを見る魂の能力が損な
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ゎれた状態を表わすと主張す,8人たちもいるoしかし､ Gallopが指摘するよう

に(Gallop(1975),177)､少なくとも､ソクラテスがロゴスによる探求法の実際

について説明を始めるまでは､イデア-の言及はない(Goodrich(1903),383
and

Goodrich(1904),5を参照)o Dorterは､ 96C5の盲目状態(自然学的探求が引き

起こしたとソクラテスが主張する盲目状態)と､ 99Eの盲目状態(日蝕観察に

ぉける目の損傷に誓えられる盲目状態)とを区別して､二つの状態を､イデア

-の接近において人がこうむる二種類の混乱(『国家』
518A)に相当すると考

ぇるが(Dorter(1982),121-2)､しかし今述べた理由によって､彼の見解には同

意できない｡ 99D-E (ロゴスのなかでの探求と､水に映して行なう日蝕観察の

比較)は､本章第1節(b)で取り上げられるo

(6)解釈者たちはしばしばここに､
｢目隠し｣遊び-の言及を読み取る

(verdenius (1958), 230; Gallop (1975), 234; Rowe (1993a), 237)oこの遊びにおい

て､目隠しされた鬼は､手探りで誰かを捕まえ､誰であるか言い当てようとす

るが､しばしば取り違える｡
■しかし､たとえそのような言及があるとしても､

この遊びとの単なる類比に基づいて自然哲学者たちの手探りを解釈するならば､

誤解を生むであろう｡というのも､目隠し遊びにおいては､取り違えは､誰を

捕まえるべきであるかということについての鬼の判断の間違いによっ､て起こる

のではない｡これに対して自然哲学者たちの取り違えは､求められるべき原因

は何か物質的なものであるという彼らの判断の誤りに由来すると考えられるo

まさにこの判断の誤りゆえに､彼らは｢あたかも闇のなかにいるかのように手

探りしながら｣､感覚のなかでも物質的なものを捉えるのに最も適していると考

ぇられる触覚に頼るのである(『ソビステス』 246A-B参照)o

(7)ここで｢無知｣という語で意味しているのは､完全な白紙状態ではなく､

不明瞭性(明瞭に認知していない状態)であり､そのうちには､自然哲学者た

ちの不明瞭性一自分自身の不明瞭性に対する不明瞭性-も､またソクラテ

スのタイプの不明瞭性一自分の不明瞭性については明瞭である不明瞭性-

も含まれる｡

(8) Cr. Bostock(1986), 176-7･

(9)Cf. Rowe (1993a), 240; Gonzalez(1998), 193･

(10)Cf. Murphy (1936), 40-I; Murpby (1951), 145･
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(ll) Cf. Bluck(1955), 13-14, 164-6;Could (1963), 75-6･

(12) Cf. Hack forth (1955), 138･

(13)Cf. Bostock(1986), 158-60･ただし､ Bostockは､仮設法のロゴスは､言表

(statements)､あるいは命題(propositions)であると考え､ロゴスを定義とみ

なす解釈を斥けている｡99E-100Aの箇所において､プラトンにとっては自然界

の事物もロゴスもともに､イデアの映像･似像であるということが示唆されて

いるとする解釈については､
Hack forth (1955), 138; Gallop (1975), 178; Dorter

(1982), 121-3;Rowe(1993b), 54n･ 14;vanEck(1996),225を参照｡

(14) Pace Dorter (1982), 123; Gonzalez (1998), 194･

(15)それにまた､たとえ99E-100Aがそうしたことを示唆するとしても､ロゴ

スがそれの映像･似像であるとされている｢有るもの(TaるvTCX)｣(100A2)は､

イデアではありえない｡なぜなら､この同じ表現が､99D5では､そのような特

別の意味合いなく､一般的に′｢事物(things)｣を指すために用いられているか

らである｡ Cf. Gallop(1975), 177;Bostock(1986), 157n･2･

(16)アナクサゴラスや他の自然学者たちが､理性を用いなかったということで

はない｡彼らも理性を用いてはいるが､感覚の強い影響下に､それを用いつづ

けることができないでいる｡アナクサゴラスは途中まで理性を用い､途中から

用いるの止めたが､彼が用いるのを止めた理性は､宇宙的な理性､および彼自

身の理性であった(Rowe(1993a),235-6を参照)0

(17)この判断は､ 『パイドン』の設定においては､ソクラテスが死刑を宣告さ

れた後で-すなわち､かつて彼が､ロゴスのなかでの探求法を採用する決定

をした後で一下されたものであり､ロゴスのなかでの探求を通して下された

判断であると考えられる｡

(18)プラトンによる∈iK｡bvおよびそれと関連する語の用法については､Pender

(2003)を参照｡

(19) C. ∫. R｡we on ･Simmias,, in Hornblower and Spawforth (ed･) (1996), 1409は､

シミアスについて､ ｢彼がビュタゴラス派であることを示す証拠は[-･-]乏し

い｣と言い､またケべスについても同様の主張を行なっているが(305)､たと

えそうだとしても､シミアスがBITdO∈ots,心TTOOgLleVO;という言葉を用いている

という事実は､シミアスが､そしてたぶんケべスも､幾何学についてある程度
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の知識をもっていたことを示唆するであろうo

(20) ｢仮設｣という語は､例えば｢②『実際にない物事を仮にありとすること』､

③ 『(assumption) 〔論〕一つの命題や定理で､前提となる部分o仮定Q
｢Aなら

ばBである｣のAのこと』｣ (金田一晴彦､池田弥三郎編『学研国語大辞典』第

2版(学習研究社､ 1988年))という意味で用いられるが､『メノン』における

｢仮設｣の意味は､もちろん②ではなく③であるo
｢仮｣という漢字が喚起する

かもしれない｢仮の想定｣というニュアンスは,少なくとも『パイドン』にお

いてプラトンが用いる心¶dOEOISの意味には含まれない｡
｢･ ･

･という条件を

充すようならば､あるひとつの帰結が生じるように思われるし､もしこの条件

をみたしえないならば､また別の帰結が生じるように思われる｣
(『メノン』

87A)という言葉は､ Aであるか､それともAでないかを決定しにくい状況の

中でrAで奉る｣が仮に想定されているような印象を与えるかもしれないが､

しかし､のちに『パイドン』で仮設法が導入されるときには､ソクラテスは｢そ

の都度､･何であれ私がきわめて強力であると判断するロゴスを仮設として立て

た上で｣と述べており(100A)､そこには｢仮の想定｣という意味合いはないo

心¶dOEOtSそれ自体の語の意味は､山d(下に･基礎に)
+Oeots (置かれたもの)

ということであり､それゆえ｢仮設｣よりは｢基礎定立(前提)｣の方が(松永

(1975))､訳語としてプラトンの意味するところを忠実に反映しているかもしれ

ない｡しかし､ ｢仮設｣という訳語が定着していること､および｢仮設｣が上記

③の意味をもちうることを考慮に入れて､本稿では｢仮設｣という訳語を用い

ることにした｡なお､ ｢仮設｣に似た語に｢仮説｣があり､ ｢①(hypothesis) 〔科

学･哲学などで〕まだ実際には証明されていない､いろいろな経験事実を統一

的に説明するため､かりに立てた理論｣ (『学研国語大辞典』第2版)という意

味で用いられている｡英語のhypothesisとギリシア語の心TTdOeoLSの対応からす

れば､心TTdOEOISは｢仮説｣と訳されるべきことにもなるように見えるが､しか

しのちに本論文で示すように､
『パイドン』で心¶dO∈oLSとして立てられるもの

は､ ｢理論｣ではなく｢命題｣であるo

(21)Cf･=ackforth(1955), 138;Bostock(1986), 159･しかし､ =ackforthは､ロゴ

スのなかでの探求法における｢ロゴス｣が｢議論｣を意味することはきわめて

確実であると考え､そのため100AlとA4の間で｢議論｣から｢命題｣-の｢ロ
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ゴス｣の意味の変更があるとした｡しかし､複数形による｢ロゴイ(諸命題)｣

(100Al)のなかでの考察は､･r議論｣による考察として容易に理解可能であり､

100AlとA4の間にロゴスの意味の変化を読み取る必要はないであろうQ

(22) e.g. Murpby (1936), 40; Gallop (1975), 181･

(23) Rowe (1993b), 50, 53; van Eck(1994), 26, 29, 32, 37 n･ 40; van Eck (1996),

218,223.

(24)イデア原因説は､ ｢のゆえに｣という定式(与格､または8Ldと対格を用い

た用法､ 100D7-8,E2-3,5-6, 101A2-5,B6-7, 102C2)と並んで､分有用語によっ

ても説明されている(100C5-6, 101C2-7;パイドンが用いる言葉遣いとして

102Bl-2も参照)｡しかし､ソクラテスが｢それ[イデアと個物の関係の本来の

あり方]については､私はもはや強く主張しない｡ただ『すべて美しいものが

美しいのは美のゆえである』ということだけは強く主張する｣と語っている以

上(100D6-8)､われわれとしても､イデアと個物については､ソクラテスが示

す特定の関係のいずれかに決めるのではなく､
｢Fのゆえに｣.という一般的な定

式にとどまるのが安全であろう｡この点については､ Sedley(1998),116andn･3

を参照｡

(25) Gallop (1975), 181; cf･ Rowe (1993b), 53; Rowe (1993a), 242･なおGallopか

らの引用で｢原因｣と訳した部分において､ Gallopが用いている表現は､実際

には`reason, (あるいは`Reason,)であって`cause'ではないけれども､ギリシ

ア語のaiTiαの訳語として､ ｢理由･根拠(reason)｣と｢原因(cause)｣のいず

れがふさわしいかという問題は､現在取り上げようとしているGallop-Rowe解

釈の正当性の問題とは無関係なので､無用な混乱を避けるため､
Gallopが

･r｡as｡｡, (あるいは`Reason,)としている部分にも｢原因｣の訳語を当てておく

ことにする｡註1を参照｡

(26)Gallop(1975)は､分有用語によって｢原因命題｣を表わしており､この点

に関してわれわれの立場とは異なるのであるが(註24を参照)､しかし今iま､

そのことは問題にしない｡ここで問題にするのは､ Gallop-Rowe解釈が､仮設

として｢原因命題｣一般を考え(｢原因命題｣の表現形式は問わない)､この仮

設とそれの適用例の間に｢協和｣関係を認めている点である｡

(27)Rowe(1996), 232n･ 17;Rowe(1993b), 53; Gallop(1975), 181･
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(28)以下に示す定式は､ Sedley (1998), 121の定式に手を加えたものであるo

Bostock (1986), 137, 151; Annas (1982), 3･14, 316; Fine (1987), 96; Matthews and

Blackson(1989),584も参照o厳密に言えば､三法則は､自然哲学者たちの賢い

諸原因を斥けるために用いられているわけではないoそれらが実際に斥けてい

るのは､大きさの原因としての頭(法則l､法則3)と､二であることの原因と

しての分割(法則2)であるoしかし､自然哲学者たちの諸原因が｢賢い｣

(100C10)と呼ばれ､安全な原因(loo°-E)と対比されているのと同じように

して､ ｢頭｣や｢分割｣といった原因も､
｢洗練されたもの｣ (101C8)と呼ばれ､

安全な原因と対比されている(101C-D)oこのことは､賢い諸原因は｢頭｣や

｢分割｣と同じ原因の部類に属し､そして同じ理由で斥けられていることを示

唆する｡ところで､ vanEckは､排斥のために三法則が用いられていることを

根拠として､賢い諸原因を斥けるために仮設法は用いられてはいないと考える

(vanEck(1994),29;vanEck(1996),217-18)oしかし後述するように､三法則

の使用は仮設法利用の枠組みのなかで理解しうるのであるo

(29) Rowe (1993b), 5ト3･

(30) vanEck(1994),
22, 29;vanEck(1996), 215-16･

(31) Rowe (1996), 236; see also Gonzalez(1998), 354 n･ 20･

(32) vanEck(1996),
216･

(33)97B6-7にも｢ごたまぜ｣があるという指摘はSedley教授によるo

(34) Cf･ Archer-Hind (1894), 90; Burnet (1911), 103･

(35) Cf. Dorter(1982), 13l･

(36)Cf. Rowe (1993b), 52･

(37)74Dにおいてソクラテスは､個物がイデアのようになろうと望んでいると

語っているが､これは､原因としてのイデアを示唆するものと解釈されるかも

しれない(Dorter(1982),129)｡しかし､原因としてのイデアと範型としてのイ

デアとは原則的に言って異なる｡

(38) 100A-Bに関する同様の見解については､
Dorter(1982), 127-8;217n･ 19を

参照｡

(39) Rowe (1993b), 53-63; Rowe (1993a), 246･

(40)Rowe(1993b), 61 n･ 22･
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(41) Roweにとって､上位の仮設を通して説明されるべき最初の仮設は､
｢xは

Fを分取すること(あるいはFの分有)によってFになる(あるいはFである)｣

というものである(e.g.Rowe(1993a),246)｡しかしわれわれは､ ｢Fのゆえに｣

という定式で表現された原因命趣にしっかりととどまりたい｡註24を参照｡上

位の仮設は､下位の仮設の説明をする助けになるという意味で下位の仮設より

もより確実なものであるという論点からすると､上位の仮設の例として｢火は

何かが熱いことの原因である｣のような､より洗練された原因を挙げるGonz畠1ez

の解釈(Gonzalez(1998),205.and356n.30)もまた斥けられることになる.

(42)Roweは､ソクラテスが､より洗練された答えを安全なものとして提示し

ていることを文字どおりに受け取るべきではないと考える(Rowe (1993b),

64-5;cf.alsoGallop(1975),212)｡しかし､後述するように彼の立場には同意で

きない｡

(43)註23を参照｡

(44') Rove (1996), 230; see
vanEck(1996),

216, 219-20･

(45) vanEck (1994), 29; vanEck(1996),
217-18･

(46) [方法B3]の｢不協和関係にある｣は､ [方法A4]の｢そうでない[協

和しない]｣と同義であると考えられる｡古代ギリシアの音楽理論においては､

協和関係にないものは不協和関係にあるとみなされていた｡アリストクセノス

『ハルモニア原論』第1巻20.6-13(p.25,ll-16,daRios)､第2巻45.9-12(p.56,2-5,

daRios)､プトレマイオス『ハルモニア論』第1巻7(p.15,14-17,DBring),West

(1992), 160などを参照｡

(47) van Eck (1996), 216-17, 223 n. 12; van Eck (1994), 29; also Hack forth (1955),

143.

(48)Blankは､T& &TT'主K【ivTIS占puTI8`vTa(仮設から出発した諸々のこと､101D4)

と､
Ta占師;主K∈ivo1; (それら[存在命題]の次に来るもの､ 100C3)とを区別

し､ ｢分有は､イデアが存在するという仮設の 占pLll10gv (そこから出発したも

の)とは呼ばれず､むしろT&圭帥;圭K〔(vol～ (それらの次に来るもの)｣と言わ

れていると主張する(Blank(1986),152n.21)｡しかし､これらの表現が同じこ

とを意味するわけではないとしても､占pいdc.)(出発する)と&pxo岬l(発する､

100B5)の類似性､および､ &pxo岬lがT&占師;主K【I'vo1;とともに用いられてい
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るという事実は､占ptld｡JとT&む帥;主KEivotsとが何らかの仕方で関係しているこ

とを示唆するものである.われわれの立場は､ Ta獅;主K∈ivots (それら[存在

命題]の次に来るもの)のうちには､原因命題の容認だけでなく､賢い諸原因

の拒絶(100Dト3)も含まれており､また後述するように､原因命題は､最初

の仮設の占p叩Ogv (そこから出発したもの)であるというものであるo

(49)(1)については､Rowe(1993b),57,62-3を､(2)については､Bostock(1986),

159n.4､およびMueller(1992), 197n.28を､ (3)については､ Plass(1960),

111-12を参照｡

(50) Cf. Rowe (1996), 233; Kabn (1996), 315-16･

(51)Pace Robinson (1953), 126-7･

(52)Robinson (1953), 127･ See alsoGentzler(1991),
267･

(53) Robinson (1953), 128-9; Dorter(1982), 128 and 217 n･ 16; Tait (1986), 465o

Gallop(1975), 180も参照｡

(54) Robinson (1953), 129; Gentzler (1991), 271･

(55)Robinsonは､ `(supposed)ラ(と考えられるもの)を補うことによって､この

箇所の意味を救おうとする- ｢『君は､仮設の帰結と考えられるもの(the

(supposed) consequences of the hypothesis)を考察し､それらが互いに随伴する

か､随伴しないかを見てみるまでは､答えることを拒むであろうo』◆もしもそれ

らが随伴しないのであれば､それらは実際には帰結ではないのである｣

(Robinson(1953),130)｡しかし､論理的帰結を導く最初の試みが､すでに十分

に厳密に遂行されているなら､それらが互いに随伴するかどうかを見る見ない

にかかわらず､本当に帰結であることに変わりはないであろう｡それにまた､

もしも論理的帰結関係がここで問題になっているとすれば､
｢互いに｣

(101D5)というのは奇妙である｡

(56) Robinson (1953), 130･

(57)Robinson自身､このほうが｢隠愉的表現としては､はるかに自然で明瞭で

ある｣と述べている(Robinson(1953),126)0

(58) Cr. Robinson (1953), 126-9; Gallop (1975), 180･

(59)これら三つの理由は､ Gentzler(1991),266が列挙するものであるo
Gentzler

は､ ｢Pはqと協和関係にある｣を､ ｢Pはqと整合的であって､qと適切な帰
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納的ないしは演緯的推論関係にある｣という意味で理解することを提案する

(268-9)｡しかし第一に､存在命題と適切な帰納的推論関係に立ちうるものが

何であるかということが理解困難であるし､また彼の提案によれば､真である

かもしれない命題も､真でないとして(-偽として)斥けるようにソクラテス

が勧めていることになる｡ Gentzler はこのことを認め､ ｢協和｣ ｢不協和｣を､

矛盾関係を表わすものではなく､反対関係を表わすものとして理解しようとす

る(269-70,cf.alsoGonzalez(1998),352n.ll)｡しかし｢協和｣ ｢不協和｣は､

古代ギリシアの音楽理論でそうであったように､矛盾関係を表わすものとして

理解されるべきである(註46を参照)0

(60)この点については､ Gonzalez(1998), 196and352n. 12を参照.

(61)Gonzalez(1998),197and352n.13もまた､ ｢･
-から出発する｣と｢-

･

と協和する｣とを区別する｡しかしその区別の仕方はわれわれのそれとは異な

る｡なお､われわれの解釈による､原因命題と三法則の役割の相違は､幾何学

の三種類の原理のうちの､ ｢ホロス(定義6po!)｣ (幾何学固有の原理)と｢コ

イネ-･エンノイア(共通概念 KOIVflgVVOIC()｣
(他の諸学問の原理でもある)

の役割の相違と一部重なる(エウクレイデス『原論』第1巻冒頭)｡すなわち､

エウクレイデス(前3世紀前半)は､幾何学の原理を､ ｢ホロス(定義 6po;)｣

｢アイテーマ(要請(公準) dI'T¶岬)｣ ｢コイネ-･エンノイア(共通概念

KOIVflぎvvola)｣の三種類に区別する(『原論』第1巻冒頭).これら三原理のう

ち､ ｢ホロス｣は､幾何学固有の対象に関わり､他方｢コイネ-･エンノイア｣

は､他の学問にも応用可能な原理である｡.紀元5世紀にエウクレイデス『原論』

-の註解を著わしたプロクロスは､幾何学の原理として､ ｢ヒュポテシス｣ ｢ア

イテーマ｣ ｢アクシオーマ｣の三種類を挙げているが､このうち｢ヒュポテシス｣

はエウクレイデスの｢ホロス｣に､ ｢アイテーマ｣は｢アイテーマ｣に､ ｢アク

シオーマ｣は｢コイネ-･エンノイア｣に相当する(『エウクレイデス｢原論｣

第1巻註解』 75,27-77,2 (Friedlein))｡また､アリストテレスは『分析論後書』

第1巻で､推論の原理を､ ｢テシス(定立Oiots)｣と｢アクシオーマ(公理

aちL'c.3LIG)｣に分類している(72a14-17)｡ ｢アクシオーマ｣は､あらゆる学問知

識に共通の原理であり､ ｢コイノン(共通のもの KOIV(うv)｣ (76a38,77a27,30)､

｢コイネ-･アルケ- (共通の原理KOtVflaPX巾)｣ (88b28)､ ｢コイネ-･ドク
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サ(共通の思いなしKO1巾8dちa) (『形而上学』第3巻996b28)とも呼ばれて

ぉり､明らかにエウクレイデスの｢コイネ-･エンノイア｣､プロクロスの｢ア

クシオーマ｣に相当する(具体例の一致については『分析論後書』第1巻76a41,

77alO,30-1を参照)｡またアリストテレスの｢テシス｣は､それぞれの学問知

識に固有の原理であり､それゆえ｢イデイオン(固有のものi'810V)｣
(76a38)

とも呼ばれているが､テシスのうち､ (例えば｢線が存在する｣のように)ある

事物の存在を想定するものは､ ｢ヒュポテシス(仮設)｣と呼ばれ､他方､ (例え

ば｢線とはこれこれのものである｣のように)存在を想定することなく､語の

意味を表わすものは､｢ホリスモス(定義bpIOud～)｣と呼ばれている(72a18-21)o

以上のことから､とりあえずエウクレイデスの｢アイテーマ｣を度外視すると､

次のような対応をつけることが可能であるo

アリストテレス

(1)固有の原理-テシス(イデイオン)

(ト1)ヒュポテシス(対象の存在を想定する)

(1-2)ホリスモス(定義) (語の意味を表わす)

(2)共通の原理エアクシオーマ､コイノンetc･

エウクレイデス

(1)固有の原理-ホロス(定義)

(2)共通の原理エコイネ-･エンノイア

ブロクロス

(1)固有の原理-ヒュポテシス

(2)共通の原理-アクシオーマ

エウクレイデスが固有の原理として｢ホロス(定義)｣のみを挙げているのに対

して､アリストテレスは固有の原理のうちに､語の意味を表わすにすぎない｢ホ

リスモス(定義)｣と､対象の存在を想定する｢ヒュポテシス｣の区別を設けて

いるが､これは､哲学と幾何学の目的の相違によるものであろうQすなわち､

幾何学は､プラトンが『国家』第6巻510BC-Dで､
｢角の三種類等を既知のも

のとみなし､考察の目標まで整合的に導いていくことを目指している｣と語り､

第7巻533Cでは｢実在について夢みている｣と評しているように､体系の一

貫性を求めることで満足し､定義に対応する事態の存在を云々することはないo
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それに対して哲学においては､命題の真偽､すなわち､･それが表わす事態の存

在の如何が重要な問題となる｡プロクロスは｢固有の原理｣を､アリストテレ

スのように｢ヒュポテシス｣と｢ホリスモス｣に区別するわけでもなく､また

エウクレイデスのように｢ホロス｣と呼ぶのでもなく､あたかもアリストテレ

スがつけた区別が存在しないかのように､ ｢ヒュポテシス｣という語によって

｢ホロス｣に言及している｡これは､ ｢ヒュポテシス｣をアリストテレスより緩

やかな意味で用いたからか､あるいは､幾何学の｢定義｣を､対応する対象の

存在にコミットするものとみなしていたからかのいずれかであろう｡

この区別によれば､原因命題は上述の(1) ｢固有の原理｣に､三法則は(2)

｢共通の原理｣に相当することになるであろう｡そして､原因命題のみが｢仮

設｣と呼ばれるとも考えられるかもしれない｡

しかしプロクロスはまた､｢アクシオーマ｣ ｢ヒュポテシス｣ ｢アイテーマ｣の

すべてが｢ヒュポテシス｣と呼ばれることもしばしばあると語っている(『エウ

クレイデス｢原論｣第1巻註解』77,2-6(Friedlein);アレクサンドロス(アプロ

ディシアスの) 『アリストテレス｢分析論前書｣注釈』 (13,7-ll(CAG))も参照).

これによれば､三法則も｢仮設｣と呼んでかまわないことになる.

(62)以下の論述で､ `tbe F'･と′いう表現を用いるが､これは､例えば､ 『パイド

ン』 102D-Eで｢大(T占ugy∈8o;)｣によって表わされる種類のものであり､ ｢大

そのもの(cx心TbT占LlgYeOos)｣ (102D6)と呼ばれるようなイデア(離在的なイ

デア)のみならず､ ｢われわれの内なる大(Tb主v仙TvいgYEOos)｣ (D7)と呼ば

れるような､この世界におけるイデアの現われ･似像をも含む概念である｡`the

F'という英語表現を用いるのは､この表現が､プラトンが用いるギリシア語表

現(定冠詞と抽象名詞､あるいは定冠詞と中性形容詞)に近いため､また同様

の表現を日本語で見出すことは不可能なためである｡ `theun-F'という表現中の

`un-F'は､ Fと反対の性質･特徴を表わす｡

(63)Kαtl&入入oTlにどのような動詞が補われるべきかという問題については､註

78を参照o

(64) `un-F'は｢F と反対｣を意味するが､ `不一F'という表現(『パイドン』のギ

リシア語では&vdpTIO;,aSIKq;,dOdvαTO;などdv-Fに相当)は｢theFに与らな

い｣､ ｢theFを受け入れない｣ (104E8,9,105A2,5,7,Bl,D10-ll,13,16,E2,4)
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を意味する｡

(65) ｢雪｣は､この箇所で､はっきりと｢より洗練された原因｣として語られ

ているわけではない｡しかしソクラテスが､雪と火を一対のものとして語って

いる事実は(103C-D,106A)､火がより洗練された原因であるように､雪もまた､

より洗練された原因であることを示唆する｡実際､雪は､プシュークテール(ブ

ドウ酒冷却器) -ブドウ酒を冷やすため使われる､蓋付き､あるいは蓋無し

のマッシュルーム型の容器で､内部に雪や冷たい水を入れてクラーテール(ブ

ドウ酒と水と混ぜるための広口の大壷)のなかに浮かべて用いる-のうちに

詰められて､プシュークテールを冷やし､そのことによってクラーテールのな

かのブドウ酒を冷やすのである(cf･AdkinsandAdkins(1997),367)oそれゆえ､

｢この箇所においてプラトンの念頭にあるのは､雪であるから冷たいというこ

とであるように思われる｣というTaylorの見解(Taylor(1969),50)には賛成で

きない｡

(66) Cf. Burnet (19=), 119-20; =ack forth (1955), 151; Bluck (1955), 123; 0'Brien

(1967),214-16･ a心丁申(104D3)については､
Bluck(1955),200に従い､ G古T(㌔

を採用した｡

(67) Cf･ Tredennick (1954), 165; Erbse (1969), 98 n･ 1; Hartman (1972), 223 n･ ll;

Gallop (1975), 57-8, 202, 235-6; Rove (1993a), 256･

(68) Cf･ Reeve (1975), 204; Gallop (1975), 236; Frede (1978), 35･

(69) Cf..Frede (1978), 35･

(70) e.g. Schiller (1967), 54･

(71)われわれの読み方を採用したとき､T巾a心TOOi8ねv(104D2)をどう解する

かが問題となる- ｢それ[占拠されるもの]自身の形相｣と解するのか

(Hackfortb(1955),151;Bluck(1955),123の立場)､それとも｢それら[占拠す

るもの]自身の形相｣と解するのか(Burnet(1911); 119-20,0'Brien(1967),214-15

の立場)｡後者の方がよいと思われるoというのも､占拠されるものは､すでに

占拠される以前にも自分自身の形相をもっており､占拠するものによって自分

の形相をもつように強いられる必要はないからであるo

(72)以下に示す根拠のうちには互いに相容れないものもあるoしかし､それは

ゎれわれの論駁対象が抱えている不整合であるo(1)-(5)は､Rowe(Rowe(1993b),
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64-7withn.28;Rowe(1993a),259)によって提出されている｡ (1)については､

Gallop(1975), 212も参照｡ (2)については､ Gallop(1975),210;Hack forth(1955),

161; Fine(1987), 97 を参照o Fineは､ (頭一つ分超過していることではなく)

｢頭をもつことは､背が高いことの十分条件ではない｣という指摘をしている｡

(4)については､ Dorter(1982), 147, 160を､ (6)については､ Gallop (1975), 211;

Fine(1987),97を､ (7)については､ Gallop(1975),213を参照｡

(73)火は､熱さの十分条件にすぎないとみなされる場合もあれば､必要かつ十

分条件とみなされる場合もある｡ 1[単位]を｢二つの等しい部分に対する余分

のl｣とみなす解釈については､Hackforth(1955), 158n.2and lらl; Gallop(1975),

210;Dorter(1982),148を参照o解釈者たちのなかには､ LIOVd; (1 [単位])を､

それが占拠する相手を1にするところの1のイデアとみなし､ lを､奇数とし

て考える人もいる(0'Brien(1967), 22415)o しかしギリシア数学の一般的な見

解では､ 2が最初の数であった(cr.Gallop(1975),210)｡それにまた､ソクラテ

スはその前の箇所で､二倍は奇の形相を受け入れようとしないと語っており

(105A7-Bl)､これとの関係で､二倍に対する余分の1を奇の原因として考え

たということは十分ありそうなことである｡

(74) Cf. Hack forth (1955), 151 and n. 5, 156; 0'Brien (1967), 216-17; Gallop

(1975), 203ff., Version B.

(75)例えば､ Hack forth(1955), 156, 161-2; Keyt (1963), 168 n. 2; Vlastos (1969),

317fr.を参照｡

(76) 1 [単位] (余分のl)以外のもののうち､火､雪､魂をイデアとみなすべ

きではないという議論については､ Frede (1978), 34-6; Dorter (1982), 146-7;

weller(1995), 123-31を参照｡
′Fineは､火と高熱を自然界の物理的存在とみなす

(Fine (1987), 95)0

(77)魂による｢占拠｣については､Burnet(1911),noteon lO5D3(p.123)を参照｡

(78)より洗練された原因のうちの､少なくとも雪と火については､つねにtbeF

(冷と熱)の名前で呼ばれる資格をもつとソクラテスが考えていたことを窺わ

せるテクストが-箇所ある｡すなわち､ 103E4-5 (inS2)において彼は､ ｢他に

も､かのもの[形相]ではないけれども､存在するかぎりはそれの特徴(いOPq)巾)

をつねにもつもの[--]｣と語っている｡ [--]の箇所にどのような動詞を
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補うべきであろうか｡二つの可能性がある.(a)前文からdち.oOoOaLa心TOO,i･e･

TOO占vducmsTOO∈i･8ous
(｢･ -は､ Fの名前で呼ばれる贋格をもっている｣)

(cf. Burnet (1911), note on lO3E3 (p･118); Jowett (1953), 462; Tredennick (1954),

164)0 (b) ｢-
･がある｣ (cf･Gallop(1975),56;G叫り1977),54;Robin(1926),

79)o 103E9の同様の表現の箇所(Katt納入oTl)では｢- ･がある｣が補われ

るべきであることは､選択肢(b)を支持するoしかし､たとえ(a)を採用する

としても､ソクラテスが高熱と1[単位]についても､それらが病気(ill)､奇

(odd)と呼ばれる資格をもつと考えたことにはならないであろうQ (a)の読み

から帰結するのは､彼が火と雪について､theFの名前で呼ばれる資格をもつと

考えていたということにすぎない｡とにかくこれ以降､より洗練された原因の

どれについても､theFの名前で呼ばれるというようなことをソクラテスはまっ

たく言ってはいない｡

(79)それゆえ､細菌という､それ自身は病気ではない[病気にかかっていない]

けれども､病気をもたらすものの例や､サッカリン錠剤という､それ自身は甘

くないけれども甘さをもたらすものの例は､より洗練された原因に対する何の

障害にもならない. Pace Gallop(1975),213;Hartman(1972),221,224･

(80)この点については､ Sedley(1998),115-16,121を参照o

(81)この箇所における奇の特徴･イデアの役割については､
Rowe(1993a),257

を参照｡またFine(1987),104-5も参照｡

(82)より洗練された原因に対する反論として､
｢何かが大きかったり､小さか,

ったりする原因(reason)として､火や雪と似たようなものは何もないように

思われる｣ (Gallop (1975), 213)という点が指摘されるかもしれないoしかし

sedleyが指摘しているように(Sedley(1998),123)､何かがFである原因として､

イデア原因以外には何も原因が必要とされない場合もありうるだろうo

(83) Gallop (1975), 179; Rowe (1996), 236･

(84) Blankも同様にこの想定を捨てる(Blank(1986), 154)oしかしわれわれの

立場は､ ｢誰かが仮設をしっかりつかまえること｣ ( [方法B2])は､さらなる

考察([方法B3])にとって障害になるというものであるのに対して､Blankは､

E,xEO紬IX(gen･) (Xをしっかりつかまえる)を､ ｢Xを[さらなる考察のため

の]基礎として用いる｣という意味で解し､
｢しっかりつかまえること｣ ([方
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法B2])を共同的探求の-ステップとみなしている｡ Blankによれば､ ｢彼[質

問者]は､それ[仮設]を彼の基礎として用い(∈iS`Tl;CX心丁句;Tfi;心¶oOgoEC.3;

gxolTO)｣ (152)､そして｢もしも質問者が､仮設を彼の基礎として用いるので

あれば､彼は仮設そのものに対して疑問を提出しようとしているわけではなく､

仮設からの諸々の帰結について問いを提出しているにちがいないのである｣

(152-3).しかし､ gx∈oOalX(gen.)を｢Xを基礎として用いる｣という意味で

解するのはかなり不自然である｡もしも101Dト2で､この語句がその意味で解

しうるとすれば､それは､ &TTOKPt'vcno (答える)という語といっしょに用いら

れているからにほかならないであろう｡ところが､ 101D3にはそうした動詞は.

なく､この語句をその意味でとるのは困難である｡第二に､ Blank は､彼の解

釈ゆえに､ xm'p【lV柏TISaV も､ ○心K &TTOKP(valOも(101D314)､いささか不自

然な仕方で理解し､前者は｢さしあたり仮設を脇-のけておく｣ (154)､後者は

｢仮設からの諸々の帰結に関する問いに答える前に､注意深く考えねばならな

い｣ (154)という意味に解する. ｢xat'pEIVはv､･ないしはそれに相当する表現

が､完全に放ってしまうもの'8=ついてでなく､一時的に脇-のけておくだけの

ものについて用いられることがある｣ (154n.27)のは確かにそのとおりである｡

しかし､ Blankが154n.27で引用するどの例においても､この語句は､圭v T申

¶apdvTl (さしあたり)のような語句といっしょに用いられている.このこと

は､そうした限定句なしでxcxip〔1Vほvが用いられるときには(101D3)､この

語句は100D2,101C8,114E2と同じく､ ｢彼[or彼がつかまえていること]を放

っておく｣という意味に理解されるべきことを示唆する.また101D5
ff. ([方

法B4]以降)の箇所についても､ Bla叫の解釈は受け入れられない｡彼は次の

ように言う､ ｢方法[仮設法]は仮設から諸々の帰結を導くということにもっぱ

ら関わっているのであるから､ 101D5 打.は一種のわき道であって､それは､ P

を理解しないか､あるいはPを受け入れない人によって､ [最初の仮設Pから]

qを推論する試みが妨げられたときに(あるいは､ qの推論が疑問視されたと

きに).とるべき適切な手順を示そうとするものである｣ (155;cf.157-8,160-1)0

しかし､ [方法B4]は､より上位の｢仮設｣によって最初の仮設を説明する読

みについて語っている以上､やはり｢仮設法｣の説明であり､わき道とは考え

がたい｡ [方法B4]は[方法B2]とともに､論敵ないしは友人が最初の仮設の
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説明を求めた場合の､仮設法による対処の仕方を説明しているのである｡

(85) Sedleyは､ 101D3の.clingto,､あるいは･adhereto,
(しっかりつかまえ

る､しがみつく)は､性急な同意から生まれる｢しがみつき｣を表わし､ソク

ラテスは､共同的な問答を危険にさらしかねないものとして､対話相手からの

性急な同意に警戒するように促しているのだとの提案を行なっている(Sedley

(1995),16-17)oしかし､もしも仮設が(たとえ性急な同意によってであっても､

とにかく)同意されるなら､探求者は､対話相手ないしは彼の同意を放ってお

く(xaipEIV叫叩;,101D3)ことはせず､探求の次の段階に進むためにその同意

を歓迎し､そしてその同意が性急なものであったかどうかの検証の仕事は､対

話相手にまかせておくであろう([方法Cl]を参照)oしっかりつかまえること､

ぁるいは､しがみつくことのゆえに探求者が仮設の説明をしなければならない

([方法B2-4])ということは､仮設に対して同意が与えられているというより

は､仮設を擁護するように(あるいは､より確固とした基礎の上に根拠づける

ように)探求者が求められていることを示唆する｡

(86)Sedleyが引用するAngela=obbsの言葉によれば､
｢仲間たち全員-のこの

忠告の拡大は､ソクラテスが､プラトンおよび他の人々に追求するように遺し

ていった哲学的課題を表わすものである｣
(Sedley(1995), 18 n･ 18)o ｢他の

人々｣のうちには､今日のわれわれも含めて､
『パイドン』のすべての読者が含

まれるであろう｡

(87)Keyt(1963), 170-1;cf･Reeve(1975),205･ (1)においてKeytはら叫(名詞)

を用いているが､ここではそれを`alive, (形容詞)に変えた(Keytの解釈にと

ってはどちらでも同じである)0
(4)はKeytの言葉をそのまま引用したもので

ぁる(｢不死｣ ｢不滅｣をめぐって彼が用いるギリシア語､英語表現を和訳せず

にそのまま用いたのは､和訳すると意味のずれが出てくる恐れがあるからであ

る)｡Keytと同様の主張については､StratoofLampsacus,frr･
123a, g,h,m,n, 124

wehrli (cf. Hack forth(1955), 195-7)､およびErbse (1969), 98-100が提示する諸

解釈のまとめを参照｡

(88) Keyt (1963)は､ aOdvcTOSと`immortal,とを区別しているo彼は次のように

言う. ｢議論の最初[sIO]では､aOdvαTOSはOdvαTO;の反対であるoところが､

最後[s12]では､それは8vnTd～[死すべき]の反対である(105E2-3と106E5-6
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を比較されたい)｣ (170)｡不必要な混乱を避けるために､われわれとしては､

極力､ `immortal'という語(日本語では｢不死｣) -しばしば&OdvaTO;の訳語

として採用される-の使用を避け､ &OdvaTO; (死を受け入れない)の訳語と

しては｢不一死｣を用いる(註64を参照)0

(89) (a)については Gallop (1975), 216-17 を､ (a), (b), (c)についてはFrede

(1978),30-1を､ (a),(b),(d)については金山(1979), 17-18を参照｡

(90) Keyt (1963), lワo.

(91) Frede (1978), 31-2.

(92)Ibid.

(93) Ibid. 31.

(94)金山(1979),180

(95)Sedley(1995),17,19は,証明が終了した時点におけるソクラテスの確信と､

シミアスの残存する疑いの違いがよってきたる理由の一部は､彼らの方法の違

いにあるとみなし､シミアスの疑いは､彼の言論嫌いの一端を示すものである

と考える｡しかし､ソクラテスによる仮設法の説明に付き従っていくことがで

きたシミアス､また､矛盾対立する議論を事とする人々と同じことはしないと

語るシミアスは(102A2)､言論嫌いに傾いていたときのシミアスとは異なるは

ずである｡ソクラテス自身､ ｢もしも君たちが最初の諸仮設を十分に吟味するな

ら, [---]君たちは､人間が付き従っていくことのできる最も遠くの地点まで､

この議論に付き従っていくことになるであろう｣ (107B6-8､非現実を仮定する

文章ではない)と語ることによって､シミアスを､仮設法を用いる能力をもっ

た者として扱っている｡

(96)Roweの英訳(Rowe(1993a),230)を参照｡ Bluck(1955), 106の訳もたぶん

同じ方向の訳であろう｡

(97)この点については､例えばTaylor(1969), 47, 53-4; Gallop(1975), 191;Rowe

(1993b), 55, 68-9;Gonza]ez(1998),351 n. 3を参照｡

(98) e.g. Robinson(1953), 142-3; Vlastos (1969), 297-8 n･ 15･

(99) Cr. Bedu-Addo (1979), 105, 112n. ll; Wiggins (1986), 3･

(100)この解釈は､多数の解釈者によって採用されている｡例えば､Rose(1966),

466-7; Vlastos (1969), 297-8 and n. 15o
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(lot) Fine (1987), 92-3･

(102)最初の引用は､
Eustathii archiepiscopi

Thessalonicensis commentarii ad

Homeri Odysseam, ed･ G･ Stallbaum, i (Leipzig, 1825; repr･ Hildesheim, 1970), 107

から､第二の引用はEustathii archiepiscopi
Thessalonicensis commentarii ad

Homeri Iliadem, ed. G. Stallbaum, ii (Leipzig, 1830; repr･ Hildesheim, 1970), 386か

らのものである｡またメナン下ロス｢断片｣
205 (Koerte)も参照o

(103) Stewart(1892),220;=ack forth(1955), 137､田中(1981),274を参照o 『パイ

ドン』以外の､プラトン著作､アリストテレス著作における｢第二の航海｣の

用法はのちに見る｡

(104) Cf. Greene (1981), 14･

(105)価値的な意味での第二の航海と対比される航海が｢第一の航海(TrPaTO～

TT入oO;)｣と呼ばれ(エウスタティオスを参照)､時間的に第二に来る航海と対

比される航海が｢より前の航海(TPdTEPOSTT入oOs)Jと呼ばれていること(『パ

ィドン』-の古註を参照)は､偶然ではないかもしれないoしかしここでは便

宜上､いずれの意味にせよ｢第二の航海｣と対比される航海は｢第一の航海｣

と呼ぶことにする｡

(106) Murphy (1951), 146･

(107) &KP叫はTUX∈了vにかけて読むo
Cf･ Gauthier and Jolif(1970), 166･

(108) P･ de Souza on ･ships,, in =ornblower and Spawforth (eds･) (1996), 1400･

(log) e･g･ Robin (192･6), p･ xlviii n･ 2; Gulley (1952), 78-9; Verdenius (1958), 220;

Huby (1959), 13; Stough (1976), 14 n･ 18; Shipton (1979), 35 fr･; Dorter (1982),

127; Kahn(1996), 314; Gonzalez(1998), 195･

(110)ギリシア語の原語oxESiαは､一般に｢胤と訳されているが､後述す

るように､実際には｢急造の船｣であって｢筏｣ではないであろうo

(Ill) Robinson (1953), 108, 145; Dorter(1982), 127; Sbipton (1979), 40･

(112) Cf. Shipton (1979), 34-5･

(113) Sedley (1995), 19-20･

(114) 『メノン』の最後の部分-の注意は､ Sedley教授に負うものであるo

(115) Cf. Robinson(1953), 145･

(116)Cf. Casson (1971), 217-19･
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(l17)アリストテレスはまた､オデュッセクスの忠告はキルケに遡る忠告であ

るにもかかわらず(ホメロス『オデュッセイア』第12歌108-9)､内容上異な

るカリュプソからの忠告(第5歌277)と勘違いしている｡彼が間違えたのは､

オデュッセウスの旅立ちの状況の類似性によるのであろう｡どちらの場合にも､

彼は女神のもとを離れて危曝な船路に乗り出し､それぞれの女神から､忠告と

順風の助けとを受けている｡

(118)大別すると 3種類の解釈がある｡ (1)自然哲学者たちの方法(例えば､

Goodrich(1903), 382とHackfムrth(1955), 127n. 5とが､積極的に賛成すること

なしに可能性として挙げる解釈)0 (2)目的論的説明という理想(Gallop(1975),

176; Rose(1966), 464, 469, 473; Murphy(1936), 42)0 (3)他のものから学ぶか､

あるいは､自分で発見することによって､完全な確実性に到達するという理想

(shipton (1979), 34, 39-40, 47;内山(2004), 101)｡ ｢宇宙全体を貫いて理性が

働くその詳細を発見すること｣も､ (2)に含めることができるかもしれない

(Hack forth(1955),137､田中(1981),274)｡他方､ ｢アナクサゴラスによってあ

わただしく呼び起こされ､また同じようにあわただしく撤回された『善』の姿｣

(Goodrich(1903),382)は､ (2)に似てはいるが､しかしGoodrichがこれに対

して示す態度はむしろ否定的である｡なぜなら彼は､第二の航海が第一の航海

に劣っているのは､限定された意味でのことでしかないと考え､人間にとって

は第二の航海こそが最善の道であるとするからである｡また､ ｢『明確な知識』､

あるいは神的インスピレーション｣ (Robinson(1953),145)も､ (3)に含めるこ

とができるだろう｡

(119)ポリュビオスが､ 『歴史』第8巻36.6において｢第二の航海｣という表現

を用いるときも､より安全であるということが含意されている｡現存する古代

の文献に関するかぎり､ ｢第二の航海｣という表現が現われるのは､プラトン『パ

イドン』が最初である｡このことは､安全性という意味を込めてプラトンが使

いはじめたこの表現が､その後､一般の使用を通じて僅言として定着していく

なかで､より簡単に目標に到達する道との対比において｢次善の策｣という意

味合いを強く帯びるにいたったという可能性を示唆する｡

(120)この重要な論点はSedley教授の指摘に負うものである｡

(121) Cf. Robinson (1953), 143-4.
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(122)この箇所-の注意はSedley教授に負うo

(123)このミュートスを目的論的な宇宙論-の導入として読む解釈については､

sedley(1990), 359-83を参照o

(124) Goodrich (1903), 38l-2は､ 97B-99Cをそのような挿話として解するo

Murphy(1936),42n･ 1;内山(2004),100も参照o

(125)=ack forth(1955),52n･ 1が指摘するように､ソクラテスは67C3では､vux巾

(魂)を使うべきところで､その代わりにSldvola(思考)を用いさえしているo
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