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1

G・ファインは、プラトン『国家』の第五巻の終わりの箇所および第六、第七巻の

三つの比喩の箇所について、二世界説に関与するように見られているが、実際は関与

しないと論じた(1)。ここでの二世界説とは、感覚的なものについての知識はなく、イ

デアについての知識しかない、イデアについての思わくはなく、感覚的なものについ

ての思わくしかないという解釈である(2)。本稿は、第五巻終わりの箇所を題材に、フ

ァインの議論を手がかりにしながら、プラトンが、感覚的なものについての知識の可

能性をどのように考えていたかを考察するものである。

2

まず『国家』第五巻の終わりの箇所の議論の枠組みを確認しておくことにしたい。

471c 以降は、登場人物ソクラテスが、自分の語った国制が「誕生することの可能な

ものであること」そして「どのような仕方で可能であるかということ」(471c6-7）(3)

を説明するための議論である。その中で最初に、（Ⅰ）哲学者を規定することの必要

性が合意される(474b4-c4)。そして、（Ⅱ）哲学者と見物の愛好者の違いを明確にする

ための議論が行われる(475e3-476d6)。結論は次の通りである。哲学者は目覚めて生き

ており、知っていて、その精神(dianoia)は知恵である。他方見物の愛好者、技術の愛

好者、実践的な人々（政治家だろうか）は夢見ながら生きており、思わくしかしてお

らず、その精神は思わくである（476c1-3,c6,c7-d3,476d4-6）。さらに、（Ⅲ）思わくし

かしていないと結論した上記の人々からの反論を予想し、その人たちに実際そうなの

だと説得するための議論が行われる(476d7-480a13)(4)。結論は、その人たちは多くの

美しいもの、多くの正しいこと、等々しか認めず、それらは「思わくされうるもの」
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すなわちプラトンは、「何か」と呼ばれるような、あくまでも単一のものが「ある」

ことと「あらぬ」ことの両方を持つことがあるのかという可能性を問題にしているの

であり、多数の「ある」ものと多数の「あらぬ」ものとの集まりを問題にしているの

ではない。（478d5-7、e1-2も参照。）

 二つめは議論の構造にかかわる。ファインは文(1)の場合と違って文(2)がどこで述

べられているか明示しないが、おそらく 477a10-b2のことを念頭に置いているのだろ

う。しかしこの箇所は、出発点となる前提ではなく、これから何を論じなければなら

ないかを示した計画とみなすべきである。どのような計画であるかについては、改め

て以下の論述の中で示すことにしたい。

 ひとまずファインの第二の主張を取り上げる。プラトンは、力（能力、dynamis）

が、それらが何に配置されるかと、それらがどのような仕事をするかによって区別さ

れると論じる。すなわち力は同じものに配置されそして同じ仕事をするなら同じ力で

あるし、また力は別のものに配置されそして別の仕事をするなら別の力である。そう

してプラトンは、知と思わくは別の仕事をするから、それらは別の力であると推論し

（第一の推論）、さらにそのように知と思わくは別の力であるから、それらは別のも

のに配置されると推論する（第二の推論）。第一の推論は保証されるとして、もし知

および思わくの配置されるものを対象と解釈するなら、第二の推論は保証されないも

のになってしまう。畜産と食肉処理業は別の仕事をするが、しかしどちらも同じ対象

に配置される。そうした反例が考えられるからである。それに対し知および思わくの

配置されるものを内容と解釈するなら、第二の推論は保証される。まず知と思わくは、

知は誤らないが思わくは誤りうるという点で、別の仕事をする。するとそこから、知

と思わくは別の力だと推論できる（第一の推論）。さらにそのように知は誤らないが

思わくは誤りうるという点で知と思わくが別の力であるなら、知は真の命題だけから

成る集合に配置され、思わくは真の命題と偽の命題の両方から成る集合に配置されて

いると推論することができる（第二の推論）。これは保証される推論と言えるだろう。

このようにやはり「ある」は「真である」と解釈すべきだし、そのように解釈すると

二世界説を逃れることができる。以上がファインの言い分である(6)。

 このファインの主張について直接検討する代わりに、ファインの主張がかかわる箇

所(477b-478b)を含む、議論全体の流れを確認し、その中でファインとは異なる読みを

するべき部分についてコメントすることにしたい。
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にすぎないため、彼女らは思わくしかしておらず、「思わくを愛し求める人」に他な

らない、というもの。また、他方哲学者は美しさそのもの、正しさそのもの、等々を

認め、それらは「知られうるもの」だから、彼女らは知っており、「知を愛し求める

人（＝哲学者）」である、というものである(479d6-480a13)。

 さて、ファインが取り上げているのは（Ⅲ）の議論である。ファインは議論を八つ

のステップに分けたうえで、最初の二つのステップについて第一の主張を行う。

(1) 知は、あるものにかかわる。(Knowledge is set over what is.)

(2) 思わくは、ありそしてあらぬものにかかわる。(Belief is set over what is and is not.)

それら二つの文は、議論の出発点となる前提であり、したがっていま説得をしようと

している見物の愛好者にも受け入れ可能なものでなければならない。二つの文で用い

られている「ある」には、「存在する」の用法、「F である」の用法、「真である」の

用法などがあるが、存在の用法や述定の用法では、見物の愛好者に受け入れ可能な、

文の意味を構成できない。それに対して真理的用法でなら、受け入れ可能な、文の意

味を構成できる。

(1c) 知は、真であることにかかわる。

(2c) 思わくは、真でありそして真でないことにかかわる。

さらに、(1c)は知が真である命題（対象ではなく）にかかわると述べているにすぎず、

(2c)は思わくが真である命題と偽である命題の両方（やはり対象ではなく）にかかわ

ると述べているにすぎない。文(1)と文(2)がそのような意味で言われているなら、見

物の愛好者はそれらを受け入れるのに抵抗はないだろう。そしてまた、そのような意

味の文(1)、文(2)は、知識と思わくが同じ対象にかかわる可能性や、さらには同じ命

題にかかわる可能性さえ排除しない。二世界説は、ここまでで確認できた読みに合わ

ない。以上がファインの言い分である(5)。

しかしこの主張は同意しにくい。二点ある。まずたしかに、例えば「あるもの」(to 

on)という表現ならば、多数の「ある」ものを集合的に意味することができるだろう。

しかしファインが「ありそしてあらぬもの」(what is and is not)と呼ぶものをテキスト

の中に探すと、実際は次のような表現が用いられている。

「もし何かが、ありそしてあらぬという状態にあるなら、それは『純粋にあるもの』

とそして今度は『全くあらぬもの』との中間に置かれるのではないだろうか。」

(477a6-8)
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中間にあるだろう。」(478d1-4。引用ではなくまとめた。次の二つも同様。)

と言われ、そして何を論じなければならなかったかを確認する次の言葉、

「以前我々は言っていた、もし何か、いわば(8)同時にありそしてあらぬものが現わ

れるなら、そのようなものは純粋にあるものと全くあらぬものの中間に置かれると

いうことを、そしてまた知や無知がそれにかかわるのではなく、今後現われる、無

知と知の中間のものがそれにかかわるだろうということを。」(478d5-10)

を挟んで、改めて

 「今や、それらの中間に、我々が思わくと呼ぶものが現われた。」(478d11-12)

と結論される。こうして議論は計画通りに進んでいる。

 このようにこの箇所はあくまでも思わくが知と無知の中間にあることを論じよう

としているのだから、知と思わくの別、知られうるものと思わくされうるものの別の

問題だけに目を奪われないほうがいいだろう。

さてその次に、

（ⅳ）見物の愛好者が認める多くの美しいもの、多くの正しいこと、等々こそが、

「あることとあらぬことの両方を分け持つもの」(478e1-2)、あるいは「あることと

あらぬことの中間よりもっといい位置には置けないもの」(479c6-7)である

という論点が確立される（範囲は 478e1-479d5）(9)。この段階に至ってようやく「あ

りそしてあらぬという状態にあるもの」が実際に存在することが確認されるのである。

最後に、

（ⅴ）多くの美しいもの、多くの正しいこと、等々しか見ず、愛し求めない見物

の愛好者は、思わくしているにすぎず、思わくを愛し求める人に他ならない

(479d10-e4,480a6-7)

と結論される。見物の愛好者の愛し求めるものは、あることとあらぬことの中間に位

置づけられるものであり、したがって思わくされうるものにすぎないからである。ま

た対比して、美しさそのもの、正しさそのもの、等々を観てとり、愛し求める者たち

は、知っており、知を愛し求める人とされる(479e6-7,480a11-12)。以上が、（Ⅲ）の議

論の筋道である。

 それでは上で見た（ⅲ）の論点がどのような議論によって確立されるのか追いかけ

ながら、ファインの第二の主張にも簡単にコメントしていこう。まず、①知という
力と思わくという力は別であるとされる。理由は、知は誤らないが思わくは誤りうる
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3

先に（Ⅲ）と呼んだ部分（476d7-480a13）は以下に示す（ⅰ）～（ⅴ）に分けて考

えることができ、ファインの主張がかかわるのは（ⅲ）である。まずは（Ⅲ）の議論

全体の筋道を確認する。議論の目的は、見物の愛好者が（知っているのではなく）思

わくしているにすぎないことを示すことである。最初に、

（ⅰ）あるものが知られうるもの、あらぬものが知られえないものである (477a3-4)

ということが確認される。

続けて、

（ⅱ）もし何かが、ありそしてあらぬという状態にあるなら、それは、あるものと

あらぬものの中間に置かれる。そしてそのような中間のものに対して、知と無知の

中間の何かが探し求められねばならない (477a6-b3)

ということが合意される。これは、「あるものには知がかかわり、他方必然的に無知

はあらぬものにかかわるのだから」（477a10-11）という言葉が示すように、「ありそ

してあらぬという状態にあるもの」には、知と無知の中間のものがかかわるというこ

とを述べている。ただしここでは、まだ、「ありそしてあらぬという状態にあるもの」

が本当に存在するのかは確認されていないこととして扱われている（「もし～なら」）。

そのことは、「もし何かがちょうどそのようなものであるなら（＝あるものとあらぬ

ものの中間のもの）」(477b1-2)という付加の言葉によって念を押されている(7)。また

ここでは、まだ、知と無知の中間のものとは何であるかが明言されず、探求課題とさ

れている。このように、ここでの合意はこれから何を論じなければならないかを示す

計画を表わしている。その計画が遂行された後に、確認された「ありそしてあらぬと

いう状態にあるもの」に、探求された「知と無知の中間のもの」がかかわると言える

ことになるのである。

三番目に、

（ⅲ）思わくが、知と無知の中間にある

という論点が確立される（範囲は 477b4-478d12）。一連の議論を経て、

「思わくは、知と無知という両者の内側に置かれる。したがって思わくはそれらの
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るようにも見える。しかし次のように考えるべきだろう。⑥について。思わくがあ
るものを思わくしないことはすでに言われたし、あらぬものを思わくしないことも直

前で言われた。だから、⑥のポイントは｛￢A。￢B。したがって￢Aかつ￢B。｝の

ように連言を推論することにある。⑦について。思わくが知でないことはずいぶん
前に合意された。思わくが無知でないことは、おそらく常識に基づいて暗黙のうちに

合意されている。だから、やはり⑦のポイントは、思わくが無知でないしなおかつ
思わくが知でもないと連言を推論することにある。このように考えることによって、

次に、⑧思わくは、知と無知の外側にあるのではないとされ、そして次に、⑨思わ
くは、知と無知の内側にあるとされる、という過程がよく理解できるようになる。

（ⅲ）の論点を確立するためには、もっと簡単に、思わくは知とは別の力である、

また思わくは無知ではない（そもそも無知は力ではない）と言えばよかったのかもし

れない。しかし登場人物ソクラテスは、思わくは知のかかわる「あるもの」とは別の

ものを思わくし、また無知のかかわる「あらぬもの」を思わくしないということを併

せて論じた。それは、もしありそしてあらぬという状態にあるものが現われるなら、

そのようなものに思わくはかかわるだろうという主張を支持する議論を併せて行っ

ておきたかったからだろう。ところでファインは④だけで、思わくがありそしてあ
らぬものにかかわると結論できたとみなしているようであるが、本当は⑤（あるい
はむしろ④と⑤の連言）が必要であろう。
それでは最後に、ファインの第三の主張を簡単に検討したい。ファインは、「ある」

を真理的用法で読む解釈にとって一見脅威と見える箇所として 479aff.を挙げる。そこ

では、見物の愛好者の認める例えば多くの美しいものは、そのうちのどれも醜く現わ

れないことはないとされる。そのことから、それらの多くの美しいもの、等々こそが、

あることとあらぬことの中間に位置づけられるものだとされる。ところでこの箇所で

は、「ある」、「あらぬ」が「美しい（is beautiful）」、「美しくない（is not beautiful）」と

いうように、述定的に用いられている。ファインはこの難点を解決するために、この

箇所では「ある」の述定的用法と真理的用法が整合的に使い分けられていると主張す

る。多くの美しいもののそれぞれが醜くも現われるという主張の次に、「多くの Fで

あるものについての見物の愛好者の持つ信念（思わく）は、ありそしてあらぬ」

(479d2-4)と主張されており、この箇所では、見物の愛好者の信念には真のものもある

し、偽のものもある、というように真理的用法に戻っていると言うのである(12)。
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からである。ただしそれは、ファインの言うような、二つの力の成し遂げること（仕

事）の違いではない。対話の相手グラウコンは、ソクラテスが力についての規定

(477c6-d6)を持ち出す前から、「思わくは知とは他の力である」(477b6-7)と答えており、

そのときすでに不可謬性と可謬性のことを念頭に置いていたと考えられる。次に、

②知と思わくのそれぞれは、別のものに本来かかわり、何か別のことをすることが
できるとされる。これは、力の異同についての発言の前半「同じものに配置されそし

て同じことを成し遂げる力を、同じ力と呼ぶ」(477d3-4)があり、その対偶「同じ力で

ないなら、それらの力は別のものに配置されるか、または別のことを成し遂げる」に

基づき、さらにそれを強めたものと言える（別のものに配置されなおかつ別のことを

成し遂げる）。なぜそのように強めることができるのか、理由は明示されていないよ

うに思う。（見物の愛好者を相手とする議論では認められるが、哲学者を相手とする

議論では結論が変わってくることをほのめかしているのだろうか。哲学者なら、知と

思わくという別の力は、別のことを成し遂げるが、同じものにかかわることがあると

反論するというように。しかし確かなことは言えない。）次に、③知はあるものにか
かわるが、それは、あるものがどのような状態にあるかを知るためである、他方思わ

くは、思わくするためであるとされる。ここで言われる「知る」と「思わくする」が、

知と思わくがそれぞれ成し遂げることである(10)。根拠として 477c1-3、e3-4の表現を

挙げることができるだろう。そして次にこれまでの論点から、（知と思わくは別の力

である、別の力は別のものにかかわり、別のことをすることができる、そして知はあ

るものにかかわるのだから）④思わくは、あるものとは別のものにかかわるとされ
る。ファインは、この結論を導く推論を妥当なものと理解できるような解釈を目指し

た。他方で推論は妥当でないという指摘もある(11)。しかしそもそもこの箇所にそれほ

ど強い論理的厳密性を期待すべきではないのかもしれない。何より④は（ⅲ）の論
点を確立する途上に出てくるのであり、それだけを切り離して捉えるべきでないので

はないか。

先を見よう。次に、⑤だからと言って思わくが、あらぬものを思わくするわけで
もない、そしてあらぬものには無知が割り当てられるとされる。次に、したがって

⑥思わくはあるものも思わくしないし、あらぬものも思わくしないとされる。そし
て次に、したがって⑦思わくは無知でもないし、知でもないとされる。この⑥、⑦
がそれぞれ推論されていることに違和感があるかもしれない。事によると循環してい
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らかもしれない。すなわち、問題は判別の仕方にあって、それが感覚的なものである

ということにはないのかもしれない。それに対し、哲学者はどうだろうか。（Ⅱ）に、

「彼女たちとは反対に、何らかの美しさそのものと、かのものを分け持つものとを

観てとることができ、そして分け持つものを美しさそのものとみなしたり、美しさ

そのものを分け持つものとみなしたりすることのない人は、目覚めて生きているよ

うに思えるか、それとも夢見ながら生きているように思えるだろうか。」(476c7-d2)

という箇所がある。哲学者は、イデアと感覚的なものの両方を観てとり、それらを取

り違えることがない。彼女は、美しさそのものを参照し、どれが美しいか適切に判別

することができる。そのように判別された美しいものは、もちろん美しさそのものと

は別のものではあるが、美しくなく現われることがないと考えることはできないだろ

うか。もしそのように考えられるなら、それらの感覚的なものにも知が成立すること

になる。

それに似た考え方が『エウテュプロン』でも述べられている。

「その形相そのものが何であるかを私に教えてくれたまえ、それを注視し、それを

手本として用いながら、君や他の誰かが行うことの内で、そのような種類のものを

敬虔であると言い、そのような種類でないものをそうでないと言うために。」

(Evthyphro, 6e3-6)

ここでは、それぞれの行為が敬虔か敬虔でないかを適切に最終的に判別することが言

われていると考えられる。後になってそのような判別がひっくり返るとしたら、イデ

ア（形相）の定義を求める意味はないだろう。

 見物の愛好者は正当な根拠（イデア）とは別の基準に基づいて判別するため、彼女

が美しいと判別したものがたまたま実際に美しいものであったとしても、同じ規定に

属する別の事例が醜く現われることがある。あるいは、最初から誤って判別してしま

っていて、「美しい」と判別したものが、本当は「美しくない」ことに後になって気

づく。エウテュプロンの第二の答え「神々にとって愛しいものが敬虔である」は、彼

の特異な信念も併せて仮定すると、同じ行為が敬虔でも不敬虔でもあることになって

しまうという反論を受ける。ケパロスの話に含意されていた答え「正しさは、本当の

ことを言いそして預かったものを返すことである」も、同じ規定に属する一方の事例

は正しいが、もう一方の事例は正しくないという反論を受ける。それらの反論は、イ

デア（イデアの本質）とは別の基準に基づいて判別することからの一つの帰結を表わ
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 しかし（Ⅲ）の議論全体の筋道を思い出すなら、「もし何かが、ありそしてあらぬ

という状態にあるなら」と仮設的に述べられていたものは、それらの多くの美しいも

の、多くの正しいこと、等々への言及に至って、ようやく存在が確認されるのであり、

「ある」状態や「あらぬ」状態は、「Fである」こと、「Fであらぬ」こととして理解

すべきである。また479d2-4は正確には「美やその他のものについての多くの人の様々

な慣例(nomima)は、全くあらぬものと、純粋にあるものとの中間をさまよっている、

そのことを我々は発見した」であり、あるものとあらぬものの中間をさまようものと

は、信念（思わく）ではなく、見物の愛好者の慣例に合う物事のほうではないだろう

か。

4

 ここまでファインの主張を批判的に検討してきた。個々の読みには同意しにくいの

だが、ファインの問題意識は重要だと思う。『国家』は哲学者が統治すべきことを論

じようとする著作である。哲学者だけが知を持ち、知は善き統治のために必要である。

もしも哲学者の知がイデアだけに限定され、感覚的世界については思わくしか持てな

いのだとしたら、なぜ哲学者が統治に特別に適しているのか分からなくなる(13)。この

ファインの指摘は大いに説得力がある。

 ただし、ファインとは別の観点から、哲学者が感覚的なものについての知を持つと

いう可能性を探る必要がある。（Ⅰ）～（Ⅲ）の議論は、哲学者と見物の愛好者を区

別することに主眼があり、そのため哲学者だけがイデアを認め、見物の愛好者たちは

感覚的なものしか認められないという論点が強調される嫌いがある。だから、感覚的

なものについての知の可能性を直接支持する手掛かりを求めてもうまくいかないの

ではないか。

 感覚的なものについて知は成立しないと考えたくなる理由の一つは、見物の愛好者

の認める多くの美しいもの、多くの正しいこと、等々が、それぞれその反対のものに

も現われるということであろう。「F である」とも「F であらぬ」とも言えるなら、

どうして知が成立できようか。しかし見物の愛好者の認める、或る美しいものが美し

くなくも現われるのは、彼女がその美しいものを本当に適切には判別できなかったか
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 しかし（Ⅲ）の議論全体の筋道を思い出すなら、「もし何かが、ありそしてあらぬ
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4
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その解釈に沿って考えるなら、イデアの本質を理解するに至った哲学者は、それぞれ

の感覚的なもの（事物、行為、など）の中にそれらの本質が備わっているかどうかを

よく調べ、そこに例えば美しさという性質の本質が備わっていれば、そのものを「美

しい」と判別する。それが、その感覚的なものについての知となる。

 この考え方は、先の『エウテュプロン』からの引用(6e3-6)でも示されていると言え

る。ただし、そこで「手本」という語が用いられているため、その考え方に疑問を持

つ人がいるかもしれない。しかし次のように考えることができる。多数の既に為され

た敬虔な行為があり、哲学者はそれらに共通して備わる敬虔さという性質の本質を理

解するよう努める。そして理解に至れば、その本質を手本にして、これから為される

それぞれの行為に同じ本質が備わっているかをよく調べて、敬虔かどうかの判別をす

る。このように、性質、あるいは性質の本質も手本の役割を果たすことができる。

 それに対し、イデアを感覚的なものから離在する範型（手本）と考える場合、感覚

的なものについての知は成立すると言えるだろうか。イデアを理解するに至った哲学

者は、それぞれの感覚的なものがどれくらいイデアに似ているかをよく調べ、例えば

美のイデアにできる限り似たものを「美しい」と判別する。しかし彼女は、同時にそ

のものが美のイデアほどは「美しくない」と認めることにもなるだろう。この場合、

感覚的なものについての知は常に限定つきのものとなる。ただし『国家』には近似概

念を肯定的に捉えている箇所がある(472c1-2; 473a7-b1)。したがって、美のイデアに

できる限り似ているなら、その感覚的なものについて、「美しい」という知が成立す

ると言えるかもしれない。とは言え、度合いを認めてしまうと、七割ほど似ている場

合、六割ほど似ている場合、等々の判別をどのように考えるかという別の問題が生じ

るのではないか。それらはみな「美しくない」とするのか、それとも「美しくそして

美しくない」とすることになるのだろうか。

 ごく簡単な考察を行ったにすぎず、まだ決定的なことは言えないが、感覚的なもの

についての知という考えには、イデアを性質とする解釈のほうが、相性がいいように

見える。

6
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しているのかもしれない。

 ところで、見物の愛好者の認めるものには第二のグループがあり、それらの多くの

二倍のもの、多くの大きいもの、多くの軽いもの、等々にはそれぞれがその反対のも

のにも現われるという論点が、成立しないのではないかという批判がある(14)。我々は、

或る紐が二倍でも、半分でもあるという言い方はしない。必ず、その紐が何の二倍か、

何の半分かという言い方をする。例えば 2メートルの紐が 1メートルの紐の二倍の長

さだとか、4メートルの紐の半分の長さだとかというように。そしてそのような言い

方をしている限り、或る紐が同じものの二倍でもあるし、半分でもあるという事態に

は行き当らない。プラトンは、そうした関係の論理を正確に理解していないのではな

いか。

 しかし我々がそのような言い方ができるようになるまでには、「二倍」ということ

についてのそれなりの習熟が必要だったはずである。「二倍」が長さ、重さ、多さな

ど、様々なものについて言えるということ、そして目の前の二本の紐について、それ

ぞれの長さに注目することが、それぞれの太さ、色などに注目することとは別であり、

また左右などの位置関係に注目することとも別であるということを理解する必要が

ある。そうした習熟の前には、単一のものについて二倍と言ったり、またそれが半分

に現われたり、ということがあるのではないか。イデアには精通しやすいものと、精

通するまでに多くの困難を要するものがあるという見解がある(15)。その見解に従えば、

上で指摘されたような言い方ができるまでに習熟した我々大人は、むしろ、「二倍」

ということのイデアを認識した状態にあるのではないか。そして我々はその認識に基

づいて、感覚的なものについて、どの順序付きのペアが長さの点で二倍であるかの知

を持つことができていることになるのではないか。

5

感覚的なものについての知が可能だとして、具体的にはその知はどのようにして成

立すると言えるだろうか。イデアの解釈には、それを性質とするものと、それを範型

（手本）とするものがある。他でもなくファインは、イデアを感覚的なものに内在す

る性質（そして感覚的なものから独立に存在することもできる性質）だと考える(16)。
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 本稿は、『国家』第五巻の終わりの箇所に含まれる、（Ⅲ）の議論を（ⅰ）～（ⅴ）

に分析し、「ありそしてあらぬという状態にあるもの」の存在や「知と無知の中間の

もの」の正体はその後の議論の中で確認され、探求されるのであり、出発点として前

提されたのではないという読みを示した。そして見物の愛好者にとってと哲学者にと

ってとでは、「美しいもの」の外延、「正しいこと」の外延、等々が異なることを論じ、

ファインとは別の観点から感覚的なものについての知の可能性を擁護した。最後に感

覚的なものについての知という考えに合うイデアの解釈は何かを簡単に考察した。

 他方『国家』第六、第七巻の箇所については全く取り上げることができなかった。

またプラトンには倫理の主観主義や相対主義との対決というモチーフがあると思う。

感覚的なものについての知の可能性はそのモチーフと直結するはずだが、全く触れる

ことができなかった。さらに感覚的なものについての知という考えには、『饗宴』な

どの論述に基づく反論が予想されるが、扱うことができなかった。それらは今後の課

題としたい。
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