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テクネーと近代性の諸起源[訳注 1] 
 

スタンリー・ローゼン 
金澤 洋隆・下村 智典訳 

 
第１章 

 この小論において、私は近代という新たなる時代の発展におけるプラトン主

義の役割を提案をする。近代性の起源となる人物たち、例えばコペルニクス、

ケプラー、ガリレオ、そしてデカルトらが、プラトンの幾何学的宇宙論に影響

を受けたという主張を学術文献の中に見い出すことはかなり一般的になってい

る。上記の見解によれば、プラトンが『ティマイオス』において書き残した、

宇宙 cosmos は多種の純粋な幾何学図形から構成されているとする神話的記述

は、後期ルネサンスおよび初期近代が、哲学は数学という言語で自然という本

に書かれていると確信した基となっている。 
 ガリレオが述べるように、この言語は三角形や円、そしてその他の幾何学図

形などの性質 character によって構成されている 1。この記述や類似のテキストの

中にプラトン的形而上学が近代性の創始者たちに与えた影響を見て取る人々と

して、例えばエルンスト・カッシーラー、アレクサンドル・コイレ、そして E. 
A. バートがいる。その人々は、数学的存在論 mathematical ontology が持つ前提

に言及する目的で引用されたに過ぎない一節を取りあげる。その存在論的命題

は、スティルマン・ドレークや、より最近ではグレイ・ハットフィールドとい

った他の学者らによって問題視されてきた。 
 ドレークは、ガリレオの科学が哲学者たちに何ものをも負うていないと断言

する。曰く、「パドバでの初期数年に書き残したもの全てが示すのは、彼の興味

は哲学的な問いというよりは、技術的なそれに向けられていた」2。ガリレオが

ほのめかしているのは数学的存在論ではなく、科学知識のなすがままになる自

然物の諸性質であると、ハットフィールドは強く主張する。つまりは「数学は

言語である。宇宙のそれではなく、哲学の」3である。ハットフィールドは『太

陽黒点論』を引用することで、自身の解釈を補強する。その中でガリレオは

 
1この引用は『偽金鑑識官』からであり、この一節は次のものに掲載されている。Gray 
Hatfield, “Metaphysics and the New Science,” in Reappraisals of the Scientific Revolution, eds. D. 
Lindberg and R. Westman (Cambridge: Cambridge University of Press, 1960), p. 130. 
2 Stillman Drake, Galileo at Work (University of Chicago Press, Chicago: 1981), p. xxi. 
3 Hatfield, “Metaphysics and the New Science,” p. 130. 
 



スタンリー・ローゼン：テクネーと近代性の諸起源              『政治哲学』第 26 号 

70 
 

「本質を捨て、幾何学的性質に目を向けよ」4と我々に語っているのである。 
 学者の中に見られるこれら二つの立場の相違が示唆するのは、ガリレオは理

論的なプラトン主義者であったか、あるいは、たとえ哲学に興味を示したにせ

よ、プラトン主義的というよりもむしろ認識論的な立場から哲学に興味を持っ

た実践的技術者兼科学者であったか、ということである。この意見の相違は、

近代性の創始者たちすべてではないにせよ、そのほとんどに当てはまるほどに

一般化されるものかもしれない 5。言い換えれば、理論的なプラトン主義か、あ

るいは、見かけ上は非プラトン主義的に見える経験主義かであるが、後者は数

学的認識論 mathematical epistemology と結びついている。 
 私が提唱することは、この論争に決着を付けるものではない。そうではな

く、我々が近代性の諸起源を説明しようと試みる際の視野を広げることを目的

としている。つまり、以下のように言えよう。ガリレオとその他の近代性の創

始者たちが理論的なプラトン主義者であったにせよなかったにせよ、彼らが制

作 production [訳注 2]というものを強調したことが、プラトン的対話篇と全く矛盾

するものではないということである。もう少し精確に言えば、近代という新し

い時代が出現する背後で、技術 arts と科学を分類することに関するプラトンと

アリストテレスの違いが、ある役割を果たしているということを提唱したいの

である。 
 この考えは、アレクサンドル・コイレによって言明されたようなお決まりの

反論を否定するか、少なくとも修正するよう、私に仕向ける。その反論とは、

数理的な物理学はその始祖をプラトンに見出す一方で、物理学は直接的に経験

と感覚受容に基づいているという主張がアリストテレス的というものである 6。

もちろん私は、アリストテレスと科学的な経験主義の結びつきを否定すること

を提唱しているわけではない。ここで私を魅了する、プラトンとアリストテレ

スとの間にある違いは、自然科学における経験の役割に関するものではなく、

むしろ制作 production と実践 practice の結びつきに関するものである。 
 

第２章 
 プラトン的対話篇において通常我々は、技術と科学の分類点を、それらの点

が個別の人工物を制作する際に生じるかどうかという観点において見出す。算

 
4 ibid., p. 132. 
5 ハットフィールドは、ケプラーが理論的あるいは存在論的プラトン主義に動機付けられて

いることを認めている。この点に関しては先に引用したエッセイの 109 頁をみよ。 
6 アレクサンドル・コイレによる以下のものをみよ。Metaphysics and Measurement: Essays in 
Scientific Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 1968), pp. 13-15. 
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術や幾何学といった諸科学はいかなるものも生み出さず、ただ数学的存在の性

質を発見するに過ぎない。プラトンの術語に従って、それらを理論的あるいは

「習得的」科学と呼ぶとしよう。知識の他のあり方は、大工仕事や靴作りのよ

うな技術の場合と同じように、人工物の制作へと通じるものである。プラトン

はその知識を「制作的 productive」なるテクナイ（technai）[訳注 3]と呼ぶ。 
 理論と制作のこの区別から明らかなように、プラトンの対話篇は実践的な技

術および科学というもう一つのグループを前景化させない。プラトンは倫理学

と政治学を、理論的でも制作的でもない別個のまとまりとして類別化しないの

である。厳密に言えば、『国家』からも明らかなように、プラトンにおいては倫

理的徳なるものは存在しない。私はここで、極めて重要な一節を二つだけ引用

することにする。 
 第 6 巻 500d の 4 行から 8 行において、ソクラテスは、哲学者は自分自身だけ

でなく「節制と正義、そして民衆的徳の全て」をイデアの模倣として「つくる 
make」あるいは「形作る fashion」（plattein）と述べている。または、第 7 巻

518d の 9 行以下において、彼は、一つの例外を除いて徳と呼ばれるものが魂よ

りも肉体に近いものであり、慣習や訓練（ethesi kai askēsesin）によって生み出

されることを説明している。その例外とはフロネーシス（phronēsis）すなわち

知性 intelligence の徳であり、それは、全ての徳の中で最も神聖なものである。 
 本物の、すなわち哲学的な徳と、民衆的な、すなわち粗野な徳との間にある

違いは、知性と、アリストテレスが倫理的あるいは実践的徳と呼ぶところのも

のとの違いに等しい。プラトンは哲学レベルにおいて、理論的知性と実践的知

性とのあいだに何ら区別を設けない。その代わりに、彼は知性の理論的使用と

制作的使用との間に区別を設けるのである。この相違点に照らせば、政治学は

純粋に理論的な技術というよりはむしろ制作的な技術なのである。 
 プラトン的テキストに潜む曖昧さを捉えるために、政治が「純粋」に理論的

ではないと私はいつも言うのである。この曖昧さは『政治家』における対話を

参照することで例示されるであろう。この対話の主たる代弁者、すなわち、か

のエリア学派の異邦人は長くそして極端に込み入った議論に携わっており、そ

れは不明瞭な区分に満ち、それと同じくらい不明瞭な神話を含んでいる。そし

てその結論は、政治を理論的かつ制作的なものとして扱え、と言うものであ

る。科学と技術という先の区別は実践的なものと霊知的 gnostic なものの間にあ

る。霊知的な「テクナイ（techanai）」は「プラクシス（praxis）」を剥ぎ取られ

たものであり、そしてそれは「プラグマタ（puragmata）」も「エルガ（erga）」
も、すなわち事物も行為も、何物をも生み出さない。大工や手工芸といった実
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践的な「テクナイ（techanai）」は以前において存在しなかった事物を仕上げる

のに役立つのである（258d4-e7）。 
 今や次の問いが持ち上がる。プラトンはどこに政治を分類したのであろう

か。『政治家』での表向きの文節に従えば、異邦人が初めに、純粋に仕切られる

ことで生じる区分のうちに政治を置き（260b3）、そして後にエピタクティック

（epitactic）な下位区分の中へ（292b9）、すなわち建築物のような、ある秩序の

もとに命令し配置する技術（292b2）の中へと政治を置くことで自己矛盾をきた

すにも拘らず、政治は霊知的な区分の中に置かれているのである。 
 建築術のような命令の技術は、それ自体として何も生み出さず produce 、むし

ろ制作のための秩序を与えるのである。政治とはそのような技術であり、それ

ゆえに理論と制作との交差領域と呼ぶところのよい例となる。しかしそれは、

最初にアリストテレスが実践と呼んだものでは全くない。このことが機織りの

技術がなぜ政治家の技術の枠組みとして中心的な役割を果たすかの理由である

（例えば 305e2ff.を見よ）。だが機織りは制作的な技術であって理論的なもので

はない。もちろん機織りを「フロネーシス（phronesis）」に役立つものと我々は

言うことができるであろう。というのもそれは、王侯の技術、つまりより一層

優れた政治的な技術と同一視されるからである（293c5ff.）。しかし特筆すべき

ことは、先ほどの対話の結論的要約が、「総合科学 the synthetic sciences」と、そ

の「プラグマータ（pragmata）」、すなわち実践的制作物 practical productions につ

いて我々は言及している、と主張することから始まるのである（308b10ff.）。 
 勿論、これら実践的な制作物とは都市とその市民の両者である。政治家が都

市という織物を編むに用いた原料は人間存在である（308d1）。それは専ら政治

家や善き立法者に属する。彼らは王侯的技術の女神の代わりに活動し、多様な

自然本性 nature [訳注 4]を持つ市民が正しく混ざり合っている魂の内に、真なる譩

見を「生み出す（empoiein）」。そしてこれは、哲学と政治の関係を述べたプラ

トンの最も有名で包括的な議論すなわち『国家』、の教義でもある。 
 『国家』における哲学的政治の制作的な自然本性を、詳細な引用でもって例

証することまではやめておこう。このことは別のところですでに行なっており
7、ここでは私は次の一般的な言及をするに留めよう。すなわち『国家』におい

てソクラテスは通常、哲人王の活動のあり方を、詩的あるいは創造主的 
demiurgic なものとして言及している（例えば、第 3 巻 394b9 から c1 をみよ。都

市の自由を創造する存在であることに守護者を限定している）。政治の制作的自

 
7 次の拙書の特に第一章と三章をみよ。The Quarrel between Philosophy and Poetry (New York: 
Routledge, 1988). 
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然本性は人間の魂の病いに従いもする（『ゴルギアス』505a6ff.）。すなわち、気

概や知性は欲望の自然本性によって支配されるのであり、『国家』における用語

を用いれば、それは哲学のもつ医術によって正されなければならないのである
8。都市、さらに言えば特に健康な都市は、自然には存在しない。それは機織り

と医術を含んだ枠組みを持つ理論的制作的技術によって生み出されなければな

らないのである。 
 真の政治家は直接は生み出しはしないのだが、（『国家』において示されてい

るように）法律や慣習を打ち立てるか、あるいは（『政治家』において示されて

いるように）徳ある市民の都市を生み出すことが可能であるような人々を統治

するかのいずれかによって、間接的に生み出すのである。なぜ都市を生み出す

必要があるのかというのは、人は生まれながらにして欠けており、そして病ん

でさえいるが、この欠陥や病いは人間存在を織り合わせる技術によって治癒、

さもなければ自制されうるのである。そして人間が元来もつ違いは、外套や毛

布、その他の織物の縦糸と横糸に相当するものである。 
 『政治家』において、理論的制作がなされるのは、宇宙 cosmos の支配のため

ではなく、むしろ人間存在のセラピー（セラペイア（therapeia））やケア（エピ

メレイア（epimeleia））のためである。このケアは、機織りの枠組みによって、

とりわけ、自然の厳しさから身を守るために羊毛を多種多様な防護材や衣服に

織り上げることによって、例証される（279c7）。要するにこうである。政治学

は、自然本性を正したり、人間存在を保護するために自然 nature を人工物で補

ったりする、理論的制作的技術である。政治学とは、制作的でありかつ防御的

なのである。ここで私は、政治学的な点で古代人と近代人のあいだにある、基

本的な違いを表現することができる。古代人は自然に対する防壁物として道具

を組み立てる。それに対して、近代人は最良の防御は強力な攻撃であるという

理論に賛同するのである。 
 とはいえ、私は、数学、物理学、工学およびその他の自然科学における抜本

的な新発見の重要性を見過ごしたり過小評価したりしようとする意図はまった

くない。しかし、たとえこれらの発見すべてが、より一般的な哲学的反省とは

独立になされたとしても — 私はそうは思わないのだが — 、それらの発見を人

間の安全や快適さの増進のために利用し、さらにより根本的なこととして、人

類を自然の支配者や所有者にさせようと目論む整序化された計画が、その用語

の包括的な意味において、政治的であるということはやはり真実なのである。 

 
8 『ソフィスト』228a4ff.における醜さと病気についての議論を、『ゴルギアス』464d2ff.およ

び 500e4ff.における哲学と医術の比較をともに参照せよ。 
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 この点に関して、実践的なるものの独立した緩衝地帯の不在と同様、プラト

ンにおける理論と制作の不完全な分離は、近代革命の根本的な枠組みを考えて

みるのを容易にしてくれると思われるかもしれない。すなわちその近代革命と

は、自然の道具的な支配を通じて人間の生を改変するという人間の意志によっ

て始められた、理論的に統合された計画のことである。これは、実践とは独立

したものとしての理論の哲学、および、制作から独立したものとしての理論と

実践の哲学というアリストテレス的な枠組みよりも、理論と実践制作との統一

としての哲学というプラトン的な枠組みにはるかに近いものであるが、それは

哲学者の預言的で立法的な活動において頂点に達する。 
 近代という時代は、アリストテレス的な理論から、実践と切り離されるとい

う意味においてアリストテレス的なものと同等であるところの制作なるものへ

の移行において、その起源を有するのではない。近代性は、技術と科学のアリ

ストテレス的三分割からプラトン的モデルを改訂したものへの移行に、その起

源を有すると言ったほうが精確かもしれない。そのモデルとは、知ることと作

ることの間にある根本的な違いにも拘らず、理論と行為と制作とを区別する線

がもつれて曖昧になっている、というものである。これらの線のもつれた状態

は、したがって、近代という時代において、理論が実践制作へ結果的に同化す

ることに対する真のプラトン的前提を構成するものである。 
 強調しておきたいことは、私がプラトンを近代的なものに作り変えるという

時代錯誤的な作業を試みているわけでもなく、またプラトン的テオリア

（theoria）と近代的な構成理論とのあいだにある違いを忘れてしまったわけで

もないということである。私の提案は、近代性の起源についての議論が行われ

る用語の範囲を拡張するという意図によるものである。近年は批判にさらされ

ているとはいえ、近代性の起源をプラトンの数学的テオリアの復興として提示

することは、これまで支持を集めてきた。私はこの主張について現状のまま保

留にしておくが、その代わりに、初期の近代性により深く影響を及ぼしたプラ

トニズムとは、実践制作的なものであるということを提案する。 
 この提案を鮮明にし明確にする取り組みとして、いまいちど『国家』を参照

させてもらいたい。第 10 巻において、ソクラテスは、他のすべての技術に関す

る三つのテクナイ（technai）が存在することをみて取る。すなわち、用いるこ

と、作ること、模倣すること、である。これらの三つのうちで、自然本性的に

作られたり存在したりするすべてのものの卓越性、美しさ、適切性を決定づけ

るのは、それを用いる者のテクネー（technē）である（601d1ff.）。その用いる者

とはむろん人間であり、役に立つということは人間の意図に関係する。そして
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その意図というのは、たとえ事物の数学的あるいは直感像的（eidetic）な諸構

造に条件づけられているにせよ、それらからは独立したものである。 
 作ることと模倣することを有用性に従わせることが、制作と実践を結合させ

ることの核心である。プラトンにおいては、人間の意図が事物の自然本性に従

うとともに、人間の自然本性にも従うということが真実であることに疑いはな

い。しかしこれは、そのこと自体において、プラトン主義と近代性の間にある

違いを構成するものではない。形式と本質が数学に従い、数学が人間の意志に

従うことがプラトン主義者の前提を瓦解させるのには、数世紀の時間を要する

だろう。それは科学が、自然の秩序をつくるというよりもむしろ発見するとい

う、近代の創始者たちによる前提である。 
 私が考えるに、この過程における決定的な段階の一つは幸福をいかに理解す

るかについての変位である。ここでやはり、プラトン主義が根底的な影響を与

えていると私はみて取りたいのである。アリストテレスによれば、理論と実践

は異なる意味を持つにせよ、幸福は理論的な人間だけでなく実践的な人間にお

いても可能である。プラトンにおいては、幸福の可能性はより一層曖昧であ

る。理論的な徳から離れて倫理的もしくは実践的な徳はないのであるから、仮

に幸福が完璧というもの、すなわち徳の所有に依存するのであれば、非哲学者

の幸福はせいぜい見せかけのものとなるに違いない。人はこれが哲学者による

統治によって保証されたものであると反対するかもしれないが、この統治はも

し起こるにせよ、『国家』の中で打ち立てられた言説の美しい都市の中でのみ生

じるのであり、そしてこの都市の可能性は、控えめに言っても、疑わしいもの

である。 
 哲学者自身に関して言えば、完璧ではない都市の中では彼もまた真に幸福と

なり得ないと疑う十分な理由がある。というのも、そのような幸福が手に入る

限りにおいて、それは政治的なあるいは共同体的な存在から徹底的に離れるこ

と、そうすることで永遠なる形式を純粋に知的に熟考することに没入するこ

と、に関わっているように思われる。結局のところ、プラトン的対話篇は人間

的生は不幸であるという教義に傾いていると人は言うに違いない。欲求がもた

らす病いや落ち着かなさは善を知覚することのみに従う。あるいはまた、理性

の持つ善性を知覚することのみに従うと、人は言い表すかもしれない。 
 理性が善から離れる場合、それは数学という唯一の枠組みへの非プラトン的

依存の影響下にある初期近代性で生じるのと同様、欲求はもはや理性的な制約

を受けなくなる。幾何学的な構造と代数学的な比率は、節制あるいは理性の高

貴さという価値を含まない。幾何学的、代数学的な秩序を支配し、その結果、
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それを変えようとする欲求など言うに及ばず、あらゆる欲求を制約するいかな

る理性ももはや存在しないのである。従って幸福とは欲求を満足させることと

再解釈され、満足は未来へと移される。レオ・シュトラウスがかつてジョン・

ロックの人間の教義について述べたように、人生とは悦びへの悦びなき探求で

ある。これに私が付け加えるとするならば、次のようになるだろう。プラトン

になんと危ういほどに近いことか！ 
 

第３章 
  プラトン主義の理論制作的次元が近代性の起源において重要な役割を果たし

てきたという私の考えをここまで概略的な形で素描した。次に私はそこから導

かれる命題、すなわち、テクネー (technē) の終わりなき完全性という近代の視

点は古代人も同様に接近可能であったという命題に移ることにする。プラトン

的対話篇の中で、それが制作的であれ模倣的であれ、テクネー（technē) は一方

で人間の意図に、他方でフロネーシス（phronēsis）つまり健全な判断に従属す

る。これはテクネー（technē）がイデアに従属するという主張とはかなり異なっ

ており、そして事実、プラトン的対話篇の中でそのような主張が生じていない

ことを私は承知している。 
 イデアは哲学的エロスのテロス（telos）として、あるいは他の定式化をすれ

ば、純粋に理論的な認識のテロスとして役立つ。イデアは何が本当に知られて

いるのか、したがって知り得るものとは何かを決定づけると言われるかもしれ

ないが、我々が何をなすべきで、何を作るべきかを直接的に決定づけるもので

はない。この決定は哲学王による調停に全く委ねられており、それゆえに実践

的制作的卓越よりもむしろ理論的な卓越性に委ねられているのである。 
 さらに言えば、仮にイデアをみることができない人々を秩序的で節制ある共

同体の中に保護しようとするならば、純粋形式を直接的に把握することではな

く、むしろ、人間がどう生きるべきかについて知的に判断することこそが、哲

学者の政治的行為を導くのである。そのような共同体の卓越性に関しては、つ

まるところ、その共同体の中で哲学的生がどれほど起こり得るかの度合いによ

って決まる。我々がすでに述べてきたように、非哲学的つまり民衆的な正義は

肉体に関わるのであり、魂にではない。魂に関して、正義はフロネーシス

（phronēsis）つまり知性と同等なのであるが、それと同じ用語は『政治家』の

中で見出され、王侯の技術の完全な形式を指し示している。 
 だとすれば、プラトンにとって人間存在の最高型である哲学者の意図が、技

術と科学のすべての方向性を決めるべきものであるということになる。この方

向づけは、イデアの光のもとにあるべきである。すなわちそれは、ソクラテス



スタンリー・ローゼン：テクネーと近代性の諸起源              『政治哲学』第 26 号 

77 
 

が最高のイデアの光と呼ぶものであり、イデアの原理であり、善である 
(518d9ff.)。さまざまな種類の存在が持つひとつの形式という意味において、善

はそれ自体、ひとつのイデアではない。そうではなく、ソクラテスは善を、地

上の表面にあるすべてのものを照らし、そのことによって、それらを目に見え

るようにし、成長をもたらしもする太陽になぞらえている。 
 存在性の原理としての善の存在論的機能と我々が呼びうるもの、すなわちウ

ーシア（ousia）に加えて、善が政治的あるいは倫理的役割を果たすということ

を示すのは容易なことではないかもしれない。可能な限りはっきりと述べるな

ら、善は我々になすべきことを教えない。それが為すことは、我々が、すなわ

ち、まず初めに我々の中にいる哲学者たちが、エロスによって導かれるイデア

を照らし出すことである。あらゆる観点からして、以下の結論に至ると私は思

う。それは、プラトンの分析では、人間の活動のあり方は哲学者によって統御

されなければならないのだが、その哲学者もまた彼の意図において知恵を愛す

ることによって導かれているのである。哲学者は、彼の意図において哲学によ

って導かれているのである。 
 テクネー（technē）の件に話を戻すと、それが哲学者によって統御されるべき

であるという意味において理解するのは難しいことではない。例えば、『国家』

においては、テクネー（technē）は、哲学者による統治を維持するために統御さ

れるものであり、それゆえに、都市が公正（just）となるためには必要とされる

ものである。しかし、なぜ我々は公正な都市というものを必要とするのだろう

か。幸福になるために、それは従って、よく統御された魂に委ねられることに

なる。そしてこの魂は、哲学者が王となり、そして王が哲学者になる場合にの

み獲得されうるのである。 ` 
 厳密に言って、哲学の同義語としてのそれを除けば、正義（justice）がプラト

ンにとってそれ自体で善なるモノ、というのは誤りである。最大限主張しうる

だろうことは、幸福や至福というのはそれ自体において善なるモノであり、そ

れは我々に公正であることを要求する。このことは哲学と幸福は同義である、

より厳密に言えば、それらは完璧な哲学者を存在ならしめる都市において同義

となる、ということに等しい。 
 実際の、つまりは、歴史上の都市において、テクネー（technē）の進歩を制限

する理由はそれほど強制力のあるものではない。このことによって私は、プラ

トンが、彼の平時（ordinary）の政治的教説の原則として、無制限の技術的進歩

に賛同していたということを言いたいわけではない。彼は他の多くの点と同じ

ように、この点においても極めて保守的であったということに疑いはない。し
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かし、もし哲学者が統治しないのであれば、都市はいわば、歴史から離れたも

のになり得ない。すでに述べたように、すべての実際の都市において哲学者が

手に入れることのできる幸福とは、完全に私的なものとならざるを得ない。 
 このことはプラトンの対話篇における政治への並外れた強調と相反するもの

ではない。それが強調される理由とは、つまるころ、哲学と政治とのあいだに

ある対立、すなわち、幸福の哲学的概念と非哲学的概念とのあいだにある克服

しえない対立に起因する。我々の自然本性についてのプラトンの理解を考え合

わせると、幸福というものが、哲学的な人間であろうとなかろうと、どのよう

な種類の人間にも手に入りうるものであるかどうかを我々に疑わせるものこ

そ、この対立に他ならないのである。 
 それゆえにソクラテスの会話に耳を傾けたり、幾分かのちにプラトン的対話

篇に目を通せば、人間の幸福はいうまでもなく、人間的によく存在すること

（well-being）に哲学は無関係であるとの感情は捨て去られるかもしれない。そ

してこの疑問はテクネー（technē）への問いを全く異なる光の中に置く。いやむ

しろ、その光がトゥキュディデスの『ペロポネソス戦争の歴史』のページに向

けられる時、我々は平時（ordinary）の政治的経験の光の方へと立ち戻らされる

のだ。 
 トゥキュディデスは彼の偉大なる問いのなかで、哲学に関しては沈黙してい

る。だが、ペリクレスの演説において、その言葉はたった一度だけ現れるので

あり、そこにおいて哲学という言葉はプラトン的な意味ではなくパイデイア

（paideia）、すなわち音楽や言葉の教養のようなものを意味している。仮に人間

的生についての基本的な事実が戦争であるとするならば、テクネー（technē）の

発展を制限することは不可能である。この問題は『国家』においてソクラテス

によって議論されていない。つまりは、守護者の決定的な役割にも拘らず、今

日「国際関係」と呼ばれるものを合わせることで、戦争はたとえ完全に避けら

れないとしても、限定的されうるだろうという印象を我々は受ける。 
 トゥキュディデスは第 1 巻 71 章 3 節の中で我々に実際の政治的状況を提示す

る。その文脈は、戦争が勃発する前段階においてスパルタの権力者たちの前で

コリントスとアテナイの代表者たちが議論する、というものである。コリント

ス人はアテナイ人の大胆で革新的な自然本性とラケダイモン人のゆっくりし

た、注意深く、過剰なほどに伝統的な自然本性とを対比させ、政治的変化の必

要性が技術革新を要求するのだと警告する。政治においては「まさにテクネー

（technē）におけるのと同じく、次にやってくるものを常に支配する」ことが必

要なのである。 
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 だとすれば、プラトンというよりむしろトゥキュディデスこそが、テクネー

（technē）の近代的解放の古典的源流を我々に教えてくれていると言うべきでは

ないだろうか。おそらくそうなのである。しかし、これは私の独自のテーゼを

導くものであって、それに矛盾するものではない。私が提案したかったこと

は、プラトンがテクネー（technē）を解放するのではなく、実際は、彼が理論的

テクナイ（technai）と実践制作的テクナイ（technai）とのあいだを、そうした

と思われているほどには明確に区別していないというものなのである。トゥキ

ュディデス的なリアリズムがプラトン的な狂気に勝利を収めるやいなや、かた

や理論から政治を、かたや制作から政治を分割する線をプラトン自身が曖昧に

させていたことが、リアリズムを包括的企図へと関連付けることへの哲学的基

礎として機能してしまう。その企図においては政治学と哲学が、実験科学と数

理科学によって結び付いてしまうのである。 
 私が理解しているように、先に引用した一節においてトゥキュディデスが表

現しているのは、政治を哲学の下位に置こうとするプラトンの試みによって仄

めかされていたり暗黙裡に与えられていたりするものなのだが、トゥキュディ

デスの立場に立てば、それは不可能な試みであり、そもそも考慮に値するもの

ですらないのである。彼は知性によって欲望を制御する可能性を知らずして除

外しているわけである。とはいえ、彼の個人的な政治的選好が保守的であるか

進歩的であるかにかかわらず、テクネー（technē）が政治的支配の下に置かれる

ことは、愚かなこととして退けられなければならない。政治が制作的技術であ

るというプラトン的見解がこれに加わると、少なくとも部分的には、近代性の

到来を準備してしまうのである。 
 私がプラトン主義のトゥキュディデス的屈折と呼ぶものを考え合わせれば、

想像上の公国へと向けられていた哲学者の意図は、自然本性から来る戦争にお

いて人類を守るという実際的作業へと向けかえられる。別言すれば、自然本性

とは戦争であり、平和ではない。存在論的用語においては、自然本性の数学的

構造は、快適な安全を追究する人類の意志の下位に置かれる。倫理学は生理学

に取って代わられ、幸福は欲望を満足させる終わりなき努力へと道を譲るので

ある。 
 生が基本的に戦争であるという考えと、政治を制作的テクネー（technē）とす

るプラトン的理解とが結合すると、人間は自らの運命の主人である、あるい

は、主人になるかもしれないという決定的に近代的な概念を生み出すのであ

る。この概念化を例証するための極めて重要なテキストとして私が挙げるの

が、マキャベリの『君主論』からのよく知られた一節である。曰く、「丁寧であ
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るよりも衝動的である方が好ましい。というのも、運命とは女性であり、もし

彼女を黙らそうと望むならば、叩いたりぶったりすることが必要だからであ

る。彼女は、冷静に促す人よりも、そのような男たちによって支配されること

に身を委ねることは明らかである。それゆえに、女性と同じく、運命は常に若

者の友である。なぜなら、彼らは注意に欠け、より荒っぽいのであり、より大

胆に運命に命令するからである」9 [訳注 5]。 
 マキャベリはここで政治について話しているのであって、自然科学について

ではない。しかし私が言いたいことは、まさに、自然科学の分野の中で見出さ

れるテクネー（technē）という制作モデルが拡張してしまう理由となる政治的前

提や文脈は存在する、ということなのである。より精確には、技術的制作の政

治的かつ科学的意義がお互いを改変し刺激し合い、大変革 revolution という包括

的な哲学的企図の発展が導かれると言った方がよいかもしれない。その大変革

とは、理論的、実践的、制作的、のいずれとしてももはや定義できないもので

ある。なぜならそれは、それら三つが一つとなって生じるものだからである。 
 このマキャベリからの引用は、デカルトの『情念論』とともに読まれるべき

ものであるが、こう言って良ければ、そこで倫理学と政治学は生理学を媒介に

して自然科学と結びついている。デカルトは強靭すなわち偉大な魂（古代人が

「メガロサイキア（megalopsychia）」と呼び、デカルトが「高邁 générosité」と

再解釈するもの）を有する人間に、神の摂理は自然の秩序に等しいと考えるこ

とによって運命を信ずることをやめよ、と指示するのである 10。この秩序は、

人間の知性にとって必要であり、かつ利用可能なものとなる。自然の秩序それ

自体を変えることはできないのであるが、人間存在の質を保護し改善するであ

ろう補助的な構成物のための基礎として機能するかもしれないという意味にお

いてその秩序を理解し得るのであり、そうすることで、それを支配し得るので

ある。 
 ゆえにデカルトにおいては、「数学的存在論」は存在しないのである。という

のも数学とは、その哲学者の意図を推し進めるために、人類によって構成され

た言語だからである。そして『ティマイオス』でプラトンが考えていた幾何学

的宇宙論から数学的存在論を引き出すことは、プラトンの思考を歪めるもので

もあるだろう。同時にプラトン的イデアが卓越性のヒエラルキー、すなわちニ

ーチェが「位階 Rangordung」と呼んだものに従って配置されているという命題

の根拠となる説得的な証拠を、私はプラトン的対話篇の中に見た覚えはない。

 
9 Il principe, in Il principe e Discorsi (Milan: Feltrinelli, 1960), p. 101.  
10 Les passions de l’ȃme, ed. G. Rodis-Lewis (Paris: J. Vrin, 1955), p. 170. 
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プラトン的イデアについての様々な説明を目的論の教義と結びつける明白な意

味などない。それどころか逆に、宇宙の中にある卓越性の秩序はたいていプラ

トンの代弁者によって、宇宙を秩序づけ配慮を施す、ゼウスを頂点に序列化さ

れたオリュンポスの神々のエピメレイア（epimeleia）へと帰されてしまうので

ある 11。 
 このように帰すことは、以下のことを意味することとなる。すなわち、どの

ような活動が哲学者の関心に最も役立つかについて、エロスはイデアに向けら

れているにも拘らず、哲学者による意図が直接イデアによって定まるのではな

く、哲学者のフロネーシス（phronēsis）すなわち判断によって決まってしまう

のである。このような見方は自然の秩序を尊重しているとはいえ、アリストテ

レスの目的論よりも、自然の目的の規制から思考を解放させるという近代的な

教義に一層近づく。プラトン的イデアを『ティマイオス』で提示されている幾

何学的構造、より根本的に言えば、近代数学の記号存在にただすり替えるだけ

で、真実への欲望を満たしてくれるであろうと自らが信じることはどんなこと

でも思いのままにやってしまう数理物理学者へと、哲学者は変貌してしまうの

である。そしてこれが、欲望を満足させる欲望からの離脱への一歩なのであ

る。 
 『政治学』からの以下の引用を考えることで、この点においてアリストテレ

スは近代性にそれほど接近してはいないと言い得るかもしれない。第一巻の

1257 章 b25 節以降にて、アリストテレス曰く、「医術は際限なく健康を追い求

め、もろもろの技術は際限ない方法でその目的を追い求める（というのも、そ

れらは最大限に可能な程度においてこれを達成しようと望むからである）。しか

し、目的に関して、それらは際限のない方法で進むわけではない（というのも

目的とは全ての技術の限界であるからである）。」 
 言い換えると、テクネー（technē）はその目的を達成する手段を発達させたり

完成させたりすることに関して、固有の限界を持たない。このことは特に戦争

の場合において明白である。そこでは、兵器類が発達する各段階で、敵対勢力

はその兵器類に匹敵したり凌駕したりするように強いられる。しかしアリスト

テレスによれば、テクネー（technē）の進歩に対する外的限界、すなわちそれが

向かう目的がある。平和は戦争の自然な限界であるし、そして健康は医療の自

然な限界である。この議論はどこに帰結するのか。技術の終わりなき完成化が

常に不変な目的や限界に役立つという名ばかりのお墨付きを得ると、この完成

化に許可が与えられるように思われる。 

 
11 例えば、『パイドロス』246d6ff.をみよ。また『政治家』271c3ff.も同じくみよ。 
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 これはいくつかの理由で脆弱な主張である。仮に技術的な進歩が無限に続く

ことが許されるのであれば、当然分かるように、解釈が無限に続けられること

によって、目的それ自体が解体される時が来るであろう。加えて、兵器類が発

展する中で見られる進歩は、一つの戦争の集結と共に一時的な終わりを迎える

かもしれない。だが、見せかけの平和の間に進められる密かな研究は言うに及

ばず、新しい武力衝突が勃発するとともにその進歩は再び始まるのである。そ

して類似の議論は医療の場合においても成り立つだろう。全ての実践的な目標

にとってこれが意味するのは、目的とは技術的な進歩を制限するためにではな

く、せいぜいそれがいずれのタイプの進歩であるかと特定することに役立つと

いうことである。これもまた当然ながら、これらのタイプは区別することがそ

れほど容易ではない。なぜなら、健康のテロス[訳注 6]に向かうという見解に基

づいては、医学研究と軍事研究との間にきれいに線を引くことはできないから

である。 
 たとえアリストテレス本人によるものでないにせよ、近代性の起源により一

致するアリストテレス学派によって書かれたテキストの例として、私たちは通

常、アリストテレスの後のペリパトス派による作品であるとされている「機械

学（Mēchanika）」と呼ばれる論文の出だし数行を引用することができるだろ

う。このテキストは「我々がその原因について知ることのない、自然と調和し

て起こる驚くべき出来事と、死すべき者の利益のためのテクネー（technē）を通

じて生じる、自然に反して起こる驚くべき出来事」とのあいだに区別を設ける

ことによって始まる。「というのも、多くの場合、自然は我々の利益に反するも

のを作るからである。すなわち、自然は常に同じように、かつ、単純に働くの

に対して、有益なものというのはしばしば変化するからである 」。 
 これは精神において並外れて近代的である。その著者は続けて、我々が自然

に反して活動することを可能にしてくれる「デバイス（メーカネー）

（mēchanē））」を制作するためには、我々はテクネー（technē）に頼らなければ

ならない、と言う。「というのも、詩人アンティポンが記したとおり、そしてそ

れが真実であるとおり、「我々は、自然によって我々が征服されている状況をテ

クネー（technē）によって支配しなければならない」からである」（847a11-21）
12。それが我々に思い起こさせてくれるのは、ベーコン的大刷新のデカルト的

急進化、すなわち、人間を自然の支配者かつ所有者にするような力を持たせる

ひとつの実践制作的な理論への転換である 13。わたしが常々提唱してきたの

 
12 この一節が私の注意を引くところとなったのは、David Lachterman に負っている。 
13 Discours de la Méthode, ed. E. Gilson (Paris: J. Vrin, 1947), p. 61f. 
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は、アンティポンとデカルトのあいだの中名辞は、アリストテレスではなくプ

ラトンだということなのである。 
 

第４章 
 フランシス・ベーコン卿によれば、科学における進歩に対する最大の障害

は、「人類が抱く絶望と、科学的進歩が不可能であるという思い込みにおいて」

存する 14。類似の言及はデカルトの『情念論』にも見られる。我々自身に依存

する欲望をどう満足させるかについて、デカルトは以下のように言う。「この点

において習慣化されている誤りは、決してあまりに多くのものを欲望しないと

いうことである。それは、あまりに少ないものを欲望するということに他なら

ない」15。科学的進歩の可能性は、テクネー（technē）において、すなわち、職

人の技（proceedings）において潜んでいるのだが、我々は天地の諸力や作用を

発見するためにそれを用いなければならない 16。これが、我々に委ねられてい

る活動のあり方の一例である。  
 プラトン的悲観主義とも呼びうるかもしれないもの、すなわち幸福の可能性

についての絶望は、「美しく若々しく成長した」17ソクラテス的人物が有する健

康的な心の落ち着きによって陽気であるように取り繕われていた。それは、い

くつかの段階を経て、近代性の創始者たちが持っていた楽観主義へと変容され

てしまうことになるのだが、その段階のいくつかは、初めて耳にすると逆説的

に聞こえるかもしれないが、プラトンその人自身によって提供されてきたので

ある。  
 アリストテレスにおける類似の状況とは異なり、生成の宇宙はプラトンに従

えば、永遠ではなく移りゆく循環的なものである。このことは、生成された模

写物や具現物からプラトン的形相 form を隔てる、かの有名だが曖昧な「分離」

と関係がある。同様にそれは徳を知恵に還元すること、そして実践制作的なも

のを哲学的なフロネーシス（phronēsis）の領域へ関連づけて同化させることと

関係している。 
 これはどれも、近代性がプラトン主義の直接の帰結であるとか、ましてや近

代性が何らかの方法でプラトン主義と根本で完全に一致するといったことを提

 
14 次の箇所をみよ。Instauratio Magna, in Works, ed. Spedding, Ellis, and Health (Boston: Brown, 
1861), 1:415. 中でも 406 頁をみよ。そこにおいて、ベーコンは人間存在は自身の強さを過小評

価する傾向にあると述べている。 
15 Les passions de l’ȃme, p.177. 
16 Discours, p. 62. 
17 『第二書簡集』314c4. 
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示しようと意図するものではない。アリストテレスの中に見いださないわけで

はない、宇宙における人間の位置に対する詩的な不満 poetical discontent を、プ

ラトンの中に感じ取る。このように言うことで、本小論をまとめることができ

るかもしれない。この観点からすれば、かくも多くのソクラテス的会話が持つ

懐疑的な本性 nature を、あるいは魂、都市、そして宇宙の決定的な事例におい

てみられる神話への信任を、より深くて肯定的な教説を隠すものとして見なす

というよりもむしろ、それらを、アテネ的な都市性がもつ基調でもって、近代

性の初源的な精神がうっすらと覆い隠された形で表わすものとして、私なら見

なすだろう。 
 私はひとつの思慮ある喚起をもって終えよう。すなわち、通常使われている

用語のとおり、プラトンは古代人であり近代人ではなかった。このことで私が

意味するのは、明白な、年代記的あるいは歴史的見解以上の何かである。プラ

トンの政治哲学がもつ実践制作的自然本性は、一方ではイデアによって、そし

てもう一方では哲学者と非哲学者の間にある根本的な差によって抑制を受けて

いる。たとえプラトンが近代数学と近代自然科学に自覚的であったとしても、

プラトンが言ったであろうことを推測することは無意味である。ただ、それに

自覚的であったとすれば、彼の慈善の精神というよりは非常に詩的な魂ゆえ

に、プラトンは近代性の創設者の一人として自らを位置付けたであろうという

印象を、私は完全には捨てきれないのである。 
これは以下のようにも言える。対話篇をめぐる「弁証法 dialectic 」は、可視的

ではあるが幻視的であるイデアを理解しようとする懐疑的な努力として、また

『国家』においてソクラテスが希った、純粋なイデアをめぐる想像上（と私は思う

のだが）の弁証法とは異なるものとして、理解されている。そしてそれは、哲学

者たちの神たる「思考された思考それ自体」を模倣しようとするアリストテレス

的努力よりも、「我々の近代的意識の特有の落ち着きのなさと散漫さ」18とヘーゲ

ルが呼んだものにより近い。ヘーゲルは明らかにアリストテレスを手本にしてい

たのだが、その彼自身がアリストテレスへの好感を述べているにも拘らず、そし

てまた、プラトンにおける哲学的「明朗さ Heiterkeit 」あるいは「超越性 
beyondness」をめぐる最終的に説得力を欠くと思わざるを得ない説明、すなわ

ち、生は死へのたんなる準備と考える哲学者の運命を含めることで人間的な存在

のありありとした描写と矛盾をきたすと私には思われる説明が何にであるかに

せよ、私はそう言うのである。 
 この印象が正しいか間違っているかは、しかしながら、私がこの論考におい

 
18 Wissenschaft der Logik (Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1951), 1.20. 
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て大づかみに提示してきたことの確かさと何ら関係のないことである。近代性

の起源についてプラトンが果たした役割は、それが数学に対してなしたものよ

り、テクネー（technē）やポイエーシス（poiēsis）に対してなしたものに、より

近いのである[訳注 7]。 
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然」として訳すほかない場合を除いて、その重層的に込められている意味を損なわないため

にも「自然本性」と訳出した。 
[5]岩波文庫に収録されている河島英昭訳を適宜参照しつつ、ローゼンの独特の読みが反映さ

れた文脈に合わせて訳出し直した。 
[6] 原文中ではギリシャ語であることを示すイタリック体にて表記されていなかったが、文脈

やこれまでのギリシャ語とそれに相当する英語表記の規則性から、誤植と判断しギリシャ語

として訳出した。 
[7] 本文の最後に、次のもの（未邦訳）がさらに読まれるべき著作として挙げられている。 
• Blumenberg, Hans. Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1966.  
• Lachterman, David R. The Ethics of Geometry: A Genealogy of Modernity. New York: Routledge, 

1989. 
• Rosen, Stanley. The Ancients and the Moderns: Rethinking Modernity. New Haven: Yale University 

Press, 1989. 
• Rosen, Stanley. The Limits of Analysis. New Haven: Yale University Press, 1980. 


