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翻訳解題 
数学と詩のニヒリズムとポスト・レオシュトラウス 
――「テクネーと近代性の諸起源」解題 

金澤 洋隆 
 
序論 
 シュトラウスが述べているように、タイトルというものはそれを冠する論文あるいは

著作の内容を明示的に、そして包括的に表している。したがって、ローゼンの「テクネー

と近代性の諸起源」（以下、「諸起源」と呼ぶ）の内容の吟味に取り掛かる前に、まずは

そのタイトルの分析から開始することで、ローゼンの包括的な企図を明らかにすること

にしよう。 
 ローゼンの代表的な著作のタイトルのいくつかは、例えば『哲学と詩の抗争』1や『古

代人と近代人』2などに代表されているように、シュトラウスが主題としたものと同じで

ある。すなわち、ローゼンはシュトラウスと同等の問題意識、あるいは全く同じでない

としてもその基本的なモチーフを、共有していると言えるだろう。そしてそのようなシュ

トラウス的主題の中で、「諸起源」と類似的なものは「古代と近代」である。「古代と近

代」という対置は根本的な立場を両者が異にすることを前提とするのに対して、「諸起源」

はそのような対置を表してはいない。仮にそのような対置を目論んでいたとしたならば、

古代におけるテクネーとその変容物であるテクノロジーを対比的に位置付けたであろう。

つまりそのような目論見を実現しようとするならば、「テクネーとテクノロジー」といっ

たタイトルにするのが妥当であったであろう。しかし「諸起源」でテクネーと対置され

ているのは近代性ではなく、近代性の諸起源
．．．．．．．

である。 
 近代を特徴付ける近代性というものが、まさに近代の誕生とともに出現したのであれ

ば、近代性の起源の分析はまさに近代への分析に向けられなければならない。しかし「起

源」とは一種の地下水脈のことであり、それは表層に立ち現れるまで深層にて脈々と流

れていること、それゆえに表層から源泉まで遡及的に戻ることが可能であることを意味

している。したがって、近代性の起源と表現するからには、その源泉は近代ではなくそ

れ以前に、すなわち古代に立ち戻りえることをローゼンは意図していると思われる。 
 以上の簡単な分析から明らかなように、ローゼンはシュトラウスがその基本的な態度

として採用していた「古代と近代」という断絶的な対置よりも、古代とその子孫と呼び

える連続的な対置を前提としている。しかしなぜ彼は、そのようなシュトラウスと異な

 
1 Stanley Rosen, The Quarrel between Philosophy and Poetry: Studies in Ancient Thought, Routledge, Chapman & 
Hall, 1988. 
2 Stanley Rosen, The Ancients and the Moderns: Rethinking Modernities, Yale University Press, 1989. 
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る対置を導入する必要があるのだろうか。 
 仮にわれわれが古代と近代という対置の下でプラトンを理解しようとするならば、プ

ラトンは古代の立場に置かれることとなる。したがってその対置によって近代を批判す

ることを目論むならば、プラトンを擁護し、そしてプラトンによって近代を批判しなけ

ればならない。その試みは、プラトンに対して全面的に賛同を示すことと同じである。

しかしこのような態度は古代に肩入れをしすぎるが故に、安易にわれわれが近代人であ

ることを忘れさせてしまう危険がある。われわれはこの時代とともに生きているのであ

るから、その時代人としての性質を簡単に捨て去ることができない。ローゼンの目論見

を支える視点は、この近代人としてのわれわれが決して語の厳密な意味での古代人には

なれないという現実理解から要請される。この現実を受け入れるならば、近代批判とし

ての古代に立脚するためには、古代と近代が連続的な関係として描かれる必要がある。 
 だがローゼンがシュトラウスと異なり古代と近代を連続的に捉えている一方で同時に、

彼はまた確かにシュトラウス的主題を継承している。では古代と近代の根本的な断絶と

いうかのシュトラウスによって明言された主題と、古代とその子孫の近代という連続と

いう主張の間に横たわる矛盾を、いかにしてローゼンは解決するのであろうか。 
 二つの時代の関係を分析するために、ローゼンはアリストテレスによる三つの区分、

すなわち「理論」と「制作」と「実践」という三区分を導入する。そして、この三つの

区分が古代と近代に拘らず等しく存在しつつも、互いの結合あるいは分離によって、そ

の全体が示すところが異なるとの理解をローゼンは示している。「理論」と「制作」が分

離しているという状態は、それらが結合している状態とは、明らかに異なる。それゆえ

に、ローゼンの「諸起源」における企図は、この三つの区分の関係性が二つの時代で異

なることを示すことにあるといえる。そしてこの観点から、ローゼンは古代と近代とい

う対置では決して導かれえないプラトンの姿、すなわち等身大のプラトンをわれわれに

示そうとしている。 
 ところでこのローゼンによる等身大のプラトンの証明という試みは、同時に等身大で

はないプラトン、すなわち「屈折した」プラトンの存在を前提としている。そしてこの

屈折の理由としてローゼンは、トゥキュディデスの存在を挙げている。彼はプラトンと

トゥキュディデスの結合が屈折したプラトンとして立ち現れ、そしてそれが近代的テク

ネーの誕生に決定的であったとしている。そして「諸起源」がまさしく諸々の
．．．

起源を意

味する理由がここで明らかとなる。古代のテクネーに対置される近代のテクネーは、そ

の起源がプラトンとトゥキュディデスであるとローゼンは主張する。すなわち、「諸起源」

は大きく近代性の起源としての等身大のプラトンを明らかにすることと、それが近代の

テクネー、すなわちテクノロジーを生み出す契機としてのトゥキュディデスの姿を明ら

かにすることを目指している。 



金澤 洋隆：翻訳解題 数学と詩のニヒリズムとポスト・レオシュトラウス    『政治哲学』第 26 号 

 

88 
 
 

 本論考では「諸起源」の中で提示されたいくつかの区分を手掛かりに、ローゼンの議

論の射程を明らかにしようと思う。またそれは同時に、シュトラウスとローゼンが目指

した地平の差異を明らかにすることであり、その意味で、シュトラウス政治哲学の中に

おけるローゼンが占める位置を明示することでもある。 
 
第一章 理論と制作 
 理論と制作そして実践という、アリストテレス的三区分を導入する際にローゼンが注

意を促していることは、アリストテレス自身が考えたこととは異なり、プラトンが決し

て実践を無視しているわけではなかったということである。むしろ実践とはわれわれが

人間である以上、必ず付きまとうものなのであり、それゆえに実践が自明のものとして

背景化しているのである。そして背景とは焦点が合わせられてないがゆえに、視野に入っ

ていたとしても、意識されることはない。しかしそれは確かに存在する。したがって等

身大のプラトンを明らかにするというローゼンの目的はアリストテレス的三区分のうち

背景ではなく前景にあるもの、すなわち理論と制作がどのような関係であったのかの分

析に向けられる。 
 プラトンにおいて理論と制作の関係は「曖昧」である。そしてこれはその反対語であ

る「明瞭」あるいは「明確」な両者の関係をも同時に示唆する。ローゼンが理解すると

ころでは、古代と近代とをそれぞれ代弁する人物はプラトンとデカルトである。すなわ

ち、プラトンにおいて理論と制作の関係は曖昧にされていたのに対して、デカルトにお

いては両者は明確に区別されている。言い換えるならば、プラトン政治哲学は近代以降、

理論を軸に据えるヴィトゲンシュタインを代表とする分析哲学と、デリダを代表とする

制作を中心に据える解釈学へと分離していったのである。だがこの構図は「曖昧」とい

う語が持つ積極的な意義を捉え損ねる可能性がある。プラトンにおいて「曖昧」にされ

ていた理論と制作を明確に分けることは、いったい何が問題であるのか。この疑問に答

えるためには、そもそも理論と制作が何をその意味として指し示しているかを明らかに

する必要があるだろう。 
 理論と制作を分かつのは、「諸起源」の中で明らかにされている。すなわち、理論は幾

何学に、制作は政治学に近い。ここでの幾何学は当時の『ユークリッド原論』（以下、『原

論』と呼ぶ）を指していなければ、また同時に単純に図形を扱う学を意味しているわけ

ではない。『原論』において幾何学、とりわけ初等幾何学を取り扱っているのは、13 巻

で構成されるなかでも 1 から 4 巻および 6 巻である。その分量から言っても、『原論』

は明らかに図形の学としての幾何学ではない。 
 ローゼンが「幾何学」と呼ぶ時に想定しているのは、プラトンにおける幾何学の独特

の意味合いである。それはプラトンが『エウテュデモス』において幾何学者を「図形を
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作るのではなくあるものどもを見いだす狩猟家」としていることから導かれるように、

幾何学は「発見」あるいは「知ること」に関わっている 3。だがローゼンは「諸起源」

の中において幾何学を、『エウテュデモス』ではなく『国家』を用いて説明している。 
 『国家』の第7巻において幾何学は国家の守護者、すなわち「戦士にしてまた哲学す

る者」が身につけておくべき三つの学科の一つとして導入されている 4。ここでの幾何

学は確かに知ること、特にそれは善の実相、すなわちイデアを知ることとの関わりで描

かれている 5。一見するとこれは『エウテュデモス』と同じ設定のように思われる。し

かしわれわれが注目しなければならないことは、幾何学が善き都市を生み出すために必

要な学科として描かれている点である。善き都市を生み出すことは、ローゼンが『ポリ

ティコス』を用いて述べているように、善き秩序を生み出すことと同じである。すなわ

ち、幾何学は単なる知る対象としての数学的存在を示すだけでなく、同時に秩序をも意

味している。ローゼンは『エウテュデモス』ではなく『国家』を通じて幾何学を導入す

ることで、その意味するところを、数学というよりは秩序として採用している。 
 この秩序としての幾何学あるいは理論は「諸起源」が書かれるより以前に、ローゼン

自身によって明確に定義されている。ローゼンは理論の語源がテオリア（theoria）であ

ること、そしてこのギリシャ語としてのテオリアが現在一般に理解されている「理論」

という用語が意味するところとかなり異なっていると喚起しながら、「ギリシャ語の観想

（theoria）という語は、神的現象を瞑想によって見ることを示し、そこから広げられて

自然的秩序を純粋に知性的に理解することや見ることを示した」と述べている 6。 
 ここでローゼンは自然的秩序を「見る」としているが、そこでの自然とは「神的現象」

でありまた、国家の最善の秩序を意味している。だが人間の世界において、そのような

最善の秩序は自然のままでは存在しない。つまり、理論にある自然的秩序は「不在」で

ある。それゆえに、多くの人にとって見ることはできない
．．．．．．．．．

のである。 
 この点を補うべく、「諸起源」の中でローゼンは理論と制作の連続性を示そうとする。

つまり、最善の秩序は自然には存在しないが、政治によって、それを生み出すことがで

きる、と。『ポリティコス』を用いながら、ローゼンは政治を機織りの技術にたとえ、不

完全な人間を織り合わせる事で都市を完全な存在へと上昇させ、そのことで一見すると

不在であるかのように思われる秩序が存在することを例証する。つまり、理論的な秩序

は制作によりその存在が明らかにされるのである。 

 
3 プラトン『エウテュデモス』290c。 
4 プラトン『国家』525b。 
5 同上、526e。 
6 Stanley Rosen, Hermeneutics as Politics, Oxford University Press, 1987, p. 147 ［石崎嘉彦監訳『政治学として

の解釈学』ナカニシヤ出版、1998年、196頁］（以下、HPとして引用）. 
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 だがローゼンによって制作が「人工物」を生み出すこととはっきりと述べられている

ように、そのようにして生み出された秩序は人工物である。しかし人工物は人間の手で

生み出されなければ自然に存在しないものである以上、なぜ制作された人工物が全くの

意味での「人工物」、すなわち自然と何の関係をも持たない人工物ではないと言えるので

あろうか。 
 理論的存在が証明されるために制作を必要としていることと同様に、制作物が全くの

人為的なものでないことを証明するためには、それが自然に適ったもの、すなわち理論

と結びついていることの証明が必要となるであろう。しかしローゼンはこの理論から制

作の連続を明らかにしているものの、その逆を明示的にも暗示的にも述べてはいない。

だが少なくとも、制作にこの理論への依存が必要であることはローゼンは自覚している

と思われる。彼は制作、あるいは人間の技によるものが全くの空想と区別されるために

必要なことが、その技により完成されるべき「自然」が存在していなければならないと

はっきり述べている 7。 
 ここでわれわれは一つの大きな論点を見出す。理論は自然に関わるのであるが、それ

は人間にとって見えないものであり、それだけでは不在であることと同じことである。

したがって、少なくとも理論はその不在が「存在する」ことの論証を原理的に要請する。

だが不在の存在を論証することと、理論的存在を生み出すことは同値ではない。ローゼ

ンはプラトンにおける理論と制作の関係の曖昧さを、両者の直線関係で描くことですで

に、知らず知らずのうちにプラトンを近代性の起源として仕立て上げてしまっている。

しかしそのような帰結はローゼンが目論むものではないであろう。彼が真になそうとし

たことを理解するためにも、「諸起源」に限定せず、ローゼンの哲学的企図がどのような

ものであるかをまずは素描することが重要であろう。 
 
第二章 ポストモダンとローゼンの企図 
 ローゼンが指摘する三区分のうち、制作に与えられる地位はとりわけ重要である。こ

の理由は、ローゼンにおける「近代」あるいは「ポストモダン」の理解に関わっている

からである。「ポストモダン」という用語でもって何を意味するかを定めることは極めて

困難であるが、この点に関してローゼンはシュトラウスよりも、ズッカートが理解する

シュトラウスに近い立場にいるように思われる。ズッカートはシュトラウスを近代に対

抗する古代人を代弁する人物としてではなく、古代人の見解を通じてポストモダンの立

場を代弁する人物として描いている。彼女はその意図の下、ポストモダンという時代を

単なる時代区分としての「ポスト近代」ではなく、「ニーチェが最初に述べ、ハイデガー

がそのニーチェ批判で変更、拡張した問題への解答――あるいは、より精確には、様々

 
7 Ibid., p. 148［前掲邦訳書、197頁］. 
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な解答」とした 8。すなわち、一般に理解されているように近代性と特徴付けられる問

題がデカルトやホッブス、マキャベリらに遡ることができるのだとすれば、ポストモダ

ンあるいはニヒリズムという問題は、ニーチェに遡求することができるのである。 
 ローゼンによればシュトラウスのニーチェ批判は「啓蒙」への批判と同一視される 9。

そしてそこでの「啓蒙」の中核を担うのは、ニーチェが定式化した「力への意志」であ

る。全てが「人間の創造である」とニーチェが述べた時、そのニーチェ的な「真実」こ

そが「人間の創造」であるとシュトラウスは批判した 10。シュトラウスとともにローゼ

ンは、カントやヘーゲルで頂点を迎える「自身が作り出すもののみを自身が理解する」

というかの近代合理主義の最果てをニーチェに見て取る。そしてニーチェ自身が近代哲

学に対する批判を掲げていたのであるが、ローゼンの見立てによればニーチェは「技術

（art）に賛同して理論的真実を却下した」人物であり、それゆえにその対抗としてのシュ

トラウスは「思慮深さ（prudence）に賛同して理論的真実を却下した」人物であった。

この相違点と同時に浮かび上がる類似点は、ともに両者ともに「高貴さに対する古典的

知覚」を守ろうとしたのである 11。 
 この点からもローゼンはシュトラウスと異なる見解を示している。上の所見から明ら

かなように、ニーチェもシュトラウスも、古典的高貴さ、あるいは古典古代において重

要視されていたものを取り戻そうとする企図は同じであった。しかしニーチェがその企

図を「近代的」な立場で推し進めようとしたのに対して、シュトラウスは「古典的」立

場で成し遂げようとする。この分岐点は、先ほどのべた「力への意志」を認めるか否か

に依存している。 
 ローゼンは同一の企図を異なる立場で成し遂げようとしたニーチェとシュトラウスの

差を描き出すために、「理論」と「制作」および「実践」の区分を導入している。この観

点に照らせば、ニーチェは古典的な高貴さを「制作」によってのみで、一方のシュトラ

ウスは「理論と実践の不安的な混合」によって擁護しようとする 12。この見解に導かれ

て、近代はローゼンによって、制作をその本質とすることが明らかにされる。 
 だがここでのローゼンの見立ては逆説的に、シュトラウスが「近代人」であったと主

 
8 Catherine & Michael Zuckert, The Truth about Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy, The 
University of Chicago Press, 2008, p. 81. この著作とは若干異なるが、ほぼ同一の文章を訳したものとして

は『政治哲学』第3号に掲載されている丸田健訳「“ポストモダン”的政治思想家としてのレオ・シュト

ラウス」がある。 
9 Stanley Rosen, “Leo Strauss and the Quarrel between the Ancients and the Moderns” in Leo Strauss’s Thought: 
Toward a Critical Engagement, edited by Alan Udoff, Lynne Rienner Publishers, 1991, p. 166. 
10 Leo Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, The University of Chicago, 1983, p. 177. 
11 Stanley Rosen, “Leo Strauss and the Quarrel between the Ancients and the Moderns” in Leo Strauss’s Thought: 
Toward a Critical Engagement, edited by Alan Udoff, Lynne Rienner Publishers, 1991, p. 166. 
12 Ibid., p. 166. 
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張するのに等しい。というのもローゼンによれば、古代的立場から導かれる見解は理論

と制作の関係が曖昧であるというものであるのに対して、上記のニーチェやシュトラウ

スはそれぞれが制作と理論を受け持つことで、二人の中において両者が分離し得ること

を主張していることと同じだからである。ローゼン的理解に従えば、仮にシュトラウス

が古代の立場にその身を置こうとするならば、理論と実践ではなく、理論と制作を混合

しなければならなかったであろう。そしてもしそうであるとするならば、シュトラウス

はニーチェによって開始されるポストモダンに対して、十分に有効ではないと言えるの

かもしれない。 
 先ほど見たように、理論と制作の間にある曖昧さという古代的見解を取り戻そうとす

るがあまりに、ローゼンは両者の関係を一方では分離させ、一方では結合させる事で、

いくつかの矛盾とも見える自体を引き起こしてしまっている。曖昧さは矛盾と同義では

ない。このように、理論と制作というローゼンの視点はいくつか未解決な問題を残して

いるものの、そのような問題を保留すれば、ローゼンはシュトラウスに対して多大なる

敬意を払いつつ、そしてその遺産を継承している。しかし彼は決して一般的なシュトラ

ウシアンとは言えない。一般的なシュトラウシアンはシュトラウスの問題設定を基本的

には受け入れる。彼らはシュトラウスの思考を彼が亡き後も拡張させることを自身の作

業とするのに対して、ローゼンはシュトラウスの射程と限界を見定めつつ、それの先を

行こうとした人物であるといいうるかもしれないのである。そしてそれは、シュトラウ

スが近代批判をその主題としたのに対して、ローゼンはポストモダン批判をその主題と

したことから帰結することなのかもしれない。 
 ではローゼンにとって、ポストモダンとはいったい何であったのだろうか。すなわち、

近代の初期においてデカルトによって開始された理論と制作の分離とは、ポストモダン

においてどのような関係へと変容するのであろうか。 
 『政治学としての解釈学』において、理論は数学に、制作は詩に例えられている。つ

まり、分析と想像力である 13。そして初期近代においてこれらは分離する一方で、後期

近代においては一致する 14。そしてポストモダンはこの一致を採用する。まさにこのこ

とが、「諸起源」においてローゼンが主張する近代テクノロジーの正体である。そこでは

「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」のであり、すなわ

ちそれは、「それら三つが一つとなって生じるもの」とされている。だがここでの同一化

の中で中心的な役割を果たすのは、制作である。 
 以上のように哲学史を描き出すことでいくつかの問題は未解決なままにされてはいる

 
13 この点に関しては、Stanley Rosen, The Mask of Enlightenment: Nietzsche’s Zarathustra, Yale University, 2004
の序文としてMichael Allen Gillespieによる解説がコンパクトにまとめている。 
14 Stanley Rosen, The Mask of Enlightenment: Nietzsche’s Zarathustra, Yale University, 2004, p. 250. 



金澤 洋隆：翻訳解題 数学と詩のニヒリズムとポスト・レオシュトラウス    『政治哲学』第 26 号 

 

93 
 
 

ものの、ローゼンは古代と近代、そしてポストモダンの区別に成功していると思われる。

そしてこのように区別されたポストモダンにおいて、すなわち全てが制作へと同化する

時代において最も批判を向けるべき相手は、近代科学である。ローゼンは他のシュトラ

ウシアンとは異なり、かなりはっきりと自然科学を重要な主題として扱っているが、そ

れはアリストテレス的三区分が一体となったポストモダンをもっとも体現しているから

である。 
 だが自然科学がポストモダンの時代において極めて力を持ち、そして現実に肉薄して

いるかのように見えるのは、ともすれば単なる空想にとどまる詩とは異なり、実際に「生

み出して」みせるからである。すなわち、テクノロジーと一体化した近代科学は自然を

あたかも制作しているかのようである。それはいいかえれば、「諸起源」で人間と自然の

関係を言い表しているように、人間は自然に従うというよりは、人間は自然の主人となっ

ているかのように見えるともいえる。 
 次にローゼンにおけるこの人間と自然の関係について、考察を加えることにしよう。 
 
第三章 人間と自然 
 「諸起源」の中でローゼンは実体としての自然が、人間にとっては脅威であることを

認めている。ここで人間の本性が決して攻撃的でなければ、その脅威に対して人間は防

御に徹するであろう。だが仮に、人間がそれとは逆であれば、人間は自然を攻撃するこ

ととなる。攻撃は最大の防御である。そしてこの人間が本性的に攻撃的、すなわち戦争

であることを、トゥキュディデスを通じてローゼンは見て取る。そしてプラトンの教義

にトゥキュディデス的な人間の本性を加えることで、近代が自然に対して攻撃的になる

と、ローゼンは主張する。すなわちここにおいて等身大ではないプラトン、屈折したプ

ラトンの姿が見出されている。 
 しかし「諸起源」の中で加えられているこの検討は、実体としての自然との関係を言

い表してはいても理論としての自然との関係を述べてはいない。理論としての自然と人

間の関係はまさに知性に関わる問題であるが、実体としての自然との関係は、心理の問

題である。それゆえに、ローゼンの考察は近代テクノロジーが前提とする人間と自然の

関係をうまく説明しているとは思われない。 
 ここでわれわれは「諸起源」におけるローゼンの結論から逆算して、この人間と自然

の関係の変化を明らかにしよう。すでに示されているように、ポストモダンを生み出す

近代を特徴付けるその性質は比喩的に詩と言い表される制作である。そしてプラトンが

果たした役割は、数学すなわち理論よりも、この制作を可能とする「テクネー」や「ポ

イエーシス」に対してのほうが大きい。だがここでのプラトンとは等身大のプラトンで

あると同時に、屈折したプラトンでもある。仮に等身大のプラトンであれば、理論と制
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作の関係は曖昧にされているがゆえに、分離することも同化することもなかったであろ

う。したがって、近代性につながるプラトンは、屈折したプラトンでなければならない。

そしてローゼンの見立てが正しければ、この屈折はトゥキュディデスというレンズを通

して生じているのであり、したがって、人間と自然の関係は、プラトンとトゥキュディ

デスとの間における理解の相違をもってなされるべきであろう。 
 ローゼンはプラトンとトゥキュディデスの対比的理解を、彼の多くの著作の中でそれ

ほど明示的に述べてはいない。その事実から、彼がシュトラウスのトゥキュディデス理

解を継承していると考えても良いだろう。そしてシュトラウスにおいてトゥキュディデ

スとプラトンが対置されるのは、十分に根拠がある。 
 シュトラウスにとってトゥキュディデスは単なる歴史家ではなかった。それは哲学史、

あるいは前-政治哲学とも呼びうる人物であった。そして両者の間にはシュトラウスが指

摘しているように、二つの重要な違いが存在している。トゥキュディデスとプラトンの

究極的な不一致の理由は「人間的な事柄そのものへの評価」ではなく、「全体についての

見解」が異なっていることであり、またそれと同時に、プラトンは条件と原因を「区別」

しているのに対して、トゥキュディデスは「同一視」している点にある 15。  
 第一の点に関して言えば、プラトンとトゥキュディデスはともに、全体への理解に捧

げていた。そしてローゼンも同意しているように、この全体とは自然、つまりイデアに

関わっているのであり、プラトンあるいはソクラテスは、この全体の理解を全体の諸部

分の理解と同一視する。この点に関して、ローゼンはシュトラウスに完全に同意してい

るように見える。というのも、全体の探求としての哲学をローゼンが述べるとき、彼は

驚くほどの量の引用でもって、シュトラウスの見解を参照している 16。 
 この見解に導かれて、われわれはプラトンのトゥキュディデス的屈折を次のように述

べることができる。元来、全体としての自然の探求は、プラトンにおいて全体としての

部分という人間に向けられていた。それは、人間それ自体、あるいはその限界を示すこ

とで、翻って自然とは何かを明らかにできると考えたからである。しかしそれはシュト

ラウスが自然を「区別」と述べたことからはっきりと導かれるように、自然はあくまで

も区別として理解されなければならず、人間そのものが全体ではない。しかしプラトン

とトゥキュディデスが結合することで、全体の理解のための部分の理解が、全体と部分

が同一であるかのように誤解される。それは自然が人間の上位ではなく、下位に置かれ

ることと同じである。ここに古代とは異なる、近代的に理解された自然が誕生する。 

 
15 Leo Strauss, The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, 
selected and introduced by Thomas L. Pangle, The University of Chicago Press, 1989, pp. 100-101［石崎嘉彦監訳

『古典的政治的合理主義の再生』ナカニシヤ出版、1996年、157-158頁］. 
16 HP, pp. 119-120［前掲邦訳書、159-161頁］. 
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 また第二の点に関しては、ローゼンが制作に特別な地位を与えることに関わっている

ように思われる。制作とは人工物を生み出すことであったが、ローゼンが想定する制作

とは、靴作りというよりは、政治やテクノロジー、近代科学である。そこでの生み出す

ものは、国であったり、自然科学的に理解された自然である。だがローゼンが指摘して

いるように、どちらも制作も直接生み出すのではなく、「間接的に」生み出している。例

えば最善の国家は、政治家や支配者によって人間を正しく配置されることで生まれるの

であり、その意味で直接的に都市というものが生み出されているわけではない。 
 だが間接的に生み出すとは、なぜ「間接的」に生み出すことができるのであろうか。

この点は、シュトラウスが述べるプラトン的ソクラテスとトゥキュディデスの違いであ

る。すなわち、間接的に生み出すとは、原因を作り出すというよりは、条件を作り出し

ていることと同じであるように思われる。先ほどの国家の例であれば、市民たちを教育

することで、すなわち条件を整えることで、最善の国家が出現する原因を誘うのである。

しかしシュトラウスが見たように、条件を生み出すことと原因を生み出すこととは異な

る。トゥキュディデスと制作を結合させることで、制作とは条件を生み出すことである

にも拘らず、それが必然的に制作物を生み出す原因であると理解する。ローゼンが「諸

起源」で言及しているのとは異なり、屈折したプラトンにおいて制作は、「直接的に」制

作物を生み出す技術として理解されるのである。 
 この理解はとりわけ自然科学の基本的な前提をと一致する。自然科学は様々なものを

生み出す。しかしそれは、決して直接生み出しているわけではなく、実際はあくまでも

生み出でる原因の条件を整えているのみである。自然科学が素粒子から莫大なエネル

ギーを生み出す時、それは直接そのようなエネルギーを引き出しているわけではない。

それはあくまでも、例えば粒子加速器を用いることで、そして二つの粒子がぶつかるよ

う仕向けることで、それらの衝突からエネルギーを生み出しているのである。だが人間

が制作を通じて自然に関わることができるのは条件であって、原因ではない。条件と原

因が同一化された自然はここにおいても、人間の支配下に置かれることとなる。 
 このように、シュトラウス的理解と合わさることで、トゥキュディデス的屈折は人間

と自然の知的関係を明らかにする。そしてそれは次のようにまとめることができる。人

間と自然の知的関係に関するトゥキュディデス的屈折は、第一に人間が自然に対して条

件づけることで、それが即座に自然を生み出しているかのような誤解を与える。それに

より、人間にとって自然が思いのままであると考え、したがって人間は人間の主人であ

るかのように理解する。そのように理解したならば、ローゼンが指摘するトゥキュディ

デス的心理、すなわち驚異の自然を攻撃するという意図が、確実に生まれることとなる。

そして第二に、そのように条件と原因が同一視された制作が理論と結びつく時、生み出

された人工物は自然であるかのように理解されるが、そこでの自然とは本来的に理論が
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指し示す自然、すなわち全体では決してない。部分が即時的に全体であると錯覚するこ

とが、まさに近代からポストモダンにいたって一貫して共有される理解、自身が作り出

したものを理解し、そしてそれのみが全てであるという理解を生み出してしまう。ロー

ゼンの思想が濃縮している「諸起源」は、まさに近代テクノロジーが持つすべての相を、

われわれに指し示していると言えるであろう。 
 だがここでローゼンによって最も重要視されているものの、しかし全く明示的に言及

されていない問題に気づく。すなわち、プラトンのトゥキュディデス的屈折は、両者の

結合を要請するのであるが、仮にまったくの異種的なものであれば、その結合には媒介

を必要とするであろう。しかしローゼンが無媒介的に両者の結びつきを見ている。この

点に関して、簡単に説明を加えておこう。 
 ローゼンはトゥキュディデスをプラトンにはないリアリズムを担保する存在として理

解している。すなわち、人間の戦争という性質である。これはプラトンが人間の性質を

平和としていることと対比的である。プラトンのイデアは明らかに不変を想定するので

あるから、戦争という動的な世界ではそのような想定は難しい。そしてこの観点と結び

つけるように、彼を「大胆で革新的な自然」というアテナイの都市性を背負った人物と

して描いている。だがトゥキュディデスリアリズムとアテナイの都市性は異なるもので

ある。 
 シュトラウスはトマス・モアの『ユートピア』に依拠しつつ、ソクラテスが「泣いた

という実例をわれわれに残してはいないが、しかしその反対に、彼は笑ったという実例

を残している」と述べている 17。そしてこのことから、プラトン的ソクラテスが悲劇よ

り喜劇に近いとの見解を示している。しかし「諸起源」の中で描かれているプラトン的

ソクラテスは、彼の最善の都市の実現性の低さや、哲学者が幸福になることの難しさを

通じて、悲劇的に描かれている。彼の言葉を用いれば、取り繕われた「悲観主義」であ

る。そしてその取り繕いとして、プラトンの悲観主義にベールを覆うのがアテナイの都

市性である。トゥキュディデスの『戦史』冒頭においてまっさきに彼がアテナイ人とし

て紹介されていることには意味がある 18。プラトンとトゥキュディデスの結合は、プラ

トンを喜劇に立つ人間、あるいは楽観主義的に見て取ることで始まるように思われる。

そしてこれを可能にするアテナイ性こそ、プラトンのトゥキュディデス的屈折という近

代性を準備するものであると言えるだろう。プラトン的悲観主義が「近代性の創始者た

ちが持っていた楽観主義へと変容」すること、それ自体がプラトン自身によって「提供

されてきた」とローゼンが述べる時、彼はこのアテナイ性を問題としている。理論と制

 
17 Leo Strauss, The City and Man, The University of Chicago Press, 1964, p. 61［石崎嘉彦・飯島昇藏・小高康

照・近藤和貴・佐々木潤訳『都市と人間』法政大学出版局、2015年、111-112頁］. 
18 トゥキュディデス、小西春雄訳『戦史（上）』ちくま学芸文庫、2013年、11頁。 
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作の曖昧な関係はそれと同時に、悲観と楽観の二重性を帯びたプラトンとしても姿を現

す。ローゼンは明示的には述べてはいないが、プラトンにおける哲学的「明朗さ

（Heiterkeit）」19について言及する時、それはプラトンの半身であり、そしてそれがニー

チェによって頂点に立つことを示唆している。ローゼンの試みである等身大のプラトン

の理解という回復は、まさにプラトンとトゥキュディデスの結びつきを通じて提供され

ているのである。 
 
結語 
 以上のように、ローゼンはアリストテレス的三区分を用いることで等身大のプラトン

を描き出し、そこからトゥキュディデスを経由して、近代テクノロジーの問題を明らか

にしている。だがそもそもは、理論と制作のつながりが大きな問題であった。プラトン

において曖昧にされていた両者の関係は、なぜ崩れゆくのか。トゥキュディデス的屈折

は人間や自然、または制作それ自体を変革させても、理論と制作の関係性に関しては別

段介入していない。つまり、理論と制作の分離と同化は、トゥキュディデスではない別

の用意が必要である。そこで、われわれは理論と制作の検討した際に残しておいた問題

に言及することで本論考を終えることにしよう。 
 理論と制作の関係は、第一に理論が、理論的自然が、自然には見えないという意味で

不在であることに起因したのであった。つまり、不在の在を証明するためにその理論的

自然の存在を制作したのであった。しかし真に必要なのは生み出すことではなく、論証

である。その存在証明を生み出すことに委ねること自体が、極めて制作を中心とした思

考である。すなわち、ローゼンが理論と制作の連続性を証明するために導いた両者の関

係は、それ自体が同一化の契機を忍ばせている。そしてそれは理論の証明を、まさに理

論的に擁護することなしに成し遂げようとしたこと起因する。理論の証明は、理論的に

なされるべきである。つまり、理論のために制作があるのではなく、制作のために、す

なわちそれが自然に適ったものであるかどうかを理解するために、理論があるのである。

すなわち、シュトラウスが繰り返し主張しているように、そしてローゼンも同意してい

るように、われわれは古典的自然概念の復権が現代にあって要請される。しかし上の簡

単な考察からでも明らかなように、それは「自然そのもの」の復権というよりは、自然

と人間の古典的関係、自然と人間の階層を再考することに充てられるであろう。そして

もっとも必要とされることは、次の点である。すなわち、ただし自然理解に照らして、

われわれ人間の制作が自然に適ったものであるかどうかを常に考えること、つまりは、

イデアを常に思いそれに自身を照らすこと。古典政治哲学では自明視されていたこれら

 
19 ここでの「明朗さ」がニーチェに由来する点に関しては、ローゼンの前掲書である『啓蒙の仮面』の

248頁に詳しい。 
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の努力を、われわれはもう一度取り戻す必要がある。 
 ローゼンが「諸起源」あるいはもろもろも著作の中で試みていることは、理論と制作、

数学と詩の問題を哲学の中に見て取ることである。それはシュトラウスを超えて、ポス

トモダンと対峙するために準備された哲学的作業である。しかし彼が定式化した数学と

詩の関係は、まだまだ熟考する余地を残している。そしてそれは、確実にわれわれの時

代にあって必要とされるものとなるだろう。シュトラウスの精神を引き継ぎつつ、ポス

ト・シュトラウスの地位を占めうるローゼンが照らし出す地平は、これからさらに必要

とされてくるだろう。 
 


