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一一プラトン I国家j第一巻と [ゴルギアスjにおける技術と価値の問題について

岩田直也

序.クラ フト ・アナロジーをめぐる問題点と本稿の展望

ソクラテスは，プラトンの初期対話篇において，節度や勇気などの「徳J

(d!?e7:lj )を様々な「技術J(τExvη) と類比するという仕方で探求している。この技

術と徳の類比は Irwinによって「クラフト ・アナロジー」と術語化され，中期対話

筋に至るプラトン自身の思想展開との連関から，その意義が広く問われることに

なった。 Irwinの主要な論点は r初期対話篇にみるソクラテスは， じっさいに徳

の内容も技術と同じ概念で示されると考えていたが，rゴルギアスj以降中期対話

篇において，そのようなソクラテス像をプラトンは批判し技術的でない徳の概念を

もつに至った」というものであZ。Imnがこのような図式を明確に提唱して以来，

プラ トンは徳の技術的概念を変更しクラフト・アナロジーを放棄したのか，あるい

は維持しているのか，さらにはまた，初期対話篇のソクラテスがそもそもこの徳の

技術的概念をもっていたのか，ということに関して多くの論争がなされてきた。現

在でも問題は解決していない。

しかしながら，本稿はクラフト ・アナロジーをめぐる論争に決着をつけることを

その直接の目標とはしていない。そうではなく，クラフ ト・アナロ ジーに関わる諸

問題を見据えながらも，徳に類比される技術それ自体に考察を限定し，プラトン

(ソクラテス)の考える技術とはどのようなものであったのか明らかにすることを

目標とする。 というのも，プラトンの技術概念がいかなるもので，その類比される

ポイントがどこにあるのか，という基本的な点が明らかにされない限り，徳の概念

はおろかアナロジーの是非すら適切に判断することはできないからだ。 lrwinをは

じめとする多くの論者は，徳、の技術的概念についての困難または正当性を詳細に論

じているが，その類比されるべき技術に関しては，プラトンが共有しない価値中立

的で道具的な技術観を現代的視点から比較的安易にもちこんでしまっているように

思われる。たしかに，それぞれの技術は徳を探求するための類比として用いられて

(1) lrwin ([1]， pp. 7-9) 
(2) ソクラテスとプラトンの技術概念を特に区別して記述はしない。なぜなら，lrwinやクラフ

ト・アナロジーに関する多くの論者たちは，徳の概念についてソクラテスとプラトンの見解の相違
を論じているが，徳に類比される技術概念それ自体については，両者に区別なく同じ想定を適用し
ているからである。
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いるのだから，われわれや対話相手が常識的に受け入れている技術の考え方から考

察を始めるのは妥当かもしれない。けれども，プラトンがある重要な点で技術に対

する見方の変更を要請したという可能性は，それがアナロジーを破壊するほどの極

端なものでないとすれば，決して否定されるべきことではないのである。

そこで本稿が取り組むのは，それぞれの解釈者たちが暗示的であれ，明示的であ

れ，クラフト ・アナロジーを論じる際に前提として了解しているこのような技術概

念の吟味である。とりわけ，技術がその目的のもつ善悪の価値とどのように関係す

るのかという点が，プラ トンとの見解の相違を明らかにする上でポイントになると

考えられるために， 技術と価値の問題に焦点を絞って分析する。

また，考察のために取り上げる主な対話篇は，初期 ・中期のうちで比較的まと

まった仕方でプラトンが技術について述べている 『国家』第一巻と 『ゴルギアス』

である。この両対話篇は，技術と価値の問題に関して， しばしば同種の事柄が語ら

れていると解釈されてきた。 しかしながら，それらの箇所におけるプラトンの技術

論は，互いに密接な関係にありながらも重要な点で異なる内容を含んでいると私に

は思われる。以上より本稿では，r国家J第一巻， rゴjレギアスjの順に両対話篇の

相違に岩d目しながら論じ，それによってプラトンの技術概念の特質を確認していく

ことにしたい。

1.技術の両価性と価値負荷性

プラ トンにおける技術と価値の関係を考えために， まず 『国家.1333el-334b6で

のソクラテスとポレマルコスの議論を考えてみよう 。以下要点を引用する。

「そしてまた，人を病気から守ることに有能な (δeLVOC)者は，ひそかに病気にか

からせることにかけても，最も有能なのではないかねつ JC333e6-7) 

「だから，正義の人は，お金を守ることに有能であるとすれば，お金を主主むことに

も有能だということになるJ(334a7-8) 

「かくて正義とは，君とホメロスとシモニデスによれば，盗みの術の一種であると

いうことらしい。J(334b3-4) 

医者などの技術者は自分たちの技術の原理を本来とは反対の目的のために用いるこ

とができるが，正しい人は正義の原理を不正の目的のために使うことができないの

で，アポ リアに終わる。ここでの議論は「正義の人は，みずからすすんで恥ずべき

行為をなし， 心ならずもそうしてしまう人よりも優れている」という結論 (アポリ

ア)を最終的に導いた [ヒッピアス (小).1375b-376bと同種のものと考えてよい。

(3) rヒッピアス (小)Jは，前半部と後半音11の二つの独立した議論を含み，そのそれぞれが独自/
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両者の議論から素直に読みとれるのは，技術をある特定の目的から切り離し，いつ

でも別の任意の目的への手段として使用可能な道具とみなす考え方である。つまり，

技術はその目的がもっ善悪の価値とは独立に，使用者の思いのままに使うことので

きる価値中立的な存在ということになる。このような見方は，現代のわれわれがし

ばしば常識的な ものとして暗黙に受け入れている技術概念とも合致する。科学技術

のあり方を想像してみればわかるように，われわれは技術が純粋な手段の追求で、あ

り，それをどのように用いるかはまた別の問題であると考えることに慣れている。

しかしながら，これらの議論はともに正義も両価的であるというアポリアに終わっ

ているために，ここでプラトンが意図したことをより詳しく考えてみなければなら

ない。

Roochnikは，このアポリアを解消するためにクラフト・アナロジーをその根本

から捨て去ることを主張した。彼によれば，プラトンはわれわれが受容しているよ

うな技術の両価性を初期対話篇から一貫してきちんと了解していたのであり，正義

を技術とみなす前提こそがまず捨てられなければならないのである。このように，

Roochnikは 『国家』第一巻や 『ヒッピアス (小).1以外の初期対話篇の至ると ころ

で用いられているクラフト・アナロジーも，すべて舞台設定上の理由や無知な対話

者の教育目的などとして無効化 してしまっていZ。けれども，クラフト ・アナロ

ジーを このような対人論法の枠に解消する解釈は， 何故ソクラテスが徳を説明する

ために，具体例として何度も技術を取り上げなければならなかったのか，その必然

性を説明できないように恩われる。さらにまた，先に引用した I国家』の直前

(332d2-3)では，正義が「技術」であると明快かつ端的に呼ばれていたぷ，このよ

うなテキスト的事実ともこの解釈は決して整合的ではないだろう 。

これに対し，プラトンが厳密にはこの両価的な技術概念にコミットしていないと

いう解釈もなされている。瀬口は， rヒッビアス (小).1の対応する議論では用いら

れていたテクネーという 言葉ーそのものが，この [国家j第一巻の議論においては一

度も用いられていないことに着目した。たしかに，ここでは「技術」や「技術者」

ではなく「有能なJ(deLVOC) という 言葉が使われており，プラトンが意識的に語

義を選択しているという事実は特筆に価すべき ことである。けれども，プラトンの

技術に対するこの慎重な語索選択は 『国家』第一巻に限られたものではないことに

¥のパラドキシカルな結論をもっていると伝統的に考えられてきた。これに対し私は， Weissや

Zembatyらにしたがい，それぞれの議論が連続性をもち，最終的な結論 (アポリア)が導かれてい
ると考える。それゆえ，以下でも 『ヒァピアス (小)Jの前半部と後半部を別種の議論として記述は
しない。
(4) Roochnik C [2]， p. 136) 
(5) Roochnik C [l]， pp. 190-193) 
(6) Cf. Grg. 464b8 
(7) 瀬口 Cpp.96-99)，Warren Cpp. 102-103)， Tiles Cpp. 51-54)。
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注意しなければならない。 じっさい， r国家j第一巻と少し異なる仕方ではあるけ

れども，プラトンは 『ヒッピアス (小)jでも技術が両価的であると認められるよ

うな発言をしてはいないのである。

この点を論じるにあたっては， Warrenの主張する「技術者」と「技術」の意味

内容の相違が参考になる。技術は，それを行使するのが「技術者としての技術者」

ではなく「人間としての技術者」である場合には，その人によって恋意的に誤って

用い られることがある。 しかし， I技術者としての技術者」の場合には，プラトン

の考える「技術」と同じ性格をもち，決して任意の目的のために技術が誤って使用

されることがない，と彼は考える。つまり，誤使用の可能性を考慮すれば，プラト

ンの述べる「技術者」と「技術」は決して同一視できないことになる。問題であっ

た 『ヒッピアス I小)j の5義E命に関して，瀬口は 367e9や 368b2にテクネーという

言葉が用いられていると指摘していたが， 366c-369aにおいて「真実の人と偽りの

人が同一人物である」として両価的な性格が帰される主体は，つねに「技術」では

なく技術を使用する「技術者」の方である。さらに，対話篇の後半で諸技術と正義

が類比的に語られる場面 (375b-376b)においても I故意に悪しきことをなす方が

優れてい石」として両価的な性格が帰されるのは，それぞれの技術者の「魂」の方

であり「技術」そのものではな♂。それゆえ，ここでもプラトンは，技術の両価的

な見方を避けるよう， 用意周到な言葉を選択していると言ってよいだろう 。プラ ト

ンは fヒッピアス (小)Jにおいても決して両価的な技術観にコミットしてはいな

いのである。

そしてじっさい，このようにして「技術者Jに二通りの場合を認めると，先に引

用した箇所の直後のポレマルコスの議論や，次章で述べるトラシユマコスの厳密論

での記述をよく説明することができる。では，そのポレマルコス との議論において，

今度は明確に価値負荷的な技術概念が登場してくるのだが，ここでは次のような与

格の表現が加えられていることに注目されたい。

「ところで音楽家は，その音楽の技術によって (τ17μovolxn)，人を音楽の才なき

者にすることができるだろうかつ」

「そんなことは不可能です」

「では馬術家は，馬術によって (祈 IJvux万)，人を馬術の才なき者にすることがで

きるだろうか ?J

「できませんJ(335c9-12) 

(8) ただし，次のー箇所のみ両倒的なあり方を技術の性質に帰しているのではないかと思われる
箇所がある。「そうすると，このような魂が恥ずべき行為をなす場合には，いつも故意にそれをなし
ているのだ，その能力と技術を通じてね (δui，376a2-3)oJ しかし，ここでの「通じて」という言葉
は，次に見る与格表現とは異なり， やはり主体としての魂がその技術を用いるという構図として考
えてよいだろう。
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ここでプラトンは，行為の主体である「人間としての技術者」が技術を誤って使う

可能性があるとしても， I技術」それ自体は任意の目的をもつことができないと意

識させるためにわざわざこのような表現を用いたと考えられる。以上から示唆され

ることは，技術を両価的で純粋な手段とする考え方は当時すでに流布しており，プ

ラトンはそのうえで技術それ自体にそのような考え方を適用しないよう注意してい

るということだ。ただし，この技術に対する見方の要請は，対話相手のポレマルコ

スが容易に同意しているように，われわれにとっても決して受け入れられないもの

ではなく，類比されるべき技術としての役割を無効にするまでの変更ではない と理

解してよいだろう 。

2. r国家j第一巻における技術の価値負荷性の意昧

『国家.1 340c2-342ellにおいて， トラシュマコスは「それぞれの専門家は，その

人がまさにその呼び名のとおりの者であるかぎりにおいては，決して誤ることはな

い (340d8-el)J という「厳密論」を持ち出し自らの立場を固守しようとした。こ

のトラシュマコスの厳密論は，彼自身にとっては「強者の利益」を保証するもので

あったが，ソクラテスにとっては「技術者」を「人間としての技術者」ではなく

「技術者としての技術者」と解することを要求する条件となった。 じっさい，この

一連の議論の導入部と結論部において「技術者」が話題となるときは，それを「あ

るべき技術者」として理解するようソクラテスは必ず注意している。それゆえ，こ

の箇所で真の技術はどのようなものであり ，真の技術者はどのようにそれを用いる

べきか，ソクラテスの意見がはっきりと述べられていることになる。このとりわけ

注目すべき議論でソクラテスが主張することは「真の技術者 (技術〉が目指すべき

ことは，技術を行使するものの利益ではなく技術が行使される対象の利益である」

という見解だ。以下少し詳しく議論のステップを検討しよう 。

(1) 技術者 (技術)とそれが働きかける対象それぞれにはなんらかの利益がある。

(341d6-10) 

(2) 技術は，技術として可能な限り完全であることだけがその利益である。

(341dll-12) 

(9) Burnyeat Cpp. 225-226)は，ギリシア誇の抽象名詞の与絡がある行為をどのように説明する
べきか示す機能をもつことに注意している (必ずそれを示すということには保留しているが)。 すな
わち，抽象名詞の与格は，主体がなす行為の性質を表わす，という ことである。そして彼はこの抽
象名詞として知識や技術も含まれることを指摘している。

(10) 341c5-6， 341c7-8， 341010， 342d5， 342d7， 342d10， 342e3， 342e7-8 
(11) この箇所の 1:DUrlωvが誰を指すかは解釈が分かれており， Adamは「技術者が働きかける対

象」とし Allanは 「技術者」とする。だが，ソクラテスは，技術者の利益がそれ自身の完全さの他
はないということを根拠に，支配される人々の利益を追求することをこれから論証するのだから，
Warrenに従って「技術者とそれが働きかける対象」を採用した。
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(3) 技術の対象は欠陥があり不足している。技術は対象のその欠陥を直すという

意味で利益を与える。 (341e2-342al)

(4) 技術自体には厳密論をとる限りいかなる欠陥もない。(342a2-b4)

(5) それゆえ，あらゆる技術者 (技術)はそれが働きかける対象 (支配する対象)

の利益を目指す。 (342b4-ell) 

(5)の結論にある「対象の利益」とは何を意味しているのだろうか。瀬口は「ここで

の議論は，技術の両価性を否定し，対象の利益すなわち善を求めることを技術の内

在的な原理として確立する必要を主張している」と解釈する。この「内在的な原

理」の内容が多少陵味であるが，これを次のように言い換えているためその含意は

明らかだろう。

プラトンにとって，ある技術がその対象を知るということには，対象にと っての善

を知ることがつねに含まれている。プラトンの技術論には，知こそ善く生きるため

の原理であるとするプラトンの知識論が浸透しているからである。倫理的知と技術

的知は，普く生きるための知識として分かちがたく結びついているのである。

以上み られる ように，瀬口がこのトラシュマコスとの議論において論点として確立

されたと解釈するのは，あらゆる技術は「対象にとっての善」すなわち「善く生き

ること」や「倫理性」を含む価値を知ることをその内在的な原理としてもつ，とい

うこと 足。 そしてこのようなプラトンの技術に対する要請は「技術的な知識が倫理

性をその内部にはいっさいもたぬ道具的知性に堕する危険性への警鐙」とも述べて

いる。しかしながら，個々の技術が目指すべき「対象の利益」とは，瀬口の述べる

ように，善く生きることやそのような意味での倫理性までも含む広い文脈で用いら

れているだろうか。

ソクラテスは「正義が目指すことは支配者にとっての利援ではなく ，支配する対

象にとっての利益」であることを再び確認する次の議論において (346al-347a5)，

以下のように述べている。

「いや，もし厳密に考えなければならぬとすれば，医術がっくり出すものは，あく

まで健康だけであり，報酬をもたらすのは報酬獲得術のほうである。また，建築術

のっくりだすものは，家であり，報酬獲得術が別にそれに伴うことによって，報酬

をもたらすのだ，ということになる。その他同様にして，あらゆる技術は，それぞ

れがなしとげる自分だけの働き (τδαdτiicExaσr:1) EQYov)をもち，自分が配置さ

れている当の対象 (txeIvotφゆr:emxr:ω)に利益を与えるのだ。j (346d2-6) 

(12) 瀬口 (pp100-J02)0 Warren (p. 105)もはっきりとは述べていないが，何らかの意味で道徳
的な普さをここの議論に見ているので瀬口と同様の立場と思われる。
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この言明から「技術が目指す対象の利主主」とは「それぞれがなしとげる自分だけの

働き」による利益と判断できるだろう 。すなわち，医術なら病気の人を健康にし，

建築術なら家を必要とする人に家を与えるということだけの利主主であって，対象の

生き方や倫理に関わる事柄は一切考慮されていない。

また，瀬口は対象が無生物の場合，たとえば，笛作りの技術が利益を与える「対

象」はその製作物(笛)であると述べ，数術や計算術が手IJ援を与える「対象」は数

学的理論や数学的計算であると述べている。ところが，笛作りの技術における笛や，

数術と計算術における理論と計算は，それらを先の引用箇所で語られた「働き」

(EQYOV)と「対象」の二つの要素に当てはめてみれば，どちらも「働き」の範鴎に

入るものである。それゆえ，そのような笛の利益や理論 ・計算の利益は，技術の

「対象」の利益では決しでなく，むしろ，技術の「働き」の向上に応じた技術それ

自体の利益であり， (2)の「技術として完全であること」の利益に属することになる

だろう 。対して，それぞれの技術が利益を与えるべき「対象」とは， (3)に見られる

ように「なんらかの欠点をもち他のものの働きを必要とするもの」であった。つま

り，技術の「対象」とは，そのような技術の「働き」を必要とするが，決してその

「働き」と 同一ではないこの世界の何らかの存在とみなさなければならない。具体

的に言えば，笛作りの技術の「対象」は，製作物の笛ではなく笛を必要とする「笛

吹きj，そして，数術や計算術の「対象」はそれらの理論や計算ではなく「数論的

な側面，または計算の側面に欠陥がある何らかのもの (そのもの自体は不正確な家

の設計図など何でもよい)j などと考えてよい。そしてそれらの場合，技術が「対

象」に与える利益とはそれぞれ，厳密論によって完全さが保証された笛を笛吹きに

与えることであり，同様に，完全な理論や計算を不正確な設計図に与えることなの

である。

以上，ここまでで明らかにされたように，個々の技術が目指すべき利益とは，そ

の「対象」が生物であれ無生物であれ，それぞ、れの技術の固有の「働き」に対応し

た利益であり，ここで技術に負荷されている価値とはあくまで「技術的な利益」の

ことである。それゆえ， r国家j第一巻の技術論の主要な論点は， Roochnikが適

切に述べているように，技術の志向性Cintentionality)への強調だろう 。技術は自

分の利益や第三者の利益などの任意の目的を追求するものではなく，その固有の働

きを必要とする対象にとっての利益を追求し目指さなければならない。このような

意味で，技術は，先ほどの両側性の議論で確認したような目的から完全に分離した

純粋な手段なのではなく，目的的 (purposive)な性格をその内在的な原理として

(l3) 瀬口 (pp.103-104)
(14) 技術の対象と働きについてのより詳しい分析は，岩田 (pp.32-35)を参照。
0司 Roochnik([2]， p. 141) 



38 

もっていど。しかしながら，その目的や探求の領域は，その他の初期対話篇でもし

ばしば語られているよう d，対象の生き方や倫理性を含む価値を知ることまでを含

みうるのでは決しでなく，その技術に固有の能力に限定された範囲内での対象の利

益なのである。したがって，より広い善のあり方から眺めた場合，個々の技術の追

求している利益が，その対象にとって本当の利益ではない可能性も当然、ある。たと

えば，医術はつねに患者の病気を治すことを目指し，そのための知を追求しなけれ

ばならないが，そこからさらに，患者の善き生き方を考え，彼を健康にすることが

本当に有益であるのかどうか判定できるような知識を，その内在的な原理としては

もたないのである。

『国家j第一巻は， wコルギアスJの「真の技術は最善を目指す」というソクラ2
スの主張を背景にして，技術の倫理的な価値負荷概念がしばしば読み込まれてきた。

しかし，これは二重の意味で、誤っていると言わなければならない。 『国家』第一巻

において，技術が対象にとっての倫理的価値の勘考までをその内部に負荷されるべ

き記述はどこにもないし，さらにまた，次に論じるように 『ゴルギアスjにおいて

もそのような視点はないのである。

3. 真の技術と似非技術

『ゴルギアスJ462b-466aにおいて，ソクラテスはゴルギアスとボロスとの議論

の中で真の技術と似非技術を区別 し，八つの技術を以下のよ うな図式に振り分けた。

(領 域真 の技 術 似非技術)

魂………政治術………...・H ・.......・H ・1. 立法術 l. ソフィストの術

1I. 司法術一一一2.弁論術

身体…-一身体の世話をする技市i>j......I 体育術一一 l.化粧術

E 医術 2 料理体f

弁論術や料理体fなどは，ソクラテスが465al-6fこおいて述べている技術が満たすべ

き次の二つの基準をクリアできないために， 真の技術ではなく似非技術と呼ばれる

ことになった。

Cl 技術は働きかけるものの自然本性と，とりおこなう処置の根拠について理

(l6) Roochnik ([2]， pp. 141-142， p. 145). Roochnikは，技術の目的的な性格を適切に指摘して
いるにもかかわらず，その利益が生き方や倫理性までを含むような対象にとっての本当の利益では
ないという理由で，この目的的な技術を任意の目的をもっ先の両価的技術と同じものとして論じて
しまっている。
(I司 Chrm.164b7-cl， La. 195c 
M たとえば瀬口 (p.101)0 Parry (pp. 13-24)も両対話篇の連絡を論じている。
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論的説明ができる。

C2 技術は対象の快楽ではなく最善を目指す。

このように真の技術と似非技術を区別したプラトンの意図がその痛烈な弁論術批判

にあったことは明らかだが，議論の細部は必ずしも明確ではなく，多くの疑問を生

んでいる。何故，弁論術をはじめとする似非技術は真の技術と呼ばれないのだろう

か。たとえば， Clに関して，似非技術はソクラテスによって「醜い (463d4)J と

呼ばれているが，たとえ感覚を頼りに熟練した料理人が認識的側面を欠いていると

しても，醜いとまで否定される必要はない。また， C2に関しても，もし快楽が完

全に善から切り離されていることが証明されているのならば，その批判は正当かも
帥 削

しれない。 しかしそうでない限り， Irwinも適切に指摘しているように，快楽を目

標とする営為は同時に最善を目標とする営為である可能性もあるのだ。

そして本稿においてとりわけ着目すべき問題は， ClとC2が互いに離れがたく

結びつき，相錯綜して論じられているということである。すなわち， Clにおける

方法の観点が C2における目的の観点と決して切 り離されず， C2が技術性の有無

の重要な要素として Clの内に含まれているかのように記述されているのである。

このような弁論術批判をプラトンが行っていることに対して，藤淳一が有益なコメン
凶

卜をしている。

けれども，批判の基準としては，方法上の事柄と目的に関することとを一応きりは

なし，そして技術であるための条例ニを，まず必要条件のかたちで考える場合，これ

を方法に関することのみにかぎることも可能なのではあるまいか。(中略)たとえ

目的が味覚に快感をあたえることにあったとしても，身体や食物や調味料に関する

厳密な理論や計算にもとづく料理法は，必要条件をみたしているという意味では，

技術と呼ばれでも差し支えないように思われる。

ここで，似非技術とされる技術は，先の 『国家1第一巻で価値中立的な技術概念が

否定されたのと同様に，全く目的から独立した仕方で恋意的に用いられているとい

う理由で否定されているのではない。 じっさい，料理術は人々に美味しい料理を与
包3

えているにもかかわらず，すなわち，自らの固有の働きをなしわれわれに利益を与

えているにもかかわらず，むしろまさにそのことゆえにプラトンによって批判され

ているようにみえる。この事実を考慮すると，たしかに藤津が述べるように，料理

(1司 テキストは Doddsに従う。ここで理論的説明が与えられるべき二つの要素は，先に 『国家』
第一巻でみた「対象」と「働き」の二つにそれぞれ対応するように恩われる。
白骨 499b-500aでは快楽に普いものと悪いものの両方があることが述べられている O

~J) Irwin ([ 2]， p. 135) 

凶藤I宰 (pp.41-42)。
ωCf. 522a2-3 
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術がたとえ C2の基準をクリアしていないとしても「われわれの味覚の自然本性を

研究し，かっそれ対する食材選びゃ味付けの根拠を理論的に説明する」ことによっ

てClの基準をクリアする可能性 (それによって真の技術と呼ばれうるかはさておき )
Coi 

も十分にあると考えるのは当然だろう 。 しかしながら， C2の観点における「目的

が快楽にある」というプラトンの批判は， Clの基準のそのような理論的説明の可

能性をも，それと 同時に打ち消してしま っている ように思われる。プラトンの真の

技術に対する要請と，似非技術に対する批判のポイントは正確にはいったいどこに

あるのだろうか。

この問題に対して， rゴルギアスjの「さきに言われたような弁論家，つまり，

真の技術をもっすぐれた弁論家は，まさにこれらの徳性に目を向けながら，そのあ

らゆる言行を通じて人々の魂に働きかける (504d5-7)J という記述は，先に似非技

術とされた弁論争|すの理想、のあり方の可能性を指摘しているものとして注目されるべ
回

き言明だろう 。さらに，その後の箇所でソクラテスは，自分の話が快楽ではなく善

を目指しているという理由で，自分だけが真の政治術を行使していると述べている

(521d6-el)。けれども，ここでプラトンが要求しているのは，はたして，弁論術が

司法術のtうに人々の魂に正義や節制を与えることだろうか。同様にして，料理術

が医術のように人々の身体を健康することだろうか。 『ゴルギアスJにおいて善く

生きるという技術の倫理的な価値負荷概念が読み込まれ， r国家』第一巻の技術論

としばしば結びつけられてきた背景には，このような暗黙の了解があるように思わ
回

れる。 しかしながら， Irwinも適切に注意しているように，真の弁論術が上記のよ

うなものであるのなら，その実現は，自らの弁論に関する技術を捨て，それが快い

かそうでないかに関わらず， しかるべきものをただ提供することによってのみ可能

となる。つまり，弁論術がそのようなものである限り，それは司法制すとの区別がな

くなり，司法術そのものになってしまうことは必然だろう。そして実際，このよう

凶 Roochnik(1'. 186)， lrwin ([2]， 1'1'. 209-210)， Dodds (1'. 229)らは，快楽がそれを受け入
れる人の趣向の違いなどによってある意味不確定なものなので体系的な説明を与えることができな
い，とコメン卜している。しかしながら， Woolf (1'1' 122-123)が適切に指摘しているように，ソ
クラテスは快楽の原理が体系的に説明される可能性を決して排除はしていない。というのも， C2の
基準は後に「いろいろの快いことがらのなかから，どのようなのが善いことであり，とのようなの
が悪いことであるかを選びわける (500a4-6)Jこととも言われている。たしかに，似非技術は「快
楽というものの本性も原因もなに一つしらべるわけでなし，理論のひとかけらさえなく，分類して
数え上げるということなどはぜんぜんしない (501a5-7)Jと批判されている。けれとも，その批判
は「とうすれば魂に快い感じがもたらされるかということだけを研究して，そうした快楽のうちで
どれが普くどれが悪いかというようなことは考察もしなければ， もともと関心の対象にもならない
(501b5-8)Jことがその内容である。それゆえ，快楽の理論的説明をしないというのはその善悪の考
慮がないという意味であり，快楽自体の説明可能性は，否定されているというよりもむしろここで
容認されているように思われる。

白司 Cf. Dodds (1'. 330). rゴルギアスjと 『パイドロスjの弁論術の扱い方の相違は本稿では扱
うことはできない。
同 lrwin([2]， p. 215) 
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な解決は先の ClとC2の結びつきも上手く説明できないのである。

この問題を解決するためには これまで述べてきた個別的な技術の要件よりもむ

しろ，プラ トンが諸技術の問に導入しているある特殊な関係に着目する必要がある。

それゆえ， rゴルギアスJにおけるこの真の技術と似非技術の問題に直接踏み込む

前に，少々諸技術の関係について予備的考察を行いたい。

4 技術の階層性

これまでわれわれは，プラトンの考える個々の技術とはすべて，それぞれに固有

の利益を与えるという 意味で価値負荷的であり，目的的な性格をその内在的な原理

としていると論じてきた。Bambroughもまた，クラフト ・アナロジーの典型例で

ある「国家の船の比職 (R.488a-489a)J を取り上げ，次のように述べる。「パスの

運転手 (船の舵取り人と同様)は自分の特別な技術を持ち訓練されているが，運転

するルートを決める資格は彼にはないし，また可能でもない。同様に，政治家が特

別にする資格のある決定は，ある所与の目的がどのように達せられるのかというこ
聞

とについての決定なのである。」そして Annasは，これを技術論一般に拡大し，

「技術はある確定した目的を持ち，それを達成する手段と方法を見出す。関係する

勘考は，手段 目的の勘考である。技術それ自体の目的が何かということについて
闘

の問題はその技術の部分にはない」と述べている o たしかに，個別的な技術はそれ

ぞれ，先に確認したように，みずからに固有の役割を超えるような考察をその内部

には決して含み得ない。けれども， Bambroughの挙げるクラフト ・アナロジーの

困難に対して，プラトンは決して無防備であるわけではない。ここでは Annasが

先の引用に続いて「もちろん，他の諸技術の観点を含むことで，これ (技術の目的

に関する問題)は他の観点か ら問われうるけれど」とほのめかしていることの意味

をより詳しく検討してみよう 。

Tilesは， Bambroughが提起した問題に対して，プラトンの技術概念そのものを

掘り下げながら有益な議論を行っている。その議論の主要なものの一つは 『国家』

第十巻の次の記述についてである。

「それぞれのものについて，いま挙げたような三つの技術があるのではないかね

一一すなわち，使うための技術，作るための技術，真似るための技術」

(中略)

「そうすると，まったく必然的に，それぞれのものを使う人こそが，最もよくその

ものに通じている人であり，そして，自分の使うものが実際の使用にあたって，ど

E司 Bambrough(1'. 195) 
闘 Annas(1'. 26). 
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のようなょいところあるいは悪いところを示すかを，製作者に告げる人となるの

だ。J(601dl-lO) 

たとえば，笛吹きの技術のような「使う技術庁」は，笛っくりの技術のような「作る

技術」に対して，どのような笛を作るべきかという指示を与え，目的を付与する働

きをもっていZ。この記述を注意深く見てみると，次の Barr伽 oughの主張は不適

切であることがわかるだろう 。すなわち，彼は I(技術者の目的を)決定するのは技

術を持たない客であり ，彼の指示に従って行動するのが技術を持った専門家であ

Z」と考える。たとえば，寝椅子作りの目的を決定するのは，実際にそれを使うお

客さんだと，彼は考えていることになる。 しかし， Tilesが適切に指摘しているよ

うだ I笛吹きは笛を作る技術がない (中略)が，プラトンは，彼らのことを無条

件に「技術のない」という記述の下に括ってもらいたくない」ことは明白だろう 。

つまり，ある技術の目的は，その所産を用いる任意の人々によって決められうるの

ではなく，その技術の正しい使用法を確実な知識として理解している技術によって

のみ決められうるのである。それゆえ，笛吹きが自分にしかその善さが理解できな

い笛の地状を笛作りに依頼することがあるように，ある技術に関して一般には自明

ではない目的を，それを用いる技術が与えることもあるだろう 。Irwinがプラトン

に徳の技術的概念を認めなかった理由は「徳が技術的概念で表されるのならば，そ

の目的は徳のある人にも徳のない人にも確定したものとして同意されていなければ
O~ 

ならない」というものであった。けれども，以上の議論から，彼がアナロジーを分

析する上で暗黙に了解してしまっている 「技術の目的は誰にでも受け入れられるよ

うな確定したもの」という前提こそが誤っていると言わなければならない。という

のも，徳の目的が徳のない人にとって自明でないように，プラトンにおいては技術

の目的もその技術を用いる技術以外の人には決して自明ではないのである。

したがって，それぞれの技術はある目的を達成する手段を極めるための知の体系

であるばかりでなく， 下位の技術に「どうあるべきかJ，Iなぜそれが善いのか」と

いう目的・価値基準を与え，そしてまた上位の技術から与えられるような，支配一

従属 (使う一作る)関係にあることがここで示唆されていることになる。そしてそ

のような意味で，それぞれの技術は相互の連絡を必須とする知の側面も持つのであ

る。

さらに，この技術の支配一従属関係の連鎖を次々に考えていけば，無数の技術の

ヒエラルキーを構成することができる。そしてこのヒエラルキーの頂点に立つもの

凶 『国家』の記述だけでなく，初期対話筋においても，同様の記述は散見される。Cf..Euthd 

290b7-c6， Cra. 390bl-5 
(30) Bambrough (p 201) 

(31) Tiles (p. 56) 

倒 Irwin([ll， pp. 82-101， especially pp. 84-85) 
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は，それが何であるかはさておき，最終的に下位にある従属的技術全てに対してそ

の目的の正しさを保証する存在となる。前章までに述べてきたように，技術の目的

はすべて，それぞれ単独に考えられた場合には，それらの働きに固有で、ある条件付

きで可能的な利益 (善)でしかあり得なかった。けれども，それがこのヒエラル

キーの中に組み込まれ，その頂点に君臨する技術によって正しく設定される場合に

は，対象にとって善く生きることまでを含むような本当の利益 (普)と結びつく可
~ 

能性がある。以上を踏まえると，それぞれの技術がその対象にとっての倫理性まで

を含む価値をもし実現することができるのならば，その可能性は上位の技術に従う

という 仕方で，そして言わば外在的な原理として，それらの技術に認められている

と考えなければならないだろう 。

5. rコルギアスjにおける真の技術の条件

さてここまでの予備的考察を踏まえて，先ほどの 『ゴルギアス』において課題と

なっていた真の技術と似非技術の問題に戻ろう 。プラトンが提示した ClとC2の

二つの条件がそもそもどのような議論によ って導かれたのか確認されたい。

l 身体および魂と呼ばれるものがある。

2 身体には身体の，魂には魂の，それぞれ善い状態というものが何かある。

3 見たところ善い状態のようだが，実際にはそうではないといった状態がある。

たとえば，見かけは身体の調子が善さそうだが，ほんとはそうではなくて，医

者とか体育家のような者でないかぎり，なかなかそれに気づかない。

4 そういったことが身体においても魂においてもありうる。つまり，身体なら

身体が，魂なら魂が，それぞれ善き状態にあるかのように見せかけはするけれ

ども，実状はそれによってすこしも善くなっていないというような，そういう

効果を与えるものがある。(464al-bI)

真の技術と似非技術の対比は I実際の善さ」を与えるものとたんなる「見かけの

善さ」を与えるものとの対比を示している。医術は，実際に身体の善い状態に関わ

るものであり，人々に善いとみえたり思われたりすることに関わるものではない。

さて，ここで着目すべきなのは，医術と料理術の両技術が I健康」と「美味しさ」

という互いに異なる利益をわれわれに与える役割をもっているにもかかわらず，

「身体の善さ」という同じひとつの目的を目指すべきもののようにあえて論じられ
国

ているのは何故かということだ。すなわち，真の技術も似非技術もそれぞれに固有

同 Cf角谷 (pp.22-23) 
凶 ここで述べられている「善い状態」は後に (504b-c)，r規律」と「秩序」と言い換えられ，

身体の場合にはそれが 「健康Jまたは 「強壮さ」と特定されることになる。この 「健康」と「強壮/
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の役割を持っている限り，その互いに異なる固有の基準を用いてそれらの優劣が判

断されるべきであるが，ここでの議論は魂・身体の善い状態というただひとつの基

準のみを用いて，魂・身体にその善さを与えてくれるものを真の技術とし，それ以

外のものを似非技術とする区別が行われているようにみえるのである。

ここでソクラテスが述べていることを理解するための鍵は，前節で確認された使

う技術一作る技術，すなわち支配ー従属の関係を思い起こすことだ。『ゴルギアス』

において，医術と料理術がこの支配一従属の関係に対応すべきものであることは次

の箇所できわめて明確に指摘されている。

「みんなは，いまあげたようなすべての仕事とは別に， 医術や体育術のような技術

がちゃんとあって，これこそがほんとうの意味で身体の世話を心がける仕事なので

あり，そしてこの技術こそは本来，さきに述べたすべての技術 (小売商人，貿易商ー，

パンっくりの職人， 料理人，織物工，中It造り ，皮なめし工など)を支配し，それら

が作り出す産物を自分のために利用してしかるべきものなのだ，ということを知ら

ないのだ。

なぜなら，この技術は，どんな食べ物や飲み物が身体をよくするのに役立ち，ど

れが筈になるかを知っているのに対して，さきにあげた他のすべての技術は，それ

を知らないのであるから。だからまた，そういった他の技術は，身体のために働く

にあたって，召使い的，奴隷的，非自由人的な性格を示すのであり，これに対して

医術と体育術とは，当然の権利として，それらのものの上に君臨する女王たるべき

ものなのである。J(517e3-518a5) 

以上，ソクラテスが料理術を似非技術として批判するその理由の本質とはつまり，

料理術が身体におけるヒエラルキーの女王の座を占めるふりをしているからだ。本

来ならば女王に従属すべき様々な技術が，魂と身体それぞれにおいてヒエラルキー

の女王の座を占めるはずの真の技術のふりをして人々を欺く。それが『ゴルギア

スjの弁論術批判におけるソクラテスの主限なのである。弁論術は「政治術のなか

の一部門をまねた模像 (eIaωλOV，463dl-2)Jであり，似非技術とされた四つのへつ

らいは「それぞれの部門のもとに何くわぬ顔でもぐり こみ，自分が変装したその当

の真の技術にまんまとなりすましている (464c6一dl)oJ言い換えると，料理術が批

判されているのは，子供や愚かな大人たちの問でどちらが食べ物のよしあしを知っ

ているか医術と競い合う場面であり ，そしてそのような無知で愚かな人々へのへつ

らいこそが「醜い」のである。

¥さ」は，それぞれ医術と体育術に固有の利益である。中畑 (p.14， n. 31)が適切に注意しているよ
うに，ここでの真の技術と似非技術の区別を導く議論においては (462b-465d)，身体の「健康」や
「強壮さ」のような言葉は直接には用いられず意図的に 「善き状態」という言業に置き換えられてい
る。
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したがって料理術は，医術のふりをしてその競争相手である限り，医術と同じひ

とつの基準から判断され， 医術が与える身体の 「実際の善さ」に対して「見かけの

善さ」しか与えていないと批判されることは当然だ。料理術が医術と競い合ってい

る限り，医術に従属してそこから身体の善さに関して教えを受けることもない。も

しも料理術が医術に正しく用いられ支配 従属の関係を保持しているのなら，たと

えそれが身体に関して女王の地位となる技術ではなくとも，医事jijから教えをえるこ

とで，全くの素人とは異なって身体の「実際の善さ」に常に関わりうる。料理人は

食事をする人の健康状態と健康に善い食材などを医者に聞き，それによ って設定さ

れた目的に向かつて自己の働きをなすことで実際に健康に善く味も善い料理の提供

を目指すことができる。そして，そのように理解する限り，先の ClとC2の二つ

の基準はひとつに結びつく 。つまり，料理術が医術の競争相手として女王の座を主

張する場合には，満たすべき Clの基準は「身体の健康状態と治療の理論的根拠」

となり I身体の健康状態を目指す」という C2の基準とともに，このような Clの

基準を料理術がクリアしないのは明白だろう。反対に，料理術が医術に正しく従属

する場合には「味覚の自然本性と食材選びゃ味付けの理論的に説明し (Cl)Jかっ

I(医術によって健康という実際の蓄さも保証された)美味しさという快楽を目指す

(C2)Jことによってそれが真の技術と呼ばれうる可能性を，プラトンは決して否

定しないはずで、ある。

以上より，ソクラテスによって似非技術とされた様々な技術が真の技術の地位を

奪回しうる条件とは，決して対応する真の技術の役割を果たしその技術に同化する

ことではなく，それらの真の技術に適切な仕方で正しく使われること，すなわち，

それぞれのヒエラルキーの中でみずからの立場を自覚し支配一被支配の構造にきち

んと適合すること，と言ってよいだろう 。この主張は 『ゴルギアスJ終局部に述べ

られた，ソクラテスの次の言葉に明確に表現されている。

「弁論争|すも このように， つねに正しいことに役立てるためにこそ用いなければなら

ぬ。他のすべての行為と同じように。J(527c3-4) 

6.結語

f国家j第一巻と 『ゴルギアスjにおけるプラトンの技術論は，技術と価値の問

題に関して，決して同じ意味内容を持つてはいない。 『国家j第一巻では技術の目

的的な性格が論じられ，それぞれの技術に固有の利援を目指すという意味での内在

的原理が語られていた。これに対し『ゴルギアス』では 個別的な技術の要件より
cl!l 

もむしろ，諸技術の支配一従属関係に焦点があり，倫理性までも含みうるようなよ

同 ただし 『ゴルギアス』の真の技術と似非技術の議論は， r国家』第一巻の技術の価値負荷性/
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り広範な善が外在的な原理として技術に組み込まれるべき見解が示唆されている。

ここで，私の結論によれば結局，先に批判の対象であった瀬口の解釈のように，そ

れぞれの技術が倫理性までも含めた価値を目指すことになるのではないか，という

疑問が生じるかもしれない。たしかに 個々の技術が諸技術の階層関係に正しく紐

み込まれている場合には，それらそれぞれの固有の目的は，最終的な善さの方へ結

果的に正しく向かっていることになり，そのように言うこともできるかもしれない。

しかしながら，その場合でもなお，個々の技術がその内部で目指しているものは，

それぞ、れの技術の固有の領域に限られたものであり，その境界線を意識することが

『ゴルギアスIにおける似非技術批判，ないしはプラトンの技術論を理解する上で

重要な差異を生むと私は考えている。すなわち， rゴルギアス』 においてプラトン

があるべき技術の姿として意図したことは，たとえば，料理術 (料理人)が健康の

ことまでを考えて料理を作ることなどでは決してなく，あくまで健康に関する事柄

には無知であるとの自覚からみずからの立場をわきまえることであっただろう 。同

様に医術の場合を考えてみるならば，医者ができることは患者の病気を治すことだ

けであり，それ以上の事柄にはあくまで謙虚な姿勢を保つことをプラトンは要求し

たのだと!恒われる。

そしてまた 『ゴルギアス』 においては，クラフト・アナロジーの問題を考えるう

えで重要な，魂が身体を支配するヒエラルキーの構造についても触れられている。

ここまでの論述では，医術 (体育術)は身体の最善を目的とする技術であり，下位

の料理術などに対して健康に善い料理を作るよう命令するヒエラルキーの頂点に立

つ技術としてきた。 しかしながら，身体が魂に従属するあり方がプラトンの考えな

らば，医術もそれに従属すべきさらに上位の技術を持つはずであり，医術内部にお

いて身体の善さ (健康)を「見かけ」から脱して正しく特定することはできないこ

とになZ。実際プラトンは， rゴルギアス』の中で次のような注意を払っている。

「じっさいまた，もし魂が身体の上に立つということがなくて，身体が自分で自分

を監督するのだとしたら，そして料理法と医術とが，魂の見張りのもとに区別され

るということがなくて，身体が自分だけで，自分の気に入るものを基準にして両者

¥と全く異なる議論なのではなく，すでにこの価値負荷性の論点が含まれて始ま ったものと考えられ
る。というのも， rゴルギアス』のその直前の 456c-461bにおいては弁論術を不正に用いる」と
いう技術の両価的な考え方をめぐってコゃルギアスを論駁する議論がなされており，以降の議論はそ
れを踏まえて進んでいるからである。それゆえ， rゴルギアス』の技術論は， r国家j第一巻の技術
論と密接に結びついているのであり ，それよりもさらに豊富な内容をも っていると言っても よいか
もしれない。
同 Tiles(p. 59)彼は，医術のように一見「身体の健康」という自明の目的をもっと考えられる

技術も，国の指導者が治療方針を指示するなど，上位の技術との関係からその目的の再構成ないし
厳密化の可能性を議論している。たとえば，国家の方針が，平均寿命を犠牲にしてでも，人口を増
加させるとか，肉体的に強くするとか， 一般の思わ くに反するが，身体に対するより広い見地から
の利益を，その目的として医者に付与する可能性がある。
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を判定するのだとしたら， (中略)医術のすることも ，健康のためのことも，料理

法のすることも，みんな区別がなくなってしまうことだろうね。J(465c7-d6) 

そしてこのような魂 身体のヒエラルキーを上っていくと，結局すべての価値判断

の基準が生み出される魂の善い・悪い状態を対象とする技術に行き着くことが予想

されるだろう 。『ゴルギアス』 においてはそれが政治術と語られていたが，それは

医術や体育術などと同様の技術概念で、表すことができるものなのだろうか。また，

そのような政治術と倫理性とはいかなる仕方で結びついているのだろうか。クラフ

ト・アナロジーの是非，ないしは徳と技術，倫理の関係などいまだ多くの困難な課

題は残されている O これらの問題に直接踏み込むことはできなかったが，本稿での

考察はその解決への第一歩に向けて確かな筋道となると私は信じている。

(京都大学・博士課程・日本学術振興会特別研究員 DC)
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対話と魂-rゴルギアスj469b-475e 

松井克文

序

プラトンの『ゴルギアスJには古くから， r弁論術について」という高Ij題がつけ

られており，とりわけ前半部においてはそれが本編の主題をな しているのは事実で

ある。 しかし弁論術についてのみ語られているとしたら，こ の対話篇は我々の大き

な関心対象にはならないだろう。我々を惹きつける理由として，この当初のテーマ

の背景に一貫する普遍的な問題意識が挙げられる。

「ほかでもない，君も見るとおり，いまぼくたちの議論で問題にされていることは

といえば，そもそも，いささかでも心ある人聞にして，これ以上真剣になれるよう

な問題が何か他にあるだろうか。人生をいかに生きるべきかという，この一つの問

い以上につ j (500c) 

この一文が示すように，この対話篇では，議論の進行とともに，中心的なテーマと

して「生き方」をめぐる問題が浮かび上がってくるのである。

その「いかに生きるべきか」という聞いをめぐる議論のなかで，ソクラテスのポ

ロスに対する論駁の妥当性に関して，これまで多くの議論が行われてきた問題があ

る。本稿ではまず，その問題の所在を提起した Vlastos，そしてそれに応答した

Kahnの，有名な一連の議論を確認 ・検討をする。さらに，それを通じてソクラテ

スの論駁が「生き方」を考える上で果たす意義を提示したい。最終的に「生き方」

をめぐる聞いの中心となる「倫理的行為の主体」としての魂の役割に言及するのが

本稿の目的である。

I ポロス論駁における問題の所在

ポロスは反局長されたのか?

Vlastosがソクラ テスとポロスの議論の妥当性について異議を唱えて以来，次々

(1) Vlastos (1967)， Kahn (1983) 
(2) 中畑 (2008)，pp. 15 
(3) Vlastos， op. cit 
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SUMMARIES 

Aristotle on Virtue Ethics 

Masashi NAKAHATA 

Ever since G. E. M. Anscombe published the celebrated paper‘Modern 

Moral Philosophy' in 1958， we have witnessed a revival of virtue ethics 

Recently， however， the concerns of virtue theorists have become so diverse 

that‘virtue ethics' is questioned as a legitimate category even by those who 

were hitherto regarded as its advocates. 

What can Aristotle， arguably the father of this ethical theory， say about 

the current complexity of virtue ethics? 1 address this question in the pre-

sent paper. For this purpose， 1 discuss two issues that Aristotle scholars 

have extensively debated on: (1) Does the argument of his ethics demand 

some‘extra ethical' support from his psychology and metaphysics? 1n other 

words， is Aristotle a foundationalist in ethics? (2) Does practical wisdom or 

practical reason not require ethical principles in universal terms? Is Aristo 

tle a moral particularist? 

With regard to the first issue， foundationalist interpreters such as Irwin 

argue that the psychological theory of the Function Argument (EN 1. 7) is 

the pathway to Aristotle's other non-ethical works， which are supposed to 

lay the foundation of ethical contention. However， 1 observe radical differ-

ences between the psychology of Ethics and that of non-ethical works. In 

Ethics， Aristotle presents a detailed account of the soul after presenting the 

Function Argument， and the twofold distinction of the soul does not corres-

pond to the fourfold distinction in De anima. Furthermore， De anima 1. 1 

states that an adequate explanation of affection such as anger should inte-

grate material explanation. However， in Rhet07-ic， Aristotle defines anger 

without taking its material aspect into account; it is this definition of anger 

that he presupposes in Ethics CIV 5). From the above findings and other 

considerations， 1 conclude that according to Aristotle， ethics differs from 

natural science in terms of both approach and framework， and that his 

ethical psychology should be considered not as a scientific account of the 

nature of the soul but as an explanation of moral phenomenology 
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As for the second issue， particularist interpreters such as McDowell claim 

that practical wisdom is the ability to 'see' what needs to be done according 

to the context and that it does not need any further defence which appeals 

to general principles. However， 1 argue that such a view suppresses an 

important dimension of Aristotle's ethical thinking. Firstly， Aristotle's warn-

ings about the inexactness or usualness (φc EJd τδnOAu) of the ethical 

investigation， which is generally regarded as evidence for particularist inter-

pretation， does not exclude the need for the understanding of general ethical 

truths; rather， it allows the pursuit of general principles， with appropriate 

awareness about their exceptions. Secondly， Aristotle himself strives for not 

just a few universal generalizations in Ethics: the specification of the con-

tent of happiness， general formulation of ethical virtue as the right mean 

between excess and de五ciency，principles of justice based on arithmetical 

and geometrical proportions， and so on. 

It is true that ethical virtues are acquired through habituation， a process 

that shapes and integrates socially sanctioned beliefs and desires together 

into one's dispositions. Therefore， one's mind is not easily susceptible to 

capture in universal terms. However， this is also the reason that practical 

wisdom is required in addition to ethical virtues. Such internaliz巴ddisposi-

tions unreflectively tend to exclude desires and beliefs that are antithetical 

to social mores. Practical wisdom articulates them into certain principles or 

general rules to determine whether they are appropriate 

Thus， Aristotle's next step with regard to virtue ethics is to emphasize 

the critical potential of practical reason; this will enable us to critically 

reevaluate the principles and universal aspects of virtue ethics 

An Introduction to Craft Analogy: On the Problem of Techne and 

Value in Plato's Reρublic I and Gorgias 

Naoya IWATA 

In Plato's early dialogues， Socrates searches for human virtues by means 

of analogies with various crafts. This analogy between crafts and virtues-

the 'Craft Analogy' - was extensively discussed by Irwin with regard to 

the development of Plato's thought in his middle dialogues. Since then， 

while the problems on this subject have been widely considered， they have 

not been resolved 
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Although various studies on the technical concept of virtue have been 

conducted， little attention has been paid to the concept of techne itself， 

because these studies mainly ascribe th巴 value-neutraland instrumental view 

of techne to Plato from a modern perspective. Hence， in this article， 1 do 

not巴xplorethe issues concerning the Craft Analogy in detail， but limit the 

discussion to Plato's concept of techne itself. The incorrect assumptions of 

the above studies make the meaning of the virtues and Plato's analogy 

unclear. Therefore， 1 focus on discussing the relationship between techne 

and value. 

In chapters 1 and II， 1 consider the question whether Plato believed in a 

value-neutral or 'value-laden concept of techne in Republic 1. Some scholars 

Ce.g.， Roochnik) assert that Plato consistently regards techne as value.neu-

tral from the beginning. However， even in Hippias Minor， which is general 

ly assumed to have a value-neutral view of techne， Plato's choice of words 

shows that Plato does not consider techne to be value-neutral. In Hipρzas 

Minor a/ well. as in Republic 1， Plato clearly distinguishes between the 

users of technai， who sometimes use it incorrectly， and techne itself， which 

is always expected to realize their correct aims and is therefore value-laden 

Thus， even if general technicians use each techne as value-neutral， Plato 

believes that true technicians should use it as value-laden， and that the 

purpose of techne is to pursue their original goals in essence. 

In contrast， other scholars Ce.g.， Seguchi) claim that Plato requires each 

techne to aim at the welfare of others and enrich their lives. According to 

Plato， each techne must benefit its objects， but the benefit is not concerned 

with morality in the sense that they can lead a better life. The benefit each 

techne provides for its objects is based on its own work Cergon)， and 

therefore， the value laden in it is not moral but technical. Only the technical 

purpose C巴g.，the aim of all doctors is to treat patients; they are not con-

cern巴dabout whether the treatment will enable the patients to live better) 

resides within each techne 

In chapters III， IV， and V， 1 consider the issues related to Plato's distinc 

tion between real technai and spurious technai in Gorgias. Plato establishes 

two conditions for real technai: C Cl) the capability to explain both the 

nature of the objects that each techne approaches to and the reason for 

taking the approach， and C C2) the 
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tion is that Plato does not seem to separate C2 from Cl; to put it more 

concretely， Plato never admit techπαi which are setting their purpose for 

pleasure to be capable to explain the two matters of C Cl) just because of 

the purpose. Does this mean that Plato demands each spurious techne to 

have the same purpose as the real techne corresponding to it， as generally 

assumed? 

To explore this problem， it is necessary to study the relationship among 

all techπaz in detail. In Reρublic X， Plato discusses the hierarchy of 

tech nai: higher tech冗azinstruct lower technαi regarding what should be 

done and why their deeds are beneficial， whereas lower technai pursue the 

goals set by higher technai. A techne cannot benefit its object so that it 

would be able to lead a better life unless it is appropriately dominated by 

higher technai. Therefore， it can be said that， if possible， values such as 

morality might be externally added to each techne. In light of this superior-

subordinate relationship， 1 would like to conclude that Plato r巴quireseach 

spurious techne to be used and dominated by higher technai in Gorgias 

In summary， each techne follows an internal principle that it must pursue 

the benefit of its objects according to its own work， but not that it must 

take its object's way of life into account. On the other hand， it also follows 

an external principle that it must be dominated by higher technai and 

realize the given purpose， which might be concerned with morality. Thus， 1 

argue that in order to discuss the technical concept of virtue and the Craft 

Analogy， it is essential to understand the above aspects of Plato's concept 

of techne 

Sou! and Dia!ogues: P!ato's Gorgias 469b-475e 

Katsufumi M ATSUI 

This paper examines 469b-475e of Plato's Gorgias， a passage on which 

many interpreters have presented different views ever since Vlastos ques-

tioned the validity of Socrates' argument in his ‘Was Polus refuted?' 

(967). The central issue of this controversy is the validity of the argument 

leading to the Socratic paradox that doing wrong is worse than being worn-

ged. Vlastos argues that Socrates' refutation of Polus fails if we analyze it 

by dividing the subjects judging pleasure and pain into ‘observer' and 'parti-

cipant'. Against this criticism by Vlastos， Kahn (983) proposes to save 


