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序序序序 

 

 現代のわれわれの生活は科学技術の進歩によって多大なる恩恵を受けてきた。携帯電話

やインターネットなどの身近なツールをはじめ、新幹線などの移動手段や、臓器移植、ク

ローンと言った高度な医療方法など、科学技術はいまや現代の人間生活に欠かすことので

きないものとしてわれわれの隅々までを支配している。しかしながら、科学の研究成果を

生かして人間生活に役立たせる方法であるはずの科学技術が、あまりに強大になり、至る

ところで価値摩擦を引き起こしていることが誰の目にも徐々に明らかになってきた。例え

ば、インターネットを中心としたコミュニケーションの変化が心のあり方に対する不安感

を人々に覚えさせ、過度の延命治療や脳死などの問題によっていやおうなしに生命の本質

というものを考えざるを得なくなった。何故このような事態が生じてしまったのだろう。     

科学技術は、近代の科学革命を経て、心に関わる様々な価値をその視野から排除し、純

粋な手段の効率化の試みと化することで多大なる成長を遂げてきた。われわれがそれらの

技術をどのように用いるかという倫理や善に関係する価値の問題をひとまずその視野から

捨て去ることが、その進歩の原動力だったのである。そして、その多大なる成果の結果、

科学技術が「ものごとがどのようにあるか」という手段の領域のみの追求を課題とするこ

とが当然視され、われわれの行為を導く「ものごとがどのようにあるべき
．．

か」という目的

の領域は、生み出された可能的手段をもとに後から
．．．

倫理などの実践的思慮が担うものとさ

れた。現代社会では入手できる手段がまず無数にあり、そしてその中から自分たちの目的・

倫理的規範に照らしてそのうちの何かを選択し行為を決定する構図が定まっている。その

ような手段と目的との乖離は、必然的に、技術と価値との乖離をもたらし、先に述べた事

態もその行く末において必ず逢着しなければならなかった問題と言えるかもしれない。 

これに対し、このような手段と目的の乖離は、プラトンの思想における技術（τέχνη）

の概念には見られなかった。さらにプラトンが技術を知識（ἐπιστήμη）と置換可能な言葉

として用いていることも、いかに観想的に見える数学のような知識でさえわれわれの行為
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に結びつく目的への志向を持つことを示している1。だが、これらのことは彼が技術という

概念に無自覚であったということを全く意味しない。事実、技術とは何であるか、あるい

は何でなければならないかを、哲学の重要課題として正面から考察しようとした最初の人

は、プラトンであった2。たとえ我々とプラトンの技術観が大きな相違を含むものだとして

も、それが同じ技術という言葉で表現しうるものであるとすれば、現在の科学技術をはじ

めとする技術観の行き詰まりに再考を促すためにも、技術とはそもそも何であったのか、

その最初期のプラトンの思想を頼りにかえりみてみることも今必要だろう。 

それでは、いったいプラトンは技術というものをどのように考えていたのだろう。彼の

考えによると、技術と結びつく価値とは一体いかなるもので、その手段と目的の関わりと

はどのようなものであり得るのか。一般に、プラトンは認識と価値が結びつく最終的な原

理として〈善のイデア〉を構想し、最終的にすべての知が全体的でなんらかの価値認識に

関わるものであることを示唆したと考えられている。しかしながら、その場合、それぞれ

の技術が持つ知の個別性とはプラトンによってどのように確保されているのか。むしろ、

そのような個別性は認められず、それぞれの技術が究極的にはただひとつの知に収斂され

ていくものだと考えられているのか。そのような問題意識のもとに、第Ⅰ章では、技術の

対象の問題を論じる。技術はそれぞれ固有の領域を持ち、個別の知としてプラトンによっ

てひとまず認められているが、その対象とはいかなる仕方で規定されているのだろうか。

プラトンの対象概念を深く掘り下げることを主な目標にする。次に第Ⅱ章では、技術と価

値の関係を論じる。第Ⅰ章においてそれぞれの技術は、それら固有の対象（領域）を持つ

と示される。しかしでは、そこで互いの独立性が確立されたかに見える個別的技術が、一

体いかなる仕方で価値（善）に、そして倫理・道徳的規範までを含む全体的な価値に関わ

りうるのか。技術の手段と目的の関わりを詳細に論じることで、それぞれの技術に対応し

た諸々の善と倫理的規範のような究極的な善との関係を掘り下げることを目標にする。そ

れでは実際の考察に移ろう。 

 

Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．Ⅰ．技術の技術の技術の技術の対象とは対象とは対象とは対象とは 

 

                                                      
1 Cf. Ion. 532c6. 本稿でもプラトンにおける知識と技術の言葉は置換可能なものとして扱

う。 
2 藤澤（2, 230）。 
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１．１．１．１．技術と対象の技術と対象の技術と対象の技術と対象の一対一対応の原理一対一対応の原理一対一対応の原理一対一対応の原理 

    プラトンの技術概念の最も根本的な原理は『イオン』において端的に述べられている。 

 

「とすると、どうだろうか、一方の技術はあることがらを対象 3 とした知識

（ἡ...πραγμάτων...ἐπιστήμη）であり、他方の技術はそれとは異なることがらを対象とし

た知識である場合、僕はその事実をもとにして、それぞれの技術を、別々の名で呼ぶので

あるが、君もまたそのようにするだろうか。」（537d4-e1） 

「というのは4おそらく、もし同じことがらを対象とした何らかの知識があるとするならば、

われわれは、何を持って、これを異なる別々の技術であると、主張することができるだろ

うか」（537e1-3） 

 

 技術の対象（主題）が異なるならばそれぞれの技術も異なることが同意され（対偶をと

ると、技術が同じならば対象も同じである）、次に、対象が同じならば技術も同じであるこ

とが同意されている（対偶をとると、技術が異なるならば対象も異なる）。『イオン』後半

                                                      
3 「対象」という言葉は、その語自体が歴史的変遷などを経て多義的で曖昧なものになっ

ていることは否めないが、本稿では、ここの『イオン』における引用が示すように、それ

ぞれの技術が扱う固有の領域を指すものとしてひとまず考えている。ギリシア語原文にお

いては、技術（または能力）との何らかの関わりを表す言葉として、属格、ἐπί、περί、ἐν、

πρός など多くの語が用いられている。Parry（15）は、技術の対象を生物と無生物に分類

した上で、対象が生物の場合には技術の役割は「世話的（therapeutic）」、対象が無生物の

場合には技術の役割は「生産的（productive）」と述べ、そして前者の対象には ἐπί という

語が用いられていると主張する。確かに、彼が参照した『ゴルギアス』464b4-7 では ἐπί

が用いられているが、その直後（464c1）と後のパラレルな議論（517c9-d1）では περί と

言われ、特別な注意もなく ἐπί と περί の言い換えが行われている。また瀬口（104）は、

技術の正確な意味での対象（技術が対象の善を求めるという場合の対象）を示す際には、

プラトンがἐπίを用い、文字通りアバウトに関係を認める際に用いられるのはπερίである、

と述べているが、上述のように、身体の善を目標とするはずの医術と体育術の関わる対象

に対して ἐπί と περί が同様に用いられている。また『カルミデス』166a1-2 における計算

の技術の関わるものが『ゴルギアス』451c2 と全く同様の趣旨で、属格から περί に言い換

えられていることも大いに問題だろう。なぜなら、ここでの『イオン』の属格の用法は、

それぞれの技術が扱う固有の領域を示すものであり、瀬口の言う技術の正確な意味での対

象に対応しているからである。つまり、技術と対象の関係を考える上で、瀬口の述べるよ

うに、技術が関わるものとその対象の区別を行うことは非常に有益な視点であるが（しか

し多少の修正が必要である）、それをプラトンの用語法に還元してしまうことは、例外も数

多く含まれるために、正当な議論ではない。 
4 ここの引用箇所が直前の箇所と「というのは（γάρ）」という言葉で結ばれている理由は

ひとまず保留にして考察を進める。 
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部の議論において、ホメロスの語る主題の中に自分の技術の対象を見つけることができな

いという理由で、イオンの専門とする吟遊の技術性が否定されたことからわかるように、

対象の特定は技術を特定するために重要な働きをしていた。対象が異なるならば技術も異

なることはひとまず前提されているとしても、イオンとソクラテスの対話は対象が同じな

らば技術も同じであることまでも議論の前提となっている。すなわち、対象が異なること

は、技術が異なることの十分条件であるだけでなく、必要条件にもなっているのだ。この

技術と対象の間に一対一の対応関係があるという要請は『イオン』で提示され、その他の

対話篇でも技術の考察を進める上で前提として扱われている5。 

しかしながら、『ゴルギアス』において、その必要条件が一見満たされていないように思

われる箇所がある。つまり、技術が異なっていても対象が同じでよいかのように思われる

のである。例えば、ソクラテスは、数論の技術と計算術は「両者とも偶数と奇数という同

一のものに関係する（περὶ τὸ αὐτὸ、451c2）」と述べ、さらにポロスに対して弁論術に関

する自己の見解を披瀝する際には、「身体を扱う（ἐπὶ σώματι）ほうの技術は、（中略）二

つの部門に分かれています。すなわち、その一つは体育術、他の一つは医術（464b4-7）」

と述べている。ソクラテスは結局、異なる技術が同じの対象を持つことを認める発言をし

ているのだろうか。プラトンは、一対一対応の原則を厳密には守らず、技術の対象を、そ

の時々の議論の目的に応じて、曖昧な仕方で規定しているのだろうか。次節からこの問題

を考えてみよう。 

 

２．２．２．２．技術の技術の技術の技術の対象の内包性と外延性対象の内包性と外延性対象の内包性と外延性対象の内包性と外延性 

「異なる技術が同じ対象を持ちうるか」という問題を考察するに当たって、Kahn のコ

メントが有益である。 

 

「この基となる原理（一対一対応の原理）は、もし対象の概念を内包的に（intensionally）

理解するのならば、すなわち、その対象の知識を得る方法によって定義されるもの
．．．．．．．

として

理解するのならば、正当であるのは明らかだ。（中略）しかし他方、その原理が、もし「対

象」を、世界の様々な切り取り方の群、すなわち、様々な対象や個別の存在のひとまとま

                                                      
5 『ゴルギアス』447a-461b では、弁論術を特定するためにその対象を特定するという議論

の流れなっており、『イオン』と同様の文脈である。その他では『カルミデス』171a-b が

挙げられる。 
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りの群を示唆するものとして外延的に（extensionally）に理解するのならば、むしろ問題

のあるものとなる。この意味では、異なる知識が結局同じ対象を研究することになり得る

ように思われる6。」 

 

 ここでの対象の概念の内包性・外延性は具体的には次のように説明される。例えば、わ

れわれの学問（これは技術と考えてよい）には、人類学と心理学のように異なる二つの技

術があるが、それらの対象は内包的に理解される限り、それぞれ、人間の社会・文化的側

面と人間の意識や行動の側面となり、実際に異なる対象となる。しかしながら、それらの

対象を外延的に受け取るのならば、それらの二つの技術は、結局「人間」という概念で表

される、ひとまとまりの群を同一の対象としているのではないか、ということである。さ

らに、言語学や人間の遺伝学、歴史学など他の多くの技術までも、同様の議論によって、

同じ人間という対象を扱っていることになり、それらはそれぞれ独立の知とは呼ばれ得ず

同一の知に還元されてしまうことは必至だろう。先の『ゴルギアス』の記述のように、プ

ラトンは対象の内包的理解と外延的理解の間の曖昧さに乗じて虚偽の議論を作り出してい

るようにも見える。この両者の矛盾を解消することはできないのだろうか。Kahn は内包

的対象を「知識を得る方法によって定義されるもの」と言い換えていたが、私は内包的対

象の更なる検討がこの問題を解く鍵だと考えている。それでは、対象の概念をさらに分析

していくことにしよう。 

 

３３３３．．．．技術・働き・対象技術・働き・対象技術・働き・対象技術・働き・対象 

プラトンの技術論における対象の理解をさらに深めるために『イオン』の引用箇所を再

び注意して考えてみよう。そこでは、対象が異なるならば技術も異なると同意された

（537d4-e1）直後に、その理由として、対象が同じならば技術も同じことが同意されてい

た。この因果関係を理解するために、後者の同意にひとつの条件が課されていることに注

意する必要がある。 

 

「いやしくも両者（の技術）によって、同じことがらが知られうる（εἰδέναι）かぎりはね。

                                                      
6 Kahn（108-9）. 
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たとえばこうだ、「これらの指は五本ある」ということを、ぼくの方も知り（γιγνώσκω7）、

君もまた、ぼく同様に、それらの指に関して（περὶ τούτων）、同じことを知るとする。そ

して、もしぼくが君に、ぼくと君とは、数論の技術という同じ技術によって、同じことを

知るのか、それとも、別々の技術によって知るのか、とたずねるとすれば、きっと君は、

同じ技術によって、と主張するだろう。」（537e3-8） 

 

 対象が同じならば技術も同じである、という同意が成立するためには、ある技術とその

関わるもの（指）の間に「同じことを知る」という条件が必然的に含まれていなければな

らない。もともとこれら一連の議論の文脈は、「それぞれの技術は何か一つの働き（ἔργον）

を知ることができる（537c5-6）」という言明を証明するためであった。そしてその内容と

は「なぜなら、われわれは、航海術によって知ることを、医術によっても知るということ

は、おそらくできないだろうからね（537c6-7）」と具体的に説明されており、そこでの「働

き」とは、それぞれの技術が「知る内容」のことだと理解できよう。つまり、今課されて

いた条件とは、技術の対象がその技術の働き（知る内容）に対応した概念であり、そして

技術の働きと対象が密接な結びつきを持つものとして把握されるべき、ということなので

ある。技術の対象とは、厳密には知られる内容
．．．．．．

のことなのだ。数論の技術は「指に関して」

と述べられているが、その技術の対象は数えるという働きから切り離された「指」という

純粋に客観的な外的事物ではなく、指の「数の値」であることにプラトンは注意している。

次に、『ゴルギアス』において数論の技術と計算術は「両者とも偶数と奇数という同一のも

のに関係する（451c2）」と述べられていたが、以上を踏まえて、もう一度丁寧に考察して

みよう。 

 

「（数論の技術は）偶数と奇数――それぞれが具体的にいくらの数であるかということにか

かわりなく――に関するもの」（451b3-4） 

「計算術のほうは、奇数と偶数とが、奇数どうし、偶数どうし、また奇数と偶数のあいだ

で、どのような数量的関係をもつかということをしらべる」（451c3-5） 

 

 数論の技術と計算術はともに「奇数と偶数」という同じものに関わっているが、それぞ

                                                      
7 ここの一連の議論においてεἰδέναιとγιγνώσκεινは置換可能な語として用いられている。

Cf. 岩田（48-9）。 
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れの技術の対象は、厳密には、それらの技術の働きによって実際に規定されている。すな

わち数論の技術の扱う対象とは先と同様に奇数と偶数の「数の値」であり、計算術の扱う

対象とは「計算の値」なのである。また、体育術と医術は「それぞれ同じものに関わる（περὶ）

技術であるところから、当然、その仕事にかさなりあうものをもっているけれども、しか

し、たがいに異なったもの（464c1-3）」と述べられている。ここから一見、両者はともに

身体に関わり「健康」という対象を持っているように思われるが、さらに厳密には、身体

の「健康・病気の状態」、身体の「強壮・虚弱の状態」という、それぞれ矯正と維持に分け

られた固有の領域を持つ8。先に Kahn が内包的対象を「知識を得る方法によって定義され

るもの」と言い換えているのをみたが、これもまた私が主張するのと同様に、それぞれの

技術の働き（知る内容）と対応した対象（知られる内容）の相互規定的な関係を意味する

と解釈してもよいだろう。プラトンにとって対象の概念とは、認識の働きによって分節化

され組織化されるものであり、我々が認識するこの世界のあり方はそのような仕方で切り

取られているのである。 

さらにまた、『ゴルギアス』における「弁論術はいかなる技術であるか」という考察も「言

論に関わる」と答えるゴルギアスに対し、ソクラテスは「どのような言論（ποίους、449e1）」

と聞き返していた。さらにゴルギアスが「説得を生み出す技術」と述べた際にも、「どのよ

うな説得の、そして何についての説得（454a8-9）」と、弁論術の関わるものだけでなくそ

の性質までも注意して問いかけていた。弁論術は他の技術と同様に言論や説得に関係して

いるが、その対象としては、その技術の働きに固有の性質を持つ言論や説得を扱う技術で

あることがソクラテスによって想定されている。つまり、以上のゴルギアスとソクラテス

の対話は、弁論術の関わるものを正式な意味での対象と混同するゴルギアスに対し、ソク

ラテスが内包的にひとつひとつ明らかにし確定していくことで、より厳密な定義として、

その弁論術の対象を規定する過程として捉えられるだろう。 

 

４４４４．プラトンにおける能力．プラトンにおける能力．プラトンにおける能力．プラトンにおける能力理理理理論と認識論と認識論と認識論と認識理理理理論論論論 

    プラトンにおける対象概念をより明らかにするために、次に能力（δύναμις）という概

念に着目しよう。例えば『ゴルギアス』において、ソクラテスは「この人の技術の能力は

何か（447c1-2）」と問い、また、『国家』において、「ひとつひとつの技術をいつも区別す

                                                      
8 Gorg. 452a-b. 
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るのは、それぞれの技術がもつ能力が別であるということによる（346a1-3）」と主張して

いる。これらの言明から、技術をある種の能力を持っていることは確認される。技術と能

力の関係はまた困難な問題を含むが9、能力と対象の関係の考察は、今問題になっている技

術と対象の関係の明確化にも裨益すると思われる。 

Benson は、先に見た『ゴルギアス』における数論の技術と計算術が「奇数と偶数」を対

象に持ち、そして医術と体育術が「身体」を対象に持つにも関わらず、両者の技術が異な

るものと想定されていることに戸惑い、これらの記述を『イオン』で示された一対一対応

の原則と相容れない矛盾と主張した。さらに、『ゴルギアス』464a-465d の箇所で「（彼に

よれば）同じ対象を持つ」真の技術と似非技術とを異なるものとして区別するソクラテス

に強い疑問を表明している。この齟齬を解決するために、彼はプラトンの能力理論

（dynamic theory）と認識理論（epistemological theory）とを注意深く区別すべき旨を主

張し、プラトンが挙げる様々な能力を「知識―能力（knowledge-dynameis）」と「非知識

―能力（non-knowledge-dynameis）」に二分することを試みた。「知識―能力」は、対象の

違いが能力の違いの必要十分条件であるが、他方、「非知識―能力」は、対象の違いが能力

の違いの十分条件であるが、必要条件ではない。つまり、技術のような「知識―能力」は

それぞれの能力が他と同じ対象を持つことができないが10、感覚知覚のような「非知識―

能力」は、それぞれの能力が他と同じ対象を持つことができる11、というものである。 

ここから彼が導く考えは、「知識―能力」である真の技術と「非知識―能力」である似非

技術は、同じ対象を共有することができるが、それらの区別は対象との関係によって決ま

                                                      
9 先の『ゴルギアス』と『国家』の引用箇所をみると、技術と対象の関係は、すでに能力

と対象の関係に還元して議論されているようにも思われる。本稿では技術をひとまず能力

の一部とみなす想定だけに限定して議論を進める（cf. Rep. 477c-478a）。しかしながら、本

稿の議論に対してもこの技術と能力の関係のさらなる分析が必要なのは言うまでもない。 
10 彼は、この区別を忠実に守ることで、ソクラテス（プラトン）の認識論的観点から考察

すると、真正の医術は体育術でもあることが明らかになるだろうと述べている。すなわち、

医術の領域である身体の健康の知識を得たものは、必ず、身体の健康の回復に関する正し

い判断ができるのと同様、身体の健康の維持に関する正しい判断もできるはず、というこ

とである。もしこの主張が正しいのならば、同じ推論によって、数論の技術と計算術が認

識論的には同じ知識となり、また、先に述べた対象の内包的理解と外延的理解の議論と同

様、多くの知識が一つの同じ知識に還元され、互いに区別不可能になることが帰結するだ

ろう。 
11 例えば、視覚ならある鐘を対象に持ち、また聴覚もその鐘を対象に持ちうる。しかし、

その対象とのかかわり方が視覚なら色彩を見るという仕方で、聴覚なら音声を聞くという

仕方で異なるので能力は異なる、と Benson は考える。 
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る、というものだ。彼は、能力を規定するのは対象（object）だけではなく
．．．．．．

、むしろ「他

の何か」によって、すなわち「能力とその対象との間の関係（relationship）のような何か」

によってであると述べている。能力の対象と、能力の働きに対応した対象の性質の二つの

条件をそれぞれ独立に機能するもの
．．．．．．．．．

と考えて論じているのである。 

このような能力とは無関係に成立する客観的な外的事物を対象とする想定は、『ゴルギア

ス』の問題となる箇所を解決する有効な手段にも思われるが、次節の『国家』の分析で詳

しくみるように、彼が行ったような「知識―能力」と「非知識―能力」の区別の試みは退

けられなければならない。しかしながら、プラトンの能力理論と認識理論の関係に注目す

る着想自体は、真の技術と似非技術の関係の理解を深める上で、有益な視点であるので、

以下検討してみよう。 

 

５５５５．能力と対象の一対一対応．能力と対象の一対一対応．能力と対象の一対一対応．能力と対象の一対一対応 

プラトンの能力理論と認識理論の関係性を探る上で基本的テキストとなるのは、『国家』

475e-480a である。真の哲学者を規定するために、彼らを見物好きの連中や技芸の愛好者、

実践家たちから区別するという文脈で、まず前者は、〈美〉そのものなどのイデア自体とイ

デアを分有するものをともに観てとる能力を持ち、両者を混同しない人とされる。他方で

後者は、イデア自体を認めず、それの認識への誘導にもついて行くことができない人であ

る。そして前者の精神のあり方が知識であり、後者の精神のあり方が思わくであることが

確かめられ、思わくの存在と、それが知識とは別の能力
．．

であることが同意された直後に、

ソクラテスは次のように述べるのである。 

 

「そうすると（ἄρα）、思わくと知識とは、それぞれ自分に固有の能力に応じて、別々の対

象に配されていることになる。」（477b8-9） 

 

 そしてここから、思わくと知識それぞれの対象を規定する前の準備作業として、プラト

ンは能力の定義を行う。能力の典型的な具体例として、視覚と聴覚を挙げたあと、ソクラ

テスは次のように述べている。 

 

「ところが能力については、ぼくはただ、それがいかなる対象にかかわるかということ（ἐφ’ 

ᾧ τε ἔστι）と、何をなしとげるかということ（ὃ ἀπεργάζεται）に、着目するほかはない。
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これを標識として、ぼくはそれぞれに一つの能力の名を与えるわけだし、また、同一の対

象に配されていて同一のことをなしとげる能力のことを、同じ能力と呼び、異なった対象

に配されていて異なったことをなしとげる能力のことを、別の能力であると呼ぶわけなの

だ。」（477d1-5） 

 

 次にもう一度、知識が能力の一種であり、かつあらゆる能力のうちでも最も力強い能力

であること、そして思わくもまた能力のうちに入れられることが確認され、両者の非同一

性が同意される12。するとソクラテスは、 

 

「そうすると（ἄρα）、両者のそれぞれは別の能力としてはたらくわけだから、本性上それ

ぞれ別のものを対象とすることになるね？」（478a4-5） 

 

と結論するのである。ソクラテスがこの箇所において、知識と思わくそれぞれと、それら

の対象との関係について述べていることは、プラトンの認識論を理解するうえで非常に困

難な問題を含み、詳細な議論を要求するが13、当該の問題に対して、能力理論との連絡関

係を二つのポイントに絞って確認することは不可能ではない。一つは、知識だけでなく思

わくも能力とみなされ、それぞれ異なる対象を持つということ。もう一つは、能力の対象

とその働き（何をなしとげるか）のふたつの条件は独立に機能するわけではなく、互いに

                                                      
12 知識と思わくが同一のものではないと認める際に、グラウコンが次のように述べている

ことは注目に値する。「誤ることのないものが、誤ることのあるものと同一のものであるな

どと、いやしくも理をわきまえた人ならば、どうして考えることができましょう

（477e7-8）。」Adam はここのコメントにおいて、「知識の不可謬性はプラトンの主要な原

理である」と述べており、『ゴルギアス』454d を参照箇所として挙げている。そこでは、

信念には誤った信念と正しい信念があるが、知識（ἐπιστήμη）に真偽の区別がないことを

理由に両者は同じものではないと同意されている。Santas（45）も、プラトンが知識

（knowledge）と信念（belief）の区別を行い、正しく識別し、探求した最初の哲学者であ

ると述べ、その第一歩として『ゴルギアス』のこの箇所を挙げている。この箇所における

知識と信念（思われ）の区別が、後の 464a-465d において真正の技術と似非技術の区別の

土台となっていることに注意されたい。 
13 議論の結論部において、知識と思わくの対象はそれぞれ、〈あるもの〉と〈ありかつあ

らぬもの〉と規定されることになる。数論の技術や計算術などの技術知の区別とそれぞれ

の対象の区別の関係とは異なり、知識と思わくがことなるならば対象も異なる、というこ

とは自明でもないし、理解しがたい。しかしながら、この問題の詳しい分析は本稿の課題

ではない。 
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連動しているということ。すなわち、ここで、同じ対象に対して異なる働きをすることと、

異なる対象に対して同じことをなしとげるという二つの可能性は全く考えられていない。

議論の文脈から考えても、もしこの二つの条件が独立に機能しているのならば、知識と思

わくが異なる働きをすることが同意されたとしても、そのことから、「そうすると（ἄρα）」

という言葉によって、直ちにそれらが異なる対象を持つことは帰結しないことが理解でき

るだろう。ここから「非知識―能力」は、同じ対象（外的事物）を共有することができる

が、それぞれの能力は、それが対象（外的事物）に対して持つ関係によって区別されうる

という Benson の主張は論駁されるはずだ14。つまり、この第二のポイントは、前節におい

て確認された、技術の働き（知る内容）とその対象（知られる内容）が、それぞれ独立に

規定されるものではなく、両者が連動した相互規定的な関係を持つ、という主張と決して

矛盾するものではなく、むしろ以上の見解を擁護するものと考えられる。すなわち、ここ

での『国家』の記述は、その哲学的含意がいかなるものであるにせよ、能力と対象の一対

一対応の関係を示していると考えられる以上、真の技術と似非技術は同じ対象を持ち得な

い。それでは、以上をふまえて、真の技術と似非技術を区別するプラトンの意図はいかな

るものであるのか詳しくみてみよう。 

 

６６６６．真の技術と似非技術．真の技術と似非技術．真の技術と似非技術．真の技術と似非技術 

    『ゴルギアス』において、ソクラテスが三人の弁論家たちに対して挑んだ主要な課題は、

「いかに生きるべきか」という正義と幸福の問題と並んで、当時すぐれた者になるための

教育の中心とみなされていた弁論術への哲学的批判であった。先に見たように、ゴルギア

スの誇る弁論術の何であるかを一歩一歩問い進めながら、まずソクラテスが指摘したのは、

「弁論術とは説得をつくりだす術（453a2）」であり、また「その説得なるものは、どうや

ら、人にそれと信じこませるだけのことなのであって、正と不正の何たるかを知識として

教えるような説得ではない（454e9-455a2）」という点である。そして 462b-465d において、

ソクラテスが弁論術をはじめとする似非技術に対して下した定義は次である。 

 

                                                      
14 Benson（90, n. 32）は、能力を規定する際に「能力の対象」と「能力の対象との関係の

ような何か」の二つの特徴・条件を分けて考える根拠として、『国家』の上記の議論も参照

していた。しかしながら彼は、『国家』おいてこれら二つの条件が互いに独立ではなく連動

しているという文脈を明らかに見損なっている。 
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R1 弁論術をはじめとする似非技術は、たんなる経験もしくは熟練（τριβή）であって、

技術の名に値するものではない。 

R2 弁論術をはじめとする似非技術は、へつらいをこととする。 

 

似非技術と呼ばれる諸々の技術を真の技術とみなすことができなかった理由は、料理術

をその具体例に、次のように述べられている。 

 

「なぜなら、料理術のようなものは最善のものをさしおいて、ただ快いものだけを狙うか

らだ。そして、ぼくはこの料理法のようなものを「技術」としては認めずに、たんなる「経

験」にしかすぎないと主張する。なぜなら、それは、自分が働きかけるものと働きかける

事柄が15本来どのようであるかということについて、なにひとつ理論的説明を与えること

ができず、したがって、それぞれのばあいになぜそうなるかという原因を言うことができ

ないからだ。ぼくとしては、いかなるものにせよ、理論的説明のないようなものに対して

技術の名を与えるわけにはゆかない。」（465a1-6） 

 

 プラトンが考える技術が満たすべき条件として、先の R1・R2 と対比させ次の二つのポ

イントを取り出すことができるだろう 

 

C1 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論的説明が

できる。 

C2 技術は目標が快楽ではなく最善にある16。 

                                                      
15 ここのテキストの読み方は難所で有名であるが、Dodds に従い ᾧ προσφέρει <ἢ> ἃ 

προσφέρει と読む。彼はこことパラレルな箇所として 500e4-501b1 のを引用している。

Dodds は、その箇所において理論的説明を要する二つの要素が挙げられていることに着目

し、「世話するもの（τούτου οὗ θεραπεύει）」と「働きかけるもの（ᾧ προσφέρει）」を、

そして「自分がとりおこなういろいろな処置（ὧν πράττει）」と「働きかける事柄（ἃ 

προσφέρει）」の対応関係を適切に示している。 
16 中畑（14）は、この第二の条件（C2）にある快楽と善の関係を、見かけのよさ（よいと

思われること）と実際によいものの関係に、特別な注意なしに置き換えているが、この置

換は上記の引用箇所からは直ちに導き出せない内容である。この二つの条件が導出される

議論の文脈（464a3-b1）を考えると、確かに「見かけの善さ」と「実際の善さ」がこれら

の条件に何らかのかたちで含意されていると思われるが、それは C2 の条件のみに還元さ

れてしまうものではない。後述するように、私はこの「見かけ」と「実際」の対比が C1
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さらにソクラテスは、「幾何学的手法」によって真の技術と似非技術の関係を説明し、身

体の調整に対しては体育術と化粧術を、身体の矯正に対して医術と料理術を、また魂の調

整に対しては立法術とソフィストの術を、魂の矯正に対しては司法術（正義）と弁論術を

それぞれ真の技術と似非技術として規定した。その比例図式を示すと以下のようになる。 

 

（領域）           （真の技術）  （似非技術）  

魂・・・・政治術・・・・・・Ⅰ．立法術―――１．ソフィストの術 

               Ⅱ．司法術―――２．弁論術 

身体・・・身体の世話・・・・Ⅰ．体育術―――１．化粧術 

      をする技術    Ⅱ．医 術―――２．料理術  

 

 以上確認してきた真の技術と似非技術の区別はその目標が痛烈な弁論術批判に向けられ

ていることは明らかだが、議論の細部は必ずしも明確ではなく、多くの疑問が呼び起こさ

れる。何故、弁論術をはじめとする似非技術は技術と呼ばれないのだろうか。例えば、第

一の条件に関して（C1:R1）、似非技術はソクラテスによって「醜い（463d4）」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があるだろうか。また、第二の条件に関しても（C2:R2）、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17、その批判は正当かもし

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18、快楽を目標とする

営為は、それと同時に最善を目標とする営為であるかもしれない。実際、ソクラテスが似

非技術と呼ぶ営為が、そのような条件を満たさないことの理由は何もないのだ。 

しかしながら更なる疑問は、先に見た二つの条件（C1:R1 と C2:R2）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、「経験ないし熟練は、

自分が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知識を持たず、た

だ慣れによって記憶しているにすぎない（C1:R1）」という方法上の観点が、「へつらいは、

快楽を目指し最善を目指していない（C2:R2）」という目的上の観点と決して切り離されず、

                                                                                                                                                            

と C2 の一見独立かに見える条件を結びつける鍵だと考えている。 
17 499b-500a では、快楽に善いものと悪いものの両方があることが述べられている。 
18 Irwin（135）. 
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C2:R2 が技術性の有無の重要な要素として C1:R1 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がプラトンによって行われている事実に対して、

藤澤が有益なコメントをしている19。 

 

「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件を、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、技術と呼ばれても差し支えないよう

に思われる。」 

  

 確かに、技術の方法と目的は現代の我々の視点から眺めると、それぞれ独立に規定され

てもよい概念であるように思われる。しかしながら、その両者は決して切り離すことがで

きないものとして『ゴルギアス』の中で語られている。私は、この C1:R1 と C2:R2 の間の

関係性、すなわち技術の方法と目的の間の関係性を明らかにすることで、プラトンの技術

論の特質が浮かび上がってくると考えている。そこで、この問題を考えることを以下にお

ける本稿の課題とし、第Ⅰ章の残りの部分では、技術の対象の側面から導くことができる

ポイントに絞って確認することにしたい。そして、その分析結果をもとに次の第Ⅱ章にお

いて、技術の方法と目的の関係性を価値の観点から捉えなおし、さらに検討することにし

よう。 

 

７７７７．．．．見見見見かけのかけのかけのかけの善善善善さと実際のさと実際のさと実際のさと実際の善さ善さ善さ善さ 

    前節において真の技術と似非技術の区別がどのようになされているか検討したが、ソク

ラテスはそれらの区別を「さあ、それでは、できればわたしの言っていることをもっとは

っきりとしめすようにしましょう（464b2-3）」という言葉に続けて行っている。そこで、

「わたしの言っていること」とは何であったか以下確認する。 

 

「身体および魂と呼ばれるものがある」 

                                                      
19 藤澤（3, 41-2）。 
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「身体には身体の、魂には魂の、それぞれ善い状態（εὐεξίαν）というものが何かある」 

「見たところ（δοκοῦσαν）善い状態のようだが、実際には（οὖσαν）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（δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ 

σώματα）だが、ほんとはそうではなくて（οὐκ εὖ ἔχουσιν）、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。」 

「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（ποιεῖ μὲν δοκεῖν 

εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν）、実状はそれによってすこしも善くなっていない（ἔχει 

δὲ οὐδὲν μᾶλλον）というような、そういう効果を与えるものがある。」（464a1-b1） 

 

 真の技術と似非技術の対比は、「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、身体的機能の実際に善い状態に関わるもの

であり、人々に善いと見えたり思われたりすることに関わるものではない。そして、司法

術も魂の機能に医術と同じように関わっている。中畑が適切に指摘しているように20、当

面の文脈においては、「見かけの善さ」と「実際の善さ」の区別自体は、何か特別の哲学的

内容が含意されているわけではなく、「見かけの善さ」と区別される「実際の善さ」という

ことも、「真の実在」を指し示すような記述はない。ここで想定されているのは、例えば、

毎朝ランニングすることが身体のために善いと思っても、心臓に大きな負担をかけると医

者に止められた、などと言う我々の日常生活でも常に体験するような事態のことだろう。 

以上の意味で、確かに、我々が先に見た『国家』475e-480a におけるプラトンの認識論

と上記の箇所を結びつけることには慎重にならなければいけないが、しかし、次の点に限

っては注意されてもよい21。それは、料理術や弁論術は、たとえ R1 と R2 によって規定さ

れる似非技術であったとしても、それらはなんらかの能力の一種である、ということだ22。

                                                      
20 中畑（14）。 
21 Irwin（2, 33）は、『ゴルギアス』の見解はイデア論という確定した形而上学的理論の一

部である必要はないが、明らかにそのような理論の起源である、と述べており、特にその

内容には触れていないが『国家』との連絡関係に注意している。 
22 Benson（88, n. 25）も指摘しているように、例えば、『ヒッピアス（小）』において、ソ

クラテスは「では言って欲しいんだが、ヒッピアス、君は計算や計算術について経験があ

るもの（ἔμπειρος）ではないのかね？（366c5-6）」と問い、そして「それは君が、これら

のことでは最も能力があり（δυνατώτατός）、最高の知者であるからかね（366d1）」と述

べている。そして 367d6-9 においても同様に、「経験があるもの」が「能力があるもの」で
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先の『国家』の箇所では、「われわれがそれによって思わくする能力をもつところのもの、

それがすなわち、まさに思わくにほかならないのですから（477e3-4）」と述べられていた。

つまり、「善き状態にあるかのように見せかけ」、思わくに関わる似非技術も、何らかの能

力を持っていると考えなければならない。したがって、似非技術は、たとえそれが真の技

術ではなく、へつらい・経験・熟練と定義されるとしても、能力の一種とみなすことがで

きる限り、その能力に固有の対象を持っているはずである。例えば、「ソフィストと弁論家

とは同じ領域（ἐν τῷ αὐτῷ）で同じものに関わる（περὶ ταὐτὰ）者として混同されている

（465c3-5）」という記述に見られるように、似非技術もまた真の技術と同様、同じものに

関わるが（これは先に魂として認められていた）、それぞれ異なる領域（対象）を持つこと

が注意されている。そしてさらに批判的な文脈ではあるが、「化粧術は、姿態により、皮膚

の色となめらかさにより、また、衣装によって人目をあざむき（465b4-5）」、また「わたし

（料理人）のほうは、ありとあらゆるおいしいものを、たくさんあなた方にご馳走してあ

げてきた（522a2-3）」と述べられており、ともに身体に関わりながら領域（対象）として

は「ものの外見の美しさ」、「食べ物の味」をそれぞれ持つ能力と考えられるだろう。 

さて、ここで問題となるのは、そのようにそれぞれ異なる対象を持つはずの真の技術と

似非技術が、その区別に厳格であったプラトンによって、まるで同じ対象を持つ能力の働
．．．．．．．．．．．

き
．
かのように
．．．．．

あえて
．．．

論じられているのは何故かということだ。すなわち、ここでの議論は、

「魂・身体の善い状態」という魂・身体
．．．．

の善さとして
．．．．．．

ただ
．．

ひとつの
．．．．

基準
．．

のみ
．．

を用いて23、

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見える。医術と料理術が一対一対応によって規定されるそれ

ぞれ固有の対象を持っているのならば、それらは健康になるような食べ物と美味しい食べ

物を身体に提供することで、それぞれに固有の善さ（利益）をわれわれの身体に与えてく

れる技術ではないのか。何故本来医術が与えるべきものを、料理術が与えないという理由

                                                                                                                                                            

あることを認めている。『ヒッピアス（小）』における技術と経験の記述が、そのまま『ゴ

ルギアス』における技術と似非技術（経験・熟練）の間の区別を示すわけではないが、似

非技術もまたなんらかの能力をもつことの証拠として注意されてもよいだろう。 
23 ここで述べられている「魂の善さ（善い状態）」、「身体の善さ（善い状態）」は後に（504b-c）、

それぞれにおける規律（τάξις）と秩序（κόσμος）と特定され、身体の場合にはそれが「健

康」または「強壮さ」と呼ばれることになる（同様に、魂の場合には「規にかなった」ま

たは「法」と呼ばれるが、これらを対象とする技術はそれ自体多くの問題を含むのでここ

では省略する）。つまり、その「健康」と「強壮さ」と言い換えられる「身体の善さ」は、

先に見たように、本来それぞれ医術と体育術が対象とする領域であった。 
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で似非技術と認定されねばならないのだろうか。すなわち、真の技術に要求される条件と

照らして、料理術は確かに、身体の健康状態とそれに対する料理の役割の両者に関して一

切の理論的根拠は持たず、身体の健康を目指すのではなくその快楽を目指す営為ではある

かもしれないが、先に藤澤が適切に指摘していたように、その対象が「食べ物の味」と規

定される能力であるのなら、それが食材の自然本性を研究し、それに対する味付けの根拠

を理論的に説明し（C1）、食べ物の美味しさに関して身体のために最善のものを目指す（C2）

ことによって真の技術と認定される可能性は十分にあると考えなければならないのではな

いか24。実際、『国家』において料理術は「料理に対して、美味い味を与える技術（332d1）」

と述べられ医術と並行的に論じられているし、また『ゴルギアス』において説明された弁

論術の性格規定は、ペリクレスやテミストクレスのような第一級の弁論家とされている人

たちでさえ、C1 と C2 の厳密な要求には堪えないというかたちで、主として事実の上から
．．．．．．

なされている25。同様にして、似非技術と認定された他のソフィストの術、化粧術、料理

術なども、それらの本来のあり方の観点から批判されているのではない限り、それらが現

実にある仕方から脱却して真の技術の地位を奪回する可能性も考えられて当然だろう。 

                                                      
24 Roochnik（186）、Irwin（2, 209-210）、Dodds（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、とコメントしている。しかしながら、Woolf（122）が適切に指摘しているよう

に、真の技術が最善を目指すという条件は、後に、「苦痛であるが有益なものを選ぶ」こと

とともに「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、どのよ

うなのが悪いことであるかを選びわける（500a4-6）」こととも言われている。似非技術へ

の批判は「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）」からなの

である。ここから、たとえソクラテスが料理術はそれを行っていないと述べているとして

も、快楽自体はその本性と原因が説明されうる、と読むのが自然な読み方だろう。 
25 Dodds と Irwin（2）はともに「それでは、さきに言われたような弁論家、つまり、真の

技術をもつすぐれた弁論家は、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のではないだろうか（504d5-7）」という記述に注目しその

弁論術の理想のあり方の可能性を指摘している。しかしながら、Irwin がそこで適切に述

べている疑問は、そのようなあり方をする真の弁論術は正式には弁論術と呼ばれるものな

のか、ということだ。つまり、真の弁論術の働きを上記の箇所で記述されているものと考

える限り、それは本来弁論術に対応するものだった司法術との区別がなくなり、結局司法

術と呼ばれるべきということである。また、『ゴルギアス』と『パイドロス』の弁論術の扱

い方の相違は、また一つの大きな問題であり本稿では直接扱うことはできないが、『パイド

ロス』では「技術のあり方としては、医術と弁論術とは、なにか同じ事情にあるようだ

（270b1-2）」と述べられ、弁論術が『ゴルギアス』において対立的に考えられていた医術

と平行的に論じられていることは注意されてもよいだろう。 
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しかしながら、その理想のあり方とは何であろうか。第Ⅰ章において考察されてきたよ

うに、技術（能力）と対象の一対一対応を厳守するプラトンが、理想の料理術の対象を医

術と同じものにあてがい医術に解消することを望まないのならば、ここで似非技術に対し

て行ったプラトンの批判の真意とは何であったのか。その具体的考察には、技術の方法と

目的の関係性を価値（善）の観点からもう一度根本的に問い直す必要がある。それでは次

章から技術と価値の問題を考察していくことにしよう。 

 

Ⅱ．技術と価値Ⅱ．技術と価値Ⅱ．技術と価値Ⅱ．技術と価値 

 

１．クラフト・アナロジー１．クラフト・アナロジー１．クラフト・アナロジー１．クラフト・アナロジー 

    初期対話篇において、ソクラテスは、人間の「徳（ἀρετή）26」を様々な技術と比較する

ことで、徳の探求を進めている。このことは、Irwin によって「クラフト・アナロジー」

と術語化され、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、「初期対話

篇にみるソクラテスは、実際に人間の徳の内容も技術と同じ概念で示されると考えていた

が、『ゴルギアス』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持つに至った」というものである27。このソクラテスとプラ

トンにおける人間の徳の見解をめぐる諸解釈は、Irwin 以来頻繁になされ現在でも議論は

続いている。確かに、我々にとってそもそも価値（善）とは何であるか、そしてそのよう

な価値と倫理的規範との関係はいかなるものか、という問題28は人間の徳の内容と密接に

                                                      
26 藤澤（1, 51）が述べるように、「徳」という訳語は、一見道徳的含意を持つように思わ

れるが、その原語の持つ基本的意味は、「よさ、すぐれてあること、卓越性」ということで

あり、むしろ積極的な「能力」の意味に近い。例えば、「それぞれの働きをもっているもの

は、自分に固有の徳によってこそ、みずからの働きを立派に果たし、逆に悪徳によって拙

劣に果たす（Rep. 353c5-7）」と言われるように、目は見るという働きからその徳が規定さ

れているし、他の全てのものもその働きに応じて徳が規定されている。そしてまた、その

徳という語が適用される範囲は人間にとどまらず、目や耳などをはじめ、あらゆる能力や

技術も含むものである。 
27 Irwin（1, 7-10）. 
28 『国家』第一巻において「人間の徳（335c4）」と述べられた正義は、トラシュマコスと

の議論の最後に「魂の徳（353e7-8）」と言い換えられ、「正しい魂や正しい人間は善く生き

（353e10）」、また「善く生きる人は祝福された幸せな人間（354a1）」とも言われている。

先に述べたように、「徳」という言葉と、その形容詞形「善い（ἀγαθός）」は基本的に道

徳的意味を持たず、「卓越性」を示すと考えられるが、それが魂（人間）に適用された時、

必然的にそれは正義という概念を含み、道徳的性格を帯びることになる。このように、そ



 19

結びついている。しかしながら、本稿はこの課題に取り組むことをその直接の目標とはし

ない。そのような人間の徳と結びつく究極的価値（善）の具体的内容
．．．．．

はいったん保留にし

て、まず人間の徳に類比される様々な技術の段階に考察を限定し、それらの技術がその価

値にいかなるかたちで関わりうるのか明らかにすることを目標とする。なぜなら、Irwin

をはじめとする多くの論者は、技術的概念を人間の徳に結びつけることの困難または正当

性を熱心に論じているが、そもそもプラトン（ソクラテス）の技術概念29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、という点に揺らぎがある限り、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。Balaban が述べる

ように30、各論者の見解の不一致における主要な要因は、プラトンが技術の概念を、対話

者が理解していた仕方（すなわち当時一般の理解、ないしこれは現代の我々の通俗的理解

にも当てはまる）とは劇的に異なるかたちに変更したことにあると思われる。 

Irwin が考える技術とは、端的に述べれば「ある確定した目的を達成するために何かを

産み出す手段」であり31、その類比の主要なポイントは「ある確定した目的を達成するた

めの手段」という点にある。その上で彼は「人間の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なら

ない」と述べ、それを理由に徳の技術的概念に対して懐疑的な旨を繰り返し強調している32。

例えば、正義のような徳は、幸福という（正義がそれへの手段であれその構成要素であれ）

一つの目的を持っているが、その目的である幸福の内容は、正義の人とそうでない人で一

                                                                                                                                                            

れぞれものの働きの善さ（徳）と平行的に語られる魂（人間）の善さ（徳）が、いかにし

て価値（善）の倫理的規範の側面をも持つことができるのかという問題は、『国家』の残り

の巻で議論される主要な問題のひとつだろう。 
29 以下、プラトンの初期対話篇に見られるソクラテスの思想と、Irwin が述べるような『ゴ

ルギアス』以降のプラトンの思想に分けて記述はしない。なぜなら、Irwin は徳の技術的

概念に関して、両者の相違を想定し、その内容を詳述しているが、人間の徳にアナロジー

として適用される様々な技術の概念に関しては、なんらのことわりもなく一貫してただひ

とつの想定を用いているからである。そして本稿で批判するのは、Irwin らがプラトンの

技術概念に読み込んでいる、そのような誤った先入観である。 
30 Balaban（7）. 
31 各論者におけるプラトンの技術概念の理解の相違として、例えば、Roochnik（1, 186）

は「何かを産み出す」という点で Irwin を批判している（Roochnik は、テクネーという言

葉には「何かを産み出すもの」という限定的な規定が適用できないため knowledge と訳す

べきと考える）。この解釈の争点は、純粋に理論的と思われる諸技術（計算の技術や幾何学

など）の働き（ἔργον）をどうように捉えるかという問題に関わっているが、今はその問

題に触れられない。Cf. Ch. 165e3-166b6. 
32 Irwin（1, 82-101, especially 84-85）. 
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致するとは考えられないのではないか、という疑問である。しかしながら、正義の徳と幸

福との関係、そして幸福の内容の問題はさておき、アナロジーを用いる根本前提となって

いる「技術はある確定した目的のための手段」という単純な図式こそが私の疑問となるポ

イントである。それゆえ、アナロジーの基底をなすプラトンの技術概念を、我々が用いて

いる「技術」という言葉の先入観を排し吟味することは、前章の『ゴルギアス』の分析に

おいて問題となった技術の手段（方法）と目的の関係を見直すためだけでなく、人間の徳

そのものを理解する基礎作業としても必要であると言ってよいだろう。また、そのために

も、クラフト・アナロジーをめぐる多くの議論が論点の明確化に裨益するところは大きい。

それでは以下、技術の手段と目的の関係を価値とのつながりを視野に入れつつ見ていこう。 

 

２２２２．技術の両価性．技術の両価性．技術の両価性．技術の両価性と価値負荷性と価値負荷性と価値負荷性と価値負荷性 

まずプラトンにおける技術と価値の関係を考える上で、『国家』333e1-334b6 のポレマル

コスと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（δεινός）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？」（333e6-7） 

「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、お金を盗むことにも有能

だということになる」（334a7-8） 

「かくて正義33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。ただしそれは、友を利し敵を害するためのものでなければならないが。」

（334b3-b6） 

 

 ここで、医者などの技術者はどれも自分たちの技術の原理を反対の仕方で、反対の目的

のために用いることができるが、しかし、正しい人は正義の原理を反対の仕方で、不正の

目的のために使うことができないので、アポリアに終わっている。このソクラテスとポレ

マルコスの議論の論点は、『ヒッピアス（小）』全編にわたる大きなテーマである。次にそ

の議論後半部の主要な要点のみを引用する（能力と知識の関係は省略）。 

                                                      
33 正義が一つの技術であるとプラトンによって考えられている（その適不適は問わず）こ

とは、「それでは、正義と呼ばれてしかるべきものは、そもそも何に対して、何を与える技

術のことであるか？（Rep. 332d2-3）」という言明からも伺える。 
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「では医術の場合はどうかね。肉体に対し故意に悪を行う魂は、より医学に通じているの

ではないかね。」（375b4-5） 

「それならどうかね、弾琴に長けているとか、吹奏により長けているとか、その他、技術

と知識とに関わるすべての領域においても、より優れている魂というのは、故意に悪しき

行為や醜い行為をなし、故意に過つ魂であって、心ならずもそうする魂はより劣ったもの

なのではないかね。」（375b7-c3） 

「したがって、故意に過ちを犯したり、恥ずべき不正なことをなしたりする者というのは、

ヒッピアス、かりにこういう人間がいるとしたら34、それは善い人間をおいて他にはない

ことになるだろう。」（376b4-6） 

 

以上の議論から素直に読み取れるのは、技術をその本来の目的から切り離し、いつでも

別の目的を達成するための手段として使用できる純粋なスキルとみなす考え方である。技

術はスキルの側面が取り出され、それがどのように使われるかという目的から隔離され、

その手段の要素のみ追求することも可能である。この考え方は現代の我々に最も抵抗なく

受け入れられるものではないだろうか。手段と目的が乖離した技術知は、我々の行動の善

さや倫理的規範などと独立の知識として成立することができる。 

しかし、これらの議論からはともに正義も両価的であるというアポリアが帰結するため、

なんらかの誤りが議論に含まれていると考えなければならない。その対処の一つの策とし

て Roochnik は、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35。すなわ

ち、彼によると、プラトンは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がまず捨てられなければならないと考える。だが、

                                                      
34 この「かりにこういう人間がいるとしたら」という記述がアポリアを解く鍵であるとい

う指摘が伝統的になされてきている。Cf. 角谷（18）、Kahn（117）など。この条件は「み

ずから進んで悪を為す者はいない。為すとすれば無知のゆえである」という、いわゆるソ

クラテスのパラドックスと言われるものである。善悪に関わる正義などの徳は、それが善

悪の知識を含むために、その本来の目的と不可分（善が何であるかということを見過たず、

善を必ず目的とするから）で、別の目的を達成するための手段とはなり得ない。しかしな

がら、この条件は本稿の論旨に照らすと結局、クラフト・アナロジーが成立しないことを

示唆（他の技術は目的と手段が分離できる）するか、プラトンの両価的な技術概念を否定

するかの二つのアポリア解決策の可能性に還元されるので、これ以上問題とはしない。 
35 Roochnik（2, 136）. 
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「正義が技術である」ということは先の箇所でも（332d2-3）明快かつ端的に述べられてい

たし、彼がこの『国家』第一巻や『ヒッピアス（小）』以外の初期対話篇の至るところで用

いられているテクネー・アナロジーを、すべて舞台設定上の理由や対話者の教育目的など

の対人論法的議論の枠に解消してしまう36ことはやや容易すぎる解決策と考えざるを得な

い。 

もうひとつの策として、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

いという解釈も多数なされている37。例えば、瀬口は、初期対話篇に属する『ヒッピアス

（小）』の議論では、確かに技術が両価的であるという考え方が述べられていたが、この『国

家』の議論においては「テクネーや技術者を指す言葉が一度も使用されていない」という

事実も考慮し、『ヒッピアス（小）』の価値中立的技術観から『国家』の価値負荷的技術観

へのプラトンの立場変更説を提示した。しかし、プラトンが技術の両価性にコミットして

いないという主張に限れば正しい方向が示されていると考えられるが、プラトンが立場を

変更した理由、その必然性はテキストから示されていないし、この解釈もまた必ずしも説

得的とは言えないだろう。そこで、次に Warren の主張を見てみたい。Warren は『ヒッピ

アス（小）』については何も触れてはいないが、瀬口と同様にプラトンによる言葉の選択に

注意を払い、『国家』の議論において、「技術者」と「技術」の意味内容の格差・相違に着

目している。彼によると、技術は、そのスキルのみが目的から切り離され、純粋な手段か

つ価値中立的なものとして使われうる可能性をプラトンは十分に理解している。そして、

その技術を行使するのが「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

る場合にはその人が、自分の利益のためであれ第三者利益のためであれ、犯罪や自己満足

などの様々な目的のために用いうる。すなわち、プラトンが新たな技術観として強く打ち

出す価値負荷的な技術と同様に、本来の目的どおりに自分の技術を用いる「技術者として

の技術者」と、本来の目的から分離した両価的なスキルとして技術を用いうる「人間とし

ての技術者」を『国家』のポレマルコスとの議論において区別しているというのである。

実際、『国家』においては「ひそかに病気にかからせることにもかけても、最も有能」、ま

た『ヒッピアス（小）』においても「肉体に対し故意に悪を行う魂」と、プラトンが両価的

なあり方を技術そのものの性質には決して帰していない38ことからも、プラトンは『ヒッ

                                                      
36 Cf. Roochnik（1, 190-193）. 
37 瀬口（96-99）、Warren（102-103）Tiles（51-54）。 
38 ただし、次の一箇所のみ両価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
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ピアス（小）』から一貫してこの両価的な技術観にコミットしていないと言うことができる

だろう。 

そして、その直後のポレマルコスとの議論においては、次のような与格の表現を加える

ことによって、誤った使用を許さない「技術そのもの」と、誤った使用に携わる「人間と

しての技術者」との対比を示唆していることに注意したい。 

 

「ところで音楽家は、その音楽の技術によって
．．．．．．．．．．．

（τῇ μουσικῇ）、人を音楽の才なき者にす

ることができるだろうか？」 

「そんなことは不可能です」 

「では馬術家は、馬術によって
．．．．．．

（τῇ ἱππικῇ）、人を馬術の才なき者にすることができるだ

ろうか？」 

「できません」（335c9-12） 

     

  以上から伺えるように、行為の主体を表す与格を含むことで、文の主語がたとえ「人間

としての技術者」だとしても、その人が誤った仕方で自分の技術を用いる可能性を議論か

らあらかじめ排除しているのである39。ここから理解できることは、プラトンにおける真

の技術のあり方は決して両価的なものではなく、必ずなんらかの仕方で価値に関わるもの

だが、それと同時に、そのような技術はいつでも本来の目的から切り離されたただのスキ

ルとしても使用されう
．．．．．

る
．
、ということだ。プラトンはこの技術の両価性に無知な訳では決

してない。そして、技術者の誤使用の問題は次のトラシュマコスとの議論構造もまた明確

にしてくれるものである。それでは、以上のポイントを踏まえながら、技術と価値の関係

を探るために、このプラトンにおける技術の価値負荷性という概念がいかなるものかさら

に考えてみたい。 

                                                                                                                                                            

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（διὰ、376a2-3）。」しかし、ここで

の「通じて」という言葉は、次に見るような行為の主体を表す与格とは異なり、やはりそ

の主体が、それらを用いる魂にあることを示すと考えるべきだろう。 
39 Burnyeat（225-226）は、ギリシア語の抽象名詞の与格がある行為をどのように説明する

べきか示す機能を持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、与格の抽象名詞は、主体にその与格の適用される種類の行為を行わせる性

格を表す、ということだ。そしてこの抽象名詞には知識や技術も含まれることも指摘して

いる。 
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３．一対一対応としての価値負荷性３．一対一対応としての価値負荷性３．一対一対応としての価値負荷性３．一対一対応としての価値負荷性 

    『国家』340c1-342e11 の議論において、トラシュマコスは「ふつうわれわれは言葉の上

では、医者が誤りをおかしたとか、計算や読み書きを専門家が誤りをおかしたとか、そう

いう言い方をするだろう。が、ほんとうを言えば、思うに、そうした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

のである（340d6-e1）」と主張し、「強者の利益」と規定される彼の正義概念が、判断の誤

りによって、弱者や被支配者の利益になって強者の不利益となり、強者にとって両価的と

なる可能性を完全に封じ込めた。ここで、ソクラテスが彼の正義概念を論駁する実際の議

論に移る前に、前節で確認されたポイントを考慮し、このトラシュマコスが採用した厳密

論に関して注意しておくべきことがある。つまり、厳密論とは、ソクラテスの立場からは、

技術者が誤使用に関わる「人間としての技術者」と解される可能性を排し、必ず本来の目

的に関わる「技術者としての技術者」と解されることを可能にする条件でもあった、とい

うことだ。ここでの議論は基本的に技術者ではなく技術が議論の主体として語られている

が、そ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「技術者としての技

術者」の理解を促す注意が必ずといっていい程なされている40。すなわち、この厳密論と

いう条件は、トラシュマコスにとっては技術者の技術上のミスの可能性を消去するものに

すぎないかもしれないが、ソクラテスにとっては技術者の誤使用の可能性を排し、技術者

と技術そのものを同一で置換可能にするものでもあったのだ。それでは、次にソクラテス

がトラシュマコスを論駁する過程を、厳密論によって技術者と技術が置換可能な言葉とな

っていることに注意して、少し詳しく見ていこう。 

 

１．厳密な意味での技術者はすべて働きかける対象に向いた活動に従事する（341c5-d5）。 

２．技術者とそれが働きかける対象それぞれには41なんらかの利益がある（341d6）。 

                                                      
40 例えば、「あくまで厳密な意味での医者のことを聞いてるのだよ（341c7-8）」、「ほんとう

の意味での船長とは（341c10）」、「およそどんな医者でも、彼が医者であるかぎりにおいて

は（342d5）」、「一般にどのような種類の支配的地位にある者でも、いやしくも支配者であ

るかぎりは（342e7-8）」などが挙げられる。 
41 この箇所の ἑκάστῳ τούτων が誰を指すかは解釈が分かれている。 

(1) 技術者が働きかけるもの・・・・・Adam 

(2) 技術者・・・・・・・・・・・・・Allan 
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３．技術そのものもそれぞれの利益を追求し、実現する（341d8-9）。 

４．技術は、技術としてできるだけ完全であることがその利益である（341d11-12）。 

５．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（341e2-9）。 

６．技術自体は欠陥がなくいかなる徳（卓越性）も必要としていない（342a1-b4）。  

７．それゆえ、あらゆる技術（知識）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-d2）。 

８．だからまた、いかなる技術者（支配者）も支配する対象（それが働きかける対象）の

利益を考えて命じる（342d4-e11）。 

 

 ここで、７．において「技術が探求する利益とは、その技術が働きかける対象（'κείνῳ οὗ 

τέχνη ἐστίν）にとって利益になる以外にはない（342b4-5）」とプラトンが述べていること

の意味を、技術の価値負荷性の概念を明らかにするために考えてみよう。瀬口は42、「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（傍点筆者）」と解釈する。この「内在的な原理」

という記述が多少曖昧であるが、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
．．．．

と技術知は、よく生きるた

めの知識として分かちがたく結びついているのである。（傍点筆者）」 

 

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

                                                                                                                                                            

(3) 技術者とそれが働きかけるもの・・Warren 

トラシュマコスは、厳密な意味での支配者（技術者）が、支配される人々（働きかける

もの）ではなく、自分の利益を追求すると考えている。そして、ソクラテスは、技術者（技

術）の利益がそれ自身の完全さの他はないということを論拠に、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、(3)が適切だと思われる。しかし、(2)でもよい

かもしれない。(1)では３．を考えると論点先取の議論にならないだろうか。 
42 瀬口（100-103）。Warren（105）もはっきりとは述べていないが、何らかの意味で道徳

的な善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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たと解釈するのは、あらゆる技術は、それが真の技術である限り、それらの技術の働きが

もたらす利益（善さ）にとどまらず、「対象にとっての善を知ること」、すなわち倫理
．．

性ま
．．

でを含む
．．．．

全一的な
．．．．

価値
．．

の知
．．

を
．
内在的な原理
．．．．．．

として
．．．

持つ
．．

、ということだ。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鐘（傍点筆者）」とも述べている。しかしながら、ここの議

論において「技術が探求する利益」とは、瀬口の述べるように、倫理性までも含む広い文

脈で用いられているだろうか。プラトンはさらに、正義が支配者にとっての利益ではなく

支配する対象にとっての利益であることを示す次の議論において（345e8-347a5）、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、医術がつくり出すものは、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、建築術のつくりだす

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（τὸ αὑτῆς ἑκάστη ἔργον）をもち、自分が配置されている当の対象（ἐκεῖνο ἐφ’ᾧ 

τέτακται）に利益を与えるのだ。」（346d2-6） 

 

この言明から「技術が探求する利益」とは「それぞれがなしとげる自分だけの働き」と

密接に結びついた利益と判断できるだろう。すなわち、医術なら病気の人に健康をつくり、

建築術なら家を持たない人に家をつくるという、それぞれの技術の働きと対象が決して切

り離せない仕方で対象の利益を探求するのである。ここでも、本稿の第Ⅰ章でみたように、

技術と対象の一対一対応に基づいて、その技術が与える利益もひとつに決まっていると理

解できる。瀬口はまた、対象が無生物の場合に例えば、数論の技術や計算術の正確な対象

とは数学的理論や数学的計算であり、その善とは生み出される理論や計算の卓越性／優秀

性と述べているが、それは、本稿で詳述してきた技術と対象の関係に照らすと、技術の働

きと対象との連動性を捉え損なった解釈と言えよう。すなわち、数論の技術や計算術にお

ける「対象の利益」とは、数論的な側面、または計算の側面に不足（欠陥）している何ら

かのもの（例えば、不正確な家の設計図などを考えられたい）に理論や計算の正確さを与

えることだと考えてよい。理論や計算の卓越性／優秀性とは、むしろここでの議論の「技

術そのものの利益」の方に含まれるものだろう。したがって、「働きかける対象の利益」と
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いう言葉からそれぞれの技術の働きに対応した利益を越えて、倫理性の勘考までが技術内

部に負荷された訳ではなく、ここで技術が探求すべきものとして負荷された価値はあくま

で、技術的
．．．

な利益のことである43。 

また、議論構造を考えてみると、「技術（技術者）は自分自身か対象かどちらの利益を追

求するのか」という問題から「対象の利益を追求する」という結論が導き出されていた。

ここでの主要な論点は、対象にとっての最善（倫理性までを含む全一的な価値）を知るこ

とを内在的原理とした価値負荷的技術概念の確立というよりむしろ、Roochnik が適切に述

べている技術の志向性（intentionality）への強調だろう44。技術は自分の利益や第三者の

利益を追求するのではなく、その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、先ほどの両価性の議論で確認したようなスキルと目的との分

離を受け入れず、目的的（purposive）と記述されてよい。これは、技術が犯罪や自己満足

などのいかなる目的にも用いられうるような純粋な手段かつ両価的な存在ではないという

ことを表している45。        

それではここで、医術や建築術が目的とする利益は健康や家と言い換えられていること

に注意されたい。医術や建築術は、先に見たように対象にとっての利益を目的としなけれ

ばならないが、それによって直ちに実際に
．．．

対象にとって善いこと、すなわち倫理性までも

含めた全一的な価値を知ることまでを自己の領域として持つことが帰結しているわけでは

決してない。このようなそれぞれの技術の境界領域の指摘は初期対話篇にも見られる。 

 

「さて、どうだね、その医者は、自分の治療がどんな時に利益に（ὠφελίμως ἰᾶται）なり、

どんな時にはならないか、それを知らねばならないということも必然だろうか？また、そ

                                                      
43 トラシュマコスとの議論においてソクラテスは次の発言をする。「そして、もしそうな

らば当然、すべての支配は、それが支配であるかぎりにおいては、政治的支配であろうと、

個人的生活での支配であろうと、ただもっぱら支配を受け世話を受ける側の者のためにこ

そ、最善の事柄（τὸ βέλτιστον）を考えるものだということに同意しなければならぬと、

こうぼくはさいぜん思っていたのだ。」（345d5-e1）ここでは、「利益」という言葉が「最善

の事柄」と言い換えられており『ゴルギアス』との対応が連想されるが、ここでも文脈上

「技術的に最善の事柄」という意味をこえるものを読み込んではならない。『ゴルギアス』

については後述。 
44 Roochnik（141）. 
45 Op. cit.（141-142, 145）. しかしながら彼は、このような対象の利益を目指す技術も、以

下述べるように、その利益が対象にとって最善の観点から保障される利益ではないため、

あくまで両価的と呼んでいる。 
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れぞれの専門家にしても、自分のした仕事の結果が（ἀπὸ τοῦ ἔργου οὗ ἂν πράττῃ）、ど

んな時に利益になり（ὀνήσεσθαι）、どんな時にはならないか、それを知らねばならないこ

とも？」 

「いや、おそらく、そこまで知らねばならないことはないでしょう」 

「すると、時によっては」とぼくは言った。「医者というものは、自分のしたことが利益に

なるにしろ、害になるにしろ、自分のしたことの成果（ὡς ἔπραξεν）を自分では知らない

ばあいもあることになる。」（Ch. 164b7-c1） 

 

    医術は、病人の最善を考えて実際に自分の働きが有益であるのかどうか判定する基準を

その内部には持たない。これは技術である限りのすべてのものに適用されると考えてよい。

『国家』第一巻で言われている技術の価値負荷性とは、対象の倫理性までも含む最善のあ

り方では決してなく、技術的な善さ、すなわちいまだ条件付きの、可能的な善さにすぎな

いのである。このような価値負荷的な技術は、純粋なスキルとして犯罪などに携わること

が認められないとしても、目指すべき対象の利益の勘考がその技術的な領域に限られてい

る限り、倫理性も含む全一的な価値の観点から実際に善い利益をわれわれにもたらすかど

うかはいまだわからない。『国家』第一巻においては、条件付きで、可能的な利益（善）の

範囲に議論が限定されており、それぞれの技術の利益（善）と全一的な利益（最善）の関

係については一切触れられていないのである。 

 以上考察してきたように、『国家』第一巻の議論において、技術が対象にとっての全一的

な価値の勘考を負荷されるべき記述は何もない。それでは、それぞれの技術は結局対象の

可能的な善の追求に終始し、それがわれわれにとって本当に善くあることがどうかはその

技術のあり方から放棄しなければならないのだろうか。プラトンは決してこのような考え

方を認めていない。それではさらに技術の目的に関して異なる視点から考察を進めてみよ

う。 

 

４４４４．技術の目的．技術の目的．技術の目的．技術の目的とはとはとはとは 

 プラトンの考える技術とはすべて対象に利益を与えるというある目的（志向性）を持っ

ている。これは前節までで確認された。それでは、この目的が条件付きで、可能的なもの

ではなく、実際の利益（善）となるにはどのような条件を必要とするのだろうか。まず技

術と目的の関係を考えてみたい。Bambrough は政治的知と専門技術が類比的に語られる
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典型的な例として、『国家』488a-489a における「国家の船の比喩」を取り上げ、その比喩

に対する批判として注目すべきコメントをしている。「バスの運転手（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とについての決定なのである46。」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

ての問題はその技術の部分にはない47」と述べる。確かに、それぞれの技術は、その内部
．．．．

において
．．．．

、対象の実際の利益に通じる目的の考察を含み得ないように思われる。それでは、

技術の目的はいかにして与えられるのであろうか。人間の様々な欲求や願望が、例えば、

医術には健康を、建築術には家をといったように、技術にその目的を与えるのであろうか。

Annas は先ほどの引用箇所に続いて次のようなコメントをしている。「もちろん、他の諸

技術の観点を含めることでこの問題（技術の目的に関する問題）は他の観点から問われる

ことができる。」では、この問題を Tiles の議論を参考にして考えてみよう。 

 Tiles もまたプラトンの技術概念は純粋に道具・手段的（instrumental）なものではない

と主張する48。その主張の主要な論拠となるのは『国家』第十巻におけるプラトンの記述

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――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、どのようなよい

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。」（601d1-10） 

 

 例えば、笛吹きの技術のような使う技術は、笛つくりの技術のような作る技術に対して、

                                                      
46 Bambrough（195）. 
47 Annas（26）. 
48 Tiles（50）. 
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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持っている49。この

記述を注意深く見てみると、次の Bambrough 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「（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る（括弧、傍点筆者）50」と考える。例えば、

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に51、「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（without qualification）「技術のない」とい

う記述の下に括ってもらいたくない」のだ。すなわち、笛作りの技術の目的となるものは、

Irwin が主張していたように、誰にでも（笛吹きの技術を持つ人にも、持たない人にも）

受け入れられるような確定した（determined）ものではなく、笛吹きの技術によって始め

て「笛を吹くのに適した笛」という仕方で実際に有益で善い笛と確定されうるものなので

ある。次の記述も見てみよう。 

 

「ところで、道具にせよ、動物にせよ、行為にせよ、それぞれのものの善さや美しさや正

しさ（ἀρετὴ καὶ κάλλος καὶ ὀρθότης）は、それぞれがそのために作られたり生じたりし

ているところの、ほかならぬ使用ということに関わるものではないかね？」（601d4-6） 

 

あらゆる技術は必ず、それを行使する技術者の「行為」に何らかのかたちで結びついてい

る。したがって、すべての技術のあり方がここで述べられている「行為」の範囲に内包さ

れると考えてよい。ここから理解できるのは、笛作りの技術が所与の目的を自明なものと

して持ち、その技術の内部で完結したあり方を持つことが否定されているということだ。

笛作りがその技術の範囲内で用いる笛のよしあしの基準は、決して確定したものとは言え

ず、いまだ条件付きで可能的なよしあしにすぎない。いかなる技術も、それがわれわれの

行為の利益を確実なものとするために要請されているのであるから、適切な使用という観

点から眺められることによって、その技術の実際の価値（善さ）と目的が設定されなけれ

ばならない。また、どんなに明確に決定されているかに見える利益をその目的として持つ

                                                      
49 『国家』の記述だけでなく、初期対話篇においても、同様の記述は散見される。Cf. Eu. 

290b7-c6、Cra. 390b1-5. 
50 Bambrough（201）. 
51 Tiles（56）. 
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技術も、その技術の与える利益が、使う技術の観点から捉えられた場合には、作る技術も

含めたそれ以外の一般の人の思わくに反する可能性は十分にある。例えば、エンジニアか

ら見て最適だと思われる車の構造（車体が軽くスピードが出る）も、ドライバーという使

う技術としての専門家の観点から見れば、思わぬところで実際には不便で悪い構造である

（カーブを曲がるには安定感がない）ことがあり、また逆に、エンジニアには不便そうに

見えても、ドライバーからは実際には善いと判断されることもある。すると結局エンジニ

アなどの作る技術には、その目的となる車の善さに関した知識を得ることはできず、車の

よしあしに関してはその他の素人と同程度の考えしか持たないと考えられるかもしれない。

だが、プラトンは入念にもさらにもう一つの条件を与えている。 

 

「してみると、同じ道具について、製作者のほうは、知っている人とつき合い、知ってい

る人から聞かなければならないおかげで、その道具の美し悪しについて正しい信念をもつ

ことになるわけだし、使用者のほうは知識をもつことになるわけだね？」（601d8-e2） 

 

エンジニアには、ドライバーとつき合い、彼からその車のよしあしを聞くという条件が

成立する限り、正しい信念というかたちで「善いと思われる車」ではなく常に「実際に善

い車」を生み出す可能性が保証されている。つまり、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、他方の技術に「どうあるべきか」、

「なぜそれが善いのか」という目的・価値基準を与え、そしてまた他の技術から与えられ

るような、支配―従属（使う―作る）関係にあることが示唆されている。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52。 

さらに、この技術の支配―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は、それが何

であるにせよ、最終的に下位にある従属的技術全てに対してその行為の正しさを保証する

存在となる。すなわち、すべての技術の目的は、それぞれ単独に考えられた場合には条件

付きで可能的な利益（善）でしかあり得ないが、それがこのヒエラルキーの中に組み込ま

                                                      
52 Op. cit.（60-62）. しかし彼は、結局このような側面を持つプラトンの技術知の理解

を、”knowing-why”の”knowing-that”への誤った同化とみなし、プラトンを批判している。

すなわち、知識のあり方は客観的なひとつの命題で表せるようなものであり、実践的で価

値判断を含む問題に厳密な知識は成立しないのではないか、という趣旨の批判であろう。 
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れその頂点に君臨する技術によって正しく設定されることによって、その対象にとって実

際に有益（善）であることも確保されるのである53。以上を踏まえると、技術がその対象

にとっての倫理性までを含む全一的な価値を知ることがもしできるのならば、その可能性

はそれが知識ではなく正しい信念というかたちで、そして言わば外在的な原理として
．．．．．．．．．

、そ

れぞれの技術に組み込まれていると考えなければならないだろう。 

 

５．５．５．５．使う技術と作る技術使う技術と作る技術使う技術と作る技術使う技術と作る技術 

    さてここまでの考察を踏まえて、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。真の技術と似非技術は、それぞれ異なる対象を持ちそ

れに応じた利益を与えてくれる技術と認められる可能性を先に指摘した。しかしながら、

ソクラテスは、「魂・身体の善い状態」というそれぞれ同じひとつの基準を用いて、真の技

術が「実際の善さ」に関わり、似非技術が「見かけ・思われの善さ」に関わると結論して

いた。そしてその両者の「実際の善さ」と「見かけの善さ」との関わり方の相違が先に見

た二つの要素（C1:R1 と C2:R2）に還元され、それらの手段と目的の要素が互いに切り離

すことができずに論じられていることが問題であった。それではここでソクラテスが魂・

身体の善い状態という同じひとつの基準を持ち出して議論を進め、なぜかそれらの技術が

同じ対象と利益に関わるかのようにあえて語っている事実にもう一度注意したい54。比較

的多くの論者が『ゴルギアス』のこの箇所と『国家』第一巻を同種の論考として対応させ

ているが55、『国家』第一巻にみる技術論は、先に見たように、技術とその利益の関係がそ

れぞれの技術の領域内に限定された議論であったため、この『ゴルギアス』での論考は何

かそれと異なることを示唆していると思われる。 

 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

―作る技術、すなわち支配―従属の関係を思い起こすことだ。『ゴルギアス』において、医

                                                      
53 Cf. 角谷（22-23）. 
54 中畑（14, n. 31）が適切に注意しているように、ここでの身体と魂との類比に基づく議

論（462b-465d）、とりわけ真の技術と似非技術の区別を導く議論においては（464a-465d）、

身体について、医術と体育術の固有の領域との結びつきを明確に連想させる、ὑγίεια、ὑγιής、

（健康、健康的）、そして ἰσχύς、ἰσχυρός（強壮さ、強壮な）のような言葉は直接には用

いられない。私は、εὐεξία、εὖ ἔχειν τὰ σώματα（身体の善い状態）という語をここであ

えて使用することで、医術と料理術（そして体育術と化粧術）を同じひとつの基準（同じ

対象と利益に携わる技術とみなすこと）から論じることを可能にしていると考える。 
55 例えば、瀬口（101）、Parry（13-24）。 



 33

術と料理術がこの支配―従属の関係に対応すべきものであることは次の箇所にきわめて明

確に指摘されている。 

 

「すなわち、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、パンつくりの職人、

料理人、織物工、靴造り、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。 

 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、どれが害

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。」（518a1-5） 

 

 ここでは、先の『国家』第十巻の記述で述べた技術のヒエラルキーとして人間の身体が

考えられ、その頂点すなわち「女王たるべきもの」として医術（体育術）が置かれている。

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』の弁論術批判におけるソクラテ

スの主眼なのである。弁論術は「政治術のなかの一部門をまねた模像（ἐίδωλον、463d1-2）」

なのであり、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-d1）。」

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間でどちらが食べ

物のよしあしを知っているか医術と競い合う競争相手の側面であり、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。したがって料理術は、医術のふり

をし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、医術が与えるべき

身体の善さに対して「見かけ・思われの善さ」を与えるとみな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よさに関して真なる信

念・思わく得ることもない。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
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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、医術

から真なる信念・思わくを得ることで、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。料理人は健康に善い食材と味付けの食べ物を医者に聞き、それによって

設定された目的に向かっ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を常に

提供することができる。また逆に述べれば、「見かけ・思われの善さ」に関わるとは、料理

術が正しい支配―従属関係から逸脱し医術の競争相手になることであり、そのように理解

する限り、先にそれぞれ独立のように見えていた C1 と C2 の二つの条件はひとつに結びつ

く。つまり、料理術が「見かけ・思わくの善さ」に関わるのならば、医術と同じ一つの基

準から料理術が判断されることで、第一に身体の
．．．

本性とその処置の根拠の理論的説明を持

たず、第二に身体の善さ（健康
．．

）を目的とすることなく快楽（美味しさ
．．．．

）を目的とする、

という批判が成り立つのである。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支配―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』終局部に述べられた、ソクラテスの次の言

葉に明確に表れている 

 

「弁論術もこのように、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。」（527c3-4） 

 

６．魂―身体のヒエラルキー６．魂―身体のヒエラルキー６．魂―身体のヒエラルキー６．魂―身体のヒエラルキー 

 医術（体育術）と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（女王）の技術であった。つまり、

医術は、それが身体のヒエラルキーの頂点に立つ限り、もはや何ものにも使われることは

なく、自己の領域内で己の営為の目的をその価値（善さ）の誤認なしに決定しうることに

なる。しかし、プラトンはこのような医術のあり方を自己の立場として受け入れるだろう

か。『ゴルギアス』の文脈から離れた最終的な立場として、プラトンが身体のヒエラルキー

を魂のヒエラルキーから独立させ、それ独自の体系として認めるとは考えられない。つま

り、身体のヒエラルキーが魂のヒエラルキーに従属するあり方がプラトンの実際の考えな

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、医術内部において目
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的とする身体の善さ（健康）をそもそも「思われ」の範囲から脱して正しく特定すること

はできないのである56。中畑は「健康も病も、身体のよい・わるい状態として、ひとまず

はひとの思惑からは独立に、医術によって判別されるものではありますが、最終的には、

その「よさ」の成立根拠を、魂のあり方に依存し、魂のあり方によって捉え直される可能

性を含んでいることになります」と述べているが57、そもそも身体のよい・わるい状態は

医術の領域から独立に判別されるものではなく、厳密には、医術が判別できるのは、魂の

あり方によって捉えられた身体のよい・わるい状態という基準にかなっているか・かなっ

ていないかという観点のみである。すなわち、身体のよい・わるい状態は、魂のあり方が、

最初に、医術の目指すべき目的の基準として与えるべきものなのだ58。 

また『ゴルギアス』においては、その主題が弁論術にあったため、身体を一度独立なも

のと考え、そのような身体とのアナロジーを用いて魂に関する弁論術の立場を明らかにす

るという文脈であったことを忘れてはならない。実際プラトンは、『ゴルギアス』の中でも

次のように注意を払っている。 

 

「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。」（465c7-d6） 

 

 この魂―身体のヒエラルキー、すなわち、魂と身体の両者を切り離すことができないわ

                                                      
56 Tiles（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持つと考えら

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。例えば、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、実

際に身体に対して利益を与えるような健康を、その目的として医者に付与する可能性があ

る。 
57 中畑（16）。 
58 この考えによると、例えば、ある患者が魂のあり方から死ぬほうが善いと認められる場

合、医術はその身体を殺すことがその目的（実際の善さ）であり、それを遂行することに

よって身体に利益を与えることになるだろう。つまり、身体の善さ（健康）とは死に向け

て破壊された身体のことと規定されることになるが、この価値の逆転現象のような問題は

今詳しく論じることはできない。 
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れわれ人間は、魂の頂点の技術にすべての身体に関わる技術を従属させない限り、自分た

ちにとっての本当の善をとり逃し、ただその時々に善さそうに見える快楽にかしずくだけ

の人生を送ることになるだろう。「金銭その他のものが人間のために善いものとなるのは、

公私いずれにおいても、すべては、魂のすぐれていることによる（Ap. 30b3-4）」こと、こ

れがソクラテスとプラトンを貫く根本的視点なのである。 

  以上、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

される魂のよい・わるい状態を対象とする技術に行き着くことが考えられる。『ゴルギアス』

においては政治術（立法術と司法術）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、または徳と技

術、倫理の関係など他にも多くの困難な課題は残されている。本稿においては、これらの

問題に関して断念せざるを得ないが、今後の研究課題として鋭意探求に努めることにしよ

う。 

 

結語結語結語結語 

 

    第Ⅰ章の考察から、プラトンにおける技術の対象とは、純粋に客観的な外的事物のよう

なものではなく、その技術の働き（知る内容）に対応した性質（知られる内容）が、いわ

ば技術が関わるものと切り離せないかたちでそこに内在化したものと規定された。プラト

ンにとって、対象とは、現代の我々が暗に想定しているような、技術の働き（知る内容）

から独立に特定することができる存在なのではなく、能力の働きと相互規定的な関係にお

いて成立する概念なのである。認識論的な問題はさておき、対象がこのように知られる内

容として規定される限り、一対一対応の原則のもとそれぞれの技術の個別性は確保されて

いる。 

第Ⅱ章の考察からは、そのような個別的で固有の対象領域を持つ技術も、その目的と手

段の関係を考慮すると、決して自足し得ない存在であることが示された。『国家』第一巻に

おいて、技術がスキルの側面のみ取り出され、純粋な手段としてそれ自体で追求されもの

であることをプラトンは強く否定した。技術はすべて、我々の実践を有益なものとして導

くような目的がまずはじめに見定められていなければならない（『国家』第一巻において示

されているのはここまでである）。だがしかし、それはそれぞれの技術がその内的原理とし
．．．．．．
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て
．
われわれにとって何が最善であるか、という倫理性を含む全一的な知までも持たなけれ

ばならない、ということでは決してない。技術は目的の勘考をそれ自身のうちに含み得な

いため、言わば外的原理として
．．．．．．．

正しく有益な方向に目的を設定してくれる他の技術を本来

必要とする存在であるということだ。そのような意味でそれぞれの技術は個別的なもので

ありながら決して自足はし得ない。つまり、それぞれの技術は、使う技術が目的を与え作

る技術がその手段を見出す、というかたちでなんらかの支配―従属関係のヒエラルキーに

必ず組み込まれている。支配する上位の技術は最善の知を持ち、従属する下位の技術もま

た、それが正しい支配のもとヒエラルキーの頂点にまで連なっている場合には、正しい思

わくによって最善を目指すと言えるだろう。 

また『ゴルギアス』においては、そのようなヒエラルキーの支配―従属構造から逸脱し

た技術のあり方が詳しく描かれていた。対話篇の文脈から離れて考えた時、プラトンの料

理術や弁論術に対する批判は、他の多くの技術にも適合しうる。例えば、魂―身体のヒエ

ラルキーにおいて、本来従属すべき医術が健康を人生最高の善きものとして主張し、いか

に生きるべきかという重大な事柄について人々を欺くのならば、それは似非技術として技

術の地位を剥奪される可能性は十分にあるのだ。現代における科学技術もまた、われわれ

の行為を導く魂に関わる様々な価値をその目的から切り捨て、その時々に善いと思われる

ものを追い求めるだけでは、料理術などの似非技術となんら変わりない存在だ。しかしな

がら、科学技術が達成してきたその成果の大きさは、それが上位の技術の命令する善とズ

レが生じた場合に、われわれに与えるだろう害悪もその比でない程強大であることを伝え

ている。今こそ技術のあり方をもう一度考え直してみる時だろう。 
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