
返答

飯田 隆

2019年 2月

一度考えて書いたことを、ふたたび考えて書くという機会は、けっこうあ

りそうでいて、じつは意外とないものである。そうした機会を与えてくれた

ことで、拙著『新哲学対話—ソクラテスならどう考える？』（二〇一七年、筑

摩書房）の合評会を企画して頂いた植村玄輝氏、コメントを寄せていただい

た森功次氏、山口尚氏、近藤智彦氏、ならびに、合評会に参加していただい

たみなさんに深く感謝する。以下に掲げる三つの「返答」が、さらにまた考

え書く機会を提供してくれるきっかけになることを望んでいる。

1 森功次氏に答えて—ワインと人生

森氏は、次の三つの命題のあいだには、矛盾とまでは行かないが、ある不

整合が感じられると述べている（森氏論文、p. 8）。

(1) ワインの評価には「人生におけるワイン観」が関わっている。

(2) 「人生におけるワイン観」はさまざまである。

(3) ワインの評価はあるていど一致する。

このうち、(2)は森氏自身の主張であるが、(1)と (3)は「アガトン」のソ

クラテスによって支持されているとされている。この点について異存はない。

また、(1)と (3)は、「アガトン」の登場人物の主張であって、私の主張ではな

いと言うつもりもない。(2)について、私は全面的に否定はしないが、(3)と

抵触するほどの多様性がワイン観にあるわけではないと考える。よって、問

題は、森氏が、(2)が正しく、しかも、それは (3)と抵触すると考える理由は

何かということになる。

その理由として、氏は、「ワイン観の違いがワイン評価を決定的に別物に

してしまう」（p. 9）ことを示す事実として、二つを挙げている。ひとつは、

ワインが、ときには高いお金を払わなければ経験できない高級嗜好品である

という事実であり、もうひとつは、ビオワインが新しいワインの評価軸を生

み出しているという事実である。以下で私は、前者の事実は (2)を支持せず、

後者の事実は、(2)を支持しはするが、(3)には抵触しないと論じる。
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まず、ワインが高級嗜好品であるという事実から考えたい。森氏と同様、

私もよく近所のスーパーで、値段をにらみながら、どのワインを買おうかと

悩む。このとき私が当面している問題「どのワインを買うべきか」への答は、

主に次の三つによって決まる。

(a) 私の懐具合（そのときの所持金から始まり、当面の収入の見

込み、貯金の残高まで）。

(b) どのようなワインが欲しいのか（私の好み、どんな機会に飲

むのか、どんな味か、など）。

(c) おいしいワインを飲むことへの、私のコミットメントの程度。

ここに挙げた (a)–(c)という三つの要因は、ワインを選ぶといった場面に限

らず、われわれが人生のなかで、取るべき行為について思案し決定する際に

はたらく。人生のなかでわれわれは、さまざまな計画を実現するために、自分

の行為を組織化して行くが、そうした計画のすべてに同等のコミットメント

をもつわけではない。時期によって変化もするが、自分の人生にとってその

実現がもっとも望まれている計画と、それほどでもない計画との両方がある。

人生のなかの計画の多くは、自分がすでにもっているものだけでは実現で

きない。したがって、そうしたものを手に入れる必要がある。そのためには、

多くの場合、自分が自由に使うことのできるもの、ごく一般的には、時間と

金、を代価とすることになる。こうした個人的資源がどれだけあるかは、ひ

とによって異なる。もちろん、貴重な個人的資源の一部と引き換えに手に入

れるものは、自分の計画の実現の手段として適したものでなくてはならず、

優れたものであればあるほどよい。

よって、どのワインを買おうかと悩んでいる私は、「おいしいワインを飲

む」という、私の人生を構成する計画のひとつを実現するために、(a) 私の個

人的資源、(b) 手段としての優劣、(c) 私のコミットメントの程度、という三

つの要因のあいだの調整をはかっているのである。

つまり、「いいワインかどうか」というワインの優劣の評価は、われわれが

ワインを選ぶ際には、その決定に影響を与える複数の要因のうちのひとつに

すぎない。そして、ワインの優劣を決める基準は、その基準を用いる個人の、

(a)個人的資源とも、(b)自身の計画へのコミットメントの程度とも、おおむ

ね独立である。収入のレベルに応じて異なるワインの評価基準があるわけで

はない。ただ、自分の収入では考慮する必要のないレベルのワインにどのよ

うな評価が下されるかについては、やじうま程度の興味しかないということ

にすぎない。また、ワインに思い入れの強いひとと、そうでないひととでは、

評価基準を気にするか、それとも、気にしないかの違いがあるだけで、評価

基準そのものが異なる必要はない。

ただし、以上は、あまりにも単純化した言い方である。実際には、三つの

要因のあいだには、もっと微妙な影響関係がある。何よりも、ワインの優劣
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は、おいしいワインを飲むという計画を追求するひとたちと独立に存在する

のではないから、そうしたひとたちの個人的資源とコミットメントに影響さ

れないわけはない。ワインの場合の個人的資源は、財政的なものとは限らな

い。たとえば、ワインの生産者は、単なる消費者とは異なる資源をもってい

るし、ソクラテスのような存在は、「ただ酒」を飲む豊富な機会をその個人

的資源としてもっている。いずれにせよ、こうした人々は、一般の人々より

もずっと豊富なワインに関する個人的資源と、おいしいワインを飲むことへ

の強いコミットメントをもっている。こうした人々によって作り上げられる、

ワインの優劣の基準は、そうした人が、自身の人生のなかでワインに見出す

意味が反映されていなければならないというのが、ソクラテスが伝えるクレ

タからの客人の主張である。

だが、こうしたワインのよさについての基準だけが、毎日の生活でわれわ

れがワインを選ぶときの決定的要因になるわけではない。個人的資源の多寡、

コミットメントの強弱はもちろんのこと、これ以外の要因もはたらきうる。た

とえば、まだアパルトヘイトが続いていた頃、南アフリカ共和国産のワイン

は決して買わないというひとは珍しくなかった。これが、ワインの味にとっ

ては、まったく外的な要因であることは確かだが、必ずしもそうとは言い切

れない場合もある。そして、そうした考慮が、ワインの味の基準に影響して、

基準が変わる可能性もないわけではない。それが、森氏が「第二の事実」と

して挙げているビオワインの場合である。

ビオワインを選ぶひとのなかには、ワインの味そのものではなく、広い意

味での倫理観によってそれを選ぶ場合もあるだろう。この場合は、かつて南

アフリカ産のワインをボイコットしたひとの場合と同じで、ワインの評価基

準ではなく、それとは独立の考慮が強くはたらいた結果である。しかし、ビ

オワインの生産者や、評論家が、ワインのあるべき姿としてビオワインを高

く評価するようになり、ビオワインを支持する消費者も増えることによって、

ワインの評価基準そのものが変化することも考えられる。

もちろん、ビオワインを必ずしも高く評価しない生産者や評論家や消費者

が根強く残るかもしれない。そのときには、同一の共同体内であっても、ワ

インの評価に一致は見られないだろう。しかし、ビオワイン賛成派と反対派

のあいだで、ワイン評価が「決定的に別物」（p. 12）となるほどの違いが結

果するだろうか。ビオワイン賛成派と反対派が、ビオワインの認証を受けた

複数のワインを飲み比べて、常に違った評価を下すとは思われない。同一の

共同体のなかで、ワインの評価基準は、連続した歴史をたどって、現在のも

のになっているのだから、ビオワインの出現によって、その基準が変化した

としても、まったくの別物になることはむずかしいだろう。

たしかに、「わたしたちはワインのよしあしを味に集約させて語りがち」（p.

14）である。しかし、それはまちがってはいないと私は思う。ワインの評価

の基本は、その味にある。しかしながら、実際にワインを選ぶ際には、それ
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がどれだけ高く評価できるワインであるかという点以外の要因が大きくはた

らく。どのように評価されるワインであるかは、それほど重きをおかれない

ということさえ、しばしばである。これは、より一般的に、美的判断の多く

にあてはまるのではないだろうか。美的享受の場面においてでさえ、それぞ

れのひとの人生のなかでのさまざまな計画へのコミットメントの強弱、個人

的資源の多寡、あるいは、倫理観といった、さまざまな要因がはたらくゆえ

に、美的価値は、決定を下す際に考慮に入れられる多数の要因のうちのひと

つにすぎない。

2 山口尚氏に答えて—日常の言葉と科学の言葉

山口氏は、「ケベス」も「アガトン」も一種の哲学論として読むことができ

ることを指摘し（山口論文、p. 6）、哲学のなかでの対立は、言葉づかいにつ

いての対立として現れるが、そうした対立の根底には価値観における対立が

存在するという方向で、議論を展開している。

「ケベス」と「アガトン」を、このように読むことに私はとくに反対しな

い。ただ、もし私がこの二篇から何らかの哲学観を引き出すとしたら、それ

は、山口氏が提出したようなものとは、いくぶん違うものになるだろう。た

ぶん、二つの哲学観はたがいに矛盾するものではなく、十分両立可能なもの

だろう。そこで、以下では、この二つの対話篇に現在の私がどんな哲学観を

読み込むかを述べてみたい。

『新哲学対話』の「序」は、「アガトン」を書き終えた直後に書いたもので

ある。「アガトン」での議論は、基本的に日常の言葉—台所の言葉—の内部

でなされていた。たぶん、そのせいだろう。いま思うと完全に片手落ちだが、

「ケベス」と「偽テアイテトス」に共通する主題が、この「序」ではまったく

触れられていない。それは、台所の言葉、すなわち、日常の言葉は、私が「教

室の言葉」と呼んだものから完全に独立して存在するわけではないというこ

とである。とりわけ、近代科学の成立後、その成果が人々の日常の生活にも

浸透するにつれて、科学の言葉は、日常の言葉にさまざまな影響を及ぼすよ

うになってきていることは、明らかな事実である。

哲学における言葉づかいについての争いは、哲学にとって重要な言葉が表

す概念が作り上げるネットワークのなかに不協和が存在することの証拠であ

る。こうした不協和のなかでも、しばしば出会うものは、日常の言葉のなか

に科学の言葉が持ち込まれたことの結果生まれるものである。

「ケベス」に関して、私が重要だと考えることは、シミアスが「思考は計

算である」と宣言することの背景に、十九世紀後半から二十世紀前半にかけ

ての論理学の進展があることである。実際、「ケベス」の前半は、このことの

解説にあてられている。「計算」という言葉をどう使うかという問題は、計算

という概念の「科学的な」精密化を背景に出てきたものである。
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「計算」とか「計算する」は、もともと、日常の語彙に属する言葉である。

数学を含む科学は、しばしば、日常の語彙に属する言葉を取り上げて、その

適用条件を明確なものにすることによって、その言葉が、ある明確な概念を

表すようにする。その結果、「科学的」なものとされた言葉の適用条件は、日

常の語彙に属していたときのそれとは異なることになる。日常の言い方では

「計算」と呼べたものが、新しい言い方では「計算」ではないものとされた

り、その逆に、日常的には「計算」と呼ばれなかったものが、「科学的」な観

点からは「計算」であるといったことが生じる。

日常的な意味の「計算」と、科学的な意味の「計算」を区別すればよいと

思うかもしれないが、これは原理的には可能かもしれないが、実際上は無理

である。科学の語彙に属する「計算」は、日常の語彙の「計算」の重要な側

面を保存しているからこそ、計算という概念の解明に役立つのであり、逆に、

科学的な計算概念の存在は、日常での「計算」という言葉の使用に影響を与

えずにはいない。

シミアスの主張「思考は計算である」で、とりあえずのところ、「思考」は

日常の語彙に属するが、「計算」はそうではない。もしも両方とも日常の語彙

に属するのであれば、この主張は、「考えることと計算することとは、もちろ

ん、違うことだ」という理由で、端的に偽であるか、あるいは、「考えること

は、計算することに似ている」という、真でありうるにしても、哲学的には

あまり興味をもてない主張でしかない。ここで言われている「計算」が、フ

レーゲに始まり、ゲーデルを経由して、チャーチやチューリングによって確

立された、厳密な数学的概念を表すだけでなく、この数学的概念が、われわ

れの日常の言葉で「考える」とか「思考」と言われているものの本性につい

て、重要なことを教えてくれるかもしれないという期待があるからこそ、シ

ミアスの主張は、哲学的に興味あるものになるのである。

こうした期待に根拠があるためには、数学的な計算概念が、日常的な計算

概念のもつ側面の、すべてではないにしても、その重要な部分を正しく捉え

ているのでなければならない。そのとき、数学的な概念に引き継がれること

のない、日常的な概念の部分は、計算という概念にとって本質的ではないも

のとして切り捨てられるか、周辺的なものとして重要視されなくなるだろう。

こうして、日常の計算概念自体が、科学的な概念の出現によって変化するこ

とになる。

だが、もちろん、期待通りに進むとは限らない。日常の計算概念を科学的

もしくは数学的に洗練する過程で切り捨てられてしまった側面こそが、計算

ということについて本質的だったという抗議が出てくることは、十分に考え

られる。さらには、概念を「科学化」する際に中心となった計算の側面が、数

学的に洗練されることによって、本来の概念には備わっていなかったような

性質をもたされることによって、もともとの日常の言葉が意味していたもの

とは対立するようなものになってしまうこともありうる。
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ここから、言葉づかいについての争いが生じる。「計算」という言葉を、あ

くまでも、もともとの日常的用法に従って使おうとする「保守的な」ひとが

一方におり、他方で、科学的な解明なり分析なりの結果を積極的に取り入れ

て、もともとの言葉の用法を部分的に訂正したり、拡張しようとしたりする

「進歩的」なひとがいる。「ケベス」において、前者がケベスで、後者がシミ

アスであることは明らかだろう。

どちらの言葉づかいを採用すべきかが、純粋に科学的な理由によって決ま

ることはない。これまでの言葉づかいを守ろうとする側も、それを変えるべ

きだとする側も、その理由として何らかの哲学的議論を持ち出す。「ケベス」

では、チューリングテストに関連して、思考することと思考を真似ることと

は違うことだというケベスの主張の是非が問題になっていた。この主張をケ

ベスのように擁護するにせよ、あるいは、シミアスのように、この主張の反

対、すなわち、思考を完全に真似ているのならば、それは思考していること

と同じだと論じるにせよ、その論拠となるのは、現実の言語使用についての

統計的調査でもなければ、科学的あるいは数学的な「結果」でもない。こう

した対立に決着をつけるのは、計算をめぐる科学的探究の結果によって影響

を受けた、われわれの日常の生活のなかで、「計算」という言葉を、どう使い

続けるのが最善かということ以外にはないだろう。

　その判断はどのようにして下すべきだろうか。それは、それぞれの言葉

づかいが、どのような帰結をもたらすか、より具体的には、一般にわれわれ

が事実と認めているものと大きく食い違うことはないか、言語の他の部分と

どれだけ調和するか、もしも不調和が生じるとしたら、どのような調整が必

要になるといった事柄を考慮することによってだろう。そして、これは、決

して哲学の方法のすべてではないが、哲学のなかでごく当たり前にわれわれ

が取っている方法である。

3 近藤智彦氏に答えて—哲学とフィクション

ソクラテスを主人公とする対話篇の形式を採用し、「序」と「あとがき」で

プラトンの「ファン」であることを明らかにしているので、私の哲学的志向

と方法がプラトンのそれとどのような関係にあるかが問題になることに無理

はない。よって、私がどの点においてプラトンに従うのかを述べることによっ

て、近藤氏への返答としたい。ただし、ここには、私がまだ答えを見つける

ことができていない問いが残されている。

「あとがき」でも書いたが、古代ギリシアにおいて、ソクラテスを主人公と

する対話篇は、ひとつの確立した文学ジャンルであった。ソクラテスの直接

の弟子の多くがそうした対話篇を書いたのみならず、ソクラテスよりもずっ

と後代の者も、このジャンルに挑んだことが知られている。そのなかには、歴

史上のソクラテスにはあまり頓着せず、ソクラテス対話篇の形式を、読者に
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も馴染みのあるジャンルとして、自身の目的に適うものとして選んだ者も多

かったと思われる。こうした作者にとって、ソクラテスはもはやフィクショ

ン中の登場人物と同じだったろう。

こうした後代の作品は、プラトンの諸作のもつ哲学的深みと文学的達成に

は、はるかに及ばないものとして、「偽作」もしくは「贋作」といったレッテ

ルを貼られて、よくても、二級三級の珍品扱いされて、いまに至っている。し

かし、そうした対話篇の作者は、たぶん、何も自分の作品をプラトンのもの

と偽るつもりはなかったにちがいない。すでに確立されたジャンルの形式を

借りただけのことだろう。

名前も伝わっていないそうした作者のための弁明は、私自身のためのもの

でもある。ソクラテス対話篇というジャンルのなかでも、もっとも有名で完

成度の高いものがプラトンによるものである以上、それを手本にするのは当

然である。しかし、哲学的内容に関してまでプラトンに従う必要はない。実

のところを言えば、中期以降のプラトンのソクラテス対話篇は、イデア論を

始めとするプラトン自身のものとみられる哲学説をソクラテスが開陳するた

めに、私のように、それとはずいぶん違う哲学的アジェンダをもつ者にとっ

ては、内容についてまでプラトンに従うことはできない。

では、プラトンは、対話篇という形式に関してだけの手本なのかと言えば、

そうではない。プラトンが偉大なのは、かれが、ソクラテスとかれを取り巻く

実在の人物から出発して、きわめて綿密な仕方で、ひとつのフィクション—

虚構世界—を作り上げたことにある。いわゆる初期対話篇は、実在のソクラ

テスを顕彰し、その記憶をとどめておきたいという願望によって書かれたの

かもしれないが、中期以降のソクラテスは、むしろプラトンが作り上げたフィ

クション中の人物になっている。

フィクションの中には、あるひとりの作者によって作られただけでなく、他

の作者によっても引き継がれて行くものがある。たとえば、シャーロック・

ホームズは、コナン・ドイルによって創造された探偵であるが、その後も多く

の作者によって作られた、多数の小説や映画にも登場する。こうした作品は、

コナン・ドイルが作り出したのと同じ虚構世界を舞台としている。現在の場

合と、もっとよい類似を示すのは、歴史上実在した人物にさまざまな伝説が

付加されて、フィクション中の人物となり、さらに、その人物とその人物が

活躍したとされる世界とが、後代のさまざまな作者によって引き継がれて行

く場合である。たとえば、源義経を主人公とする多くの説話や物語といった

ものを考えればよい。さまざまのソクラテス対話篇は、まさにそうしたケー

スだと思われる。

こうしたフィクションを利用することは、哲学にとっても、きわめて有用

でありうる。端的に言って、それは、一方で具体的でなければならないと同

時に、一般的であるという意味で抽象的でなければならないという、あるべ

き哲学の議論のもつ、一見したところ矛盾したあり方を実現するための手段
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となりうるからである。

哲学の魅力がもっとも強く現れるのは、気心の知れた相手と哲学の議論を

交わすときだと思われる。気心の知れた相手とは、自分の先生であっても、学

生であっても、友人であってもよく、議論は、何らかの結論に至らなくとも

よい。ましてや、議論に「勝つ」とか「負ける」というのは論外である。こう

した議論の幸福な思い出は常に、具体的な情景として現れる。それは、教室

であるかもしれないし、あるいは、喫茶店や居酒屋であるかもしれない。ま

た、その思い出には、そのときの相手の表情や声も含まれているだろう。

若いときにこのような経験をもった者は、それを再現することを試みるか

もしれない。しかし、その試みは、本人に昔の記憶をよみがえらせるきっか

けにはなっても、それを経験しなかったひとに、それがどういうものだった

かを伝えることはできない。ここで役に立つのが、フィクションである。よ

くできたフィクションには、現実の記憶以上に生き生きと具体的な状況とそ

のなかでの個人を描き出す力がある。しかし、この状況も、そこに現れる登

場人物も、虚構であるゆえに、特定の時と所でのことでもなければ、特定の

だれかでもない。ということは、いつどこであったことでもよければ、だれ

であってもよいということでもある。

現実に存在していた状況と人々とをモデルにして、プラトンが作り出した

虚構世界は、まさにこうしたフィクションとしてはたらく。プラトン自身を

含めて、その後の多くの人々が、それを利用したことに不思議はない。私も

また、プラトンの作った虚構世界に惹かれたひとりである。そこは、私自身

が幸運にももつことのできた哲学の議論の幸福な思い出が住まうことのでき

る場所である。

ソクラテス対話篇という形式を採用することが、フィクションというかた

ちで哲学を展開することだとすると、フィクションのなかで言われることを

どのように評価すべきかという、「フィクションにおける真理」という言語哲

学上の問題が生じることはやむをえない。フィクションのなかでその登場人

物によってなされる発言は、フィクションの外から見れば、真正の発言では

なく「発言まがい」でしかない。よって、それを真偽という観点から評価す

ることはできない。

だが、哲学が真理を目指す営みであるのならば、哲学はフィクションと無

縁のはずではないだろうか。それとも、フィクションの内部での真理とはち

がった意味での「フィクションの真理」というものがありうるのだろうか。
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